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市民図書館 三日月館・
自動車図書館の休館のお知らせ

県営住宅入居予備者を募集
◆募集団地 小城団地
◆入居資格
県営住宅条例に定める入居資格が必要です。
◆資料配布
２月１日（水）〜
※２月４日（土）は配布しません。
※資 料は佐賀管理室で配布しますが、市役所建
設課でも若干部数準備しています。
◆受付期間
２月５日（日）～10日（金）
※２月５日（日）は受付します。
◆受付時間
９時～１８時
◆受付場所
佐賀市八丁畷町８番１号（佐賀総合庁舎別館）
佐賀県営住宅指定管理者
株式会社マベック 佐賀管理室
◆登録有効期限
次回の募集に伴う受付開始日の前日まで
佐賀県営住宅指定管理者
株式会社マベック 佐賀管理室
☎20・2500

「男女共同参画 川柳・ポスター
コンテスト」の入賞作品を展示します
佐賀県立男女共同参画センター（アバンセ）で
募集された「男女共同参画 川柳・ポスターコン
テスト」の入賞作品を展示します。ぜひ、お立ち
寄りください。
◆日時
１月25日（水）～31日（火）
８時30分～22時
◆場所 ドゥイング三日月 １階ロビー
企画政策課（西館２階）

有料広告

年の
40 績
創業 と実
信頼

☎37・6115

蔵書点検のため、三日月館と自動車図書館（本
丸くん）は休館します。
◆休館期間
１月３１日（火）～２月９日（木）
休館中は、資料貸出・予約・各種問い合わせは
受け付けていません。
三日月館への返却は、
本の返却ポスト（正面
玄関入口の右側）に入
れていただくか、小城
館または各分室へ返却
してください。
ご迷惑をおかけしますが、
ご協力をお願いします。
小城館、
牛津、
芦刈分室は、
通常どおり開館します。
市民図書館

とま

かい

お気に入りの「ぬいぐるみ」が夜の図書館で大
冒険！本を読んだり、お茶を飲んだり、読み聞か
せしたり…
お気に入りの「ぬいぐるみ」を図書館でお預か
りし、図書館を探検してまわります。ぬいぐるみ
たちの様子を写真に撮ってプレゼントします。
◆日時 ２月11日（土） 15時３０分～
(ぬいぐるみと一緒におはなし会をします)
◆場所
市民図書館 小城館
◆申込期限
２月７日（火）
◆定員
５組～１０組
市民図書館 小城館
☎71・1131
住まいのちょっとした傷や自然災害などを未然に防ぐため

屋根 ( 割れ・ズレ ) □設備 ( 漏水・メーター確認 )
□壁
・樋 ( 詰まり・割れ) □外構等 ( ズレ・腐れ )
お問 合 せ ・ ご 相 談 だ けでもお 気 軽 にどうぞ！

小城市広報

☎72・4946

お住まい見守りサービス！ に私達が責任をもってメンテナンスいたします。
□
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三日月館

ぬいぐるみお泊り会

【点検チェックリスト】※点検内容の一例です。

山

いろ
いろ

東

美

建
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床下から屋根上まで
屋内、屋外お任せ下さい !!
充実のサービスが

月々 1,000 円〜

0120-930-187

お知らせ
募集情報
開催案内

情報
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小城市公民館体験講座
「ノルディックウォーク体験教室」
◆日時
①３月 ３日（金） ９時～１１時３０分
②３月２５日（土） ９時～１１時３０分
◆集合
①晴田支館 西側駐車場
②ゆめぷらっと小城 北側駐車場
※小雨決行。雨天時は中止します。
◆内容
ノルディックウォークの基本動作講習から
ポールを使ってのロングウォーク（５㎞程度）
※今回は小城町内を中心に歩きます。
◆定員 ４０人（先着順）
◆対象者 市内在住の人
◆参加料 無料
◆持ってくるもの
ノルディックウォークポール（お持ちの人のみ）
歩きやすい靴・服装、タオル、飲み物
◆申込期限 各日３日前まで
※一日のみの参加も可。ポールの無料貸出あり。
小城公民館

☎７３・３２１５

三日月公民館

☎７２・１６１６

牛津公民館

☎３７・６１４３

芦刈公民館

☎３７・６１４０

緊急時は１１０番を
110番は警察への最も早い緊急通
報手段です。通報が早いほど、警察
官の現場到着が早くなり事件などの
早期解決につながります。
緊急通報でない要望、相談、問合せは
「＃9110」へお願いします。
小城警察署

地域課

☎７３・２２８１

いろ
いろ

お知らせ
募集情報
開催案内

一般財団法人 小城市体育協会
嘱託職員およびアルバイト募集
【体育施設勤務】
◆採用人数 ５人
◆職 務内容 体育施設管理人（体育館維持管理業
務、敷地内清掃、剪定、除草作業など）
◆採用条件
・パソコンができる人（ワード・エクセル）
・施設の簡易な修繕などできる人
・普通自動車免許
◆勤務場所
小城体育センター、三日月体育館、牛津体育セ
ンター、牛津武道館、芦刈文化体育館のいずれか
◆給与 月額110,000円（社会保険・雇用保険有）
◆勤務形態 ８時30分～22時の間で１日２交代
勤務（３人のローテーション）
【事務局勤務】
◆採用人数 １人（アルバイト）
◆職務内容 事務・経理全般
◆採用条件
・パソコンができる人（ワード・エクセル）
・簿記ができる人
・普通自動車免許
◆勤務場所 体育協会事務局
◆時給 800円（雇用保険有）
◆勤務形態 ９時～16時の間で週20時間以内。
勤務時間は相談に応じます。
原則 土・日・祝日は休み
【共通事項】
◆採用予定日 ４月１日
◆応募方法
履歴書（写真添付）を郵送または持参ください。
書類選考後、面接予定者へ通知します。
◆申込期限 ２月３日（金）必着
〒845-0004 小城市小城町松尾4032番地５
一般財団法人 小城市体育協会事務局
☎72・1200

有料広告
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パソコン 持ち寄りで
憩いのつどい
《認知症予防のアロマテラピー》
天然の香りで認知症を予防する方法とパソコン
での体の疲れを簡単にケアする方法をお伝えしま
す。
（香りのプレゼント付）
◦日時 ２月７日（火） １３時〜１５時
◦場所 牛津会館 １号室
◦資料代 ５００円
◦定員 １０人（先着順） ※事前申し込み
《パソコンを使って映画鑑賞をしよう》
男はつらいよシリーズ『ぼくの伯父さん』を上
映します。
◦日時 ２月１８日（土） １３時〜１５時
◦場所 牛津赤れんが館
◦参加費 無料
◦定員 なし ※事前申し込み
特定非営利活動法人
☎３７・７２５３

つなぎレンガ座

第11回津の里こどもまつり
（津の里スポーツフェスタ同時開催）
地域の皆さんと協働で今年も津の里こどもまつ
りを開催します。ぜひお越しください。
◆日時 ２月26日（日） ９時50分（オープニング）
１０時～１５時
◆場所
牛津公民館、牛津公民館別館、牛津体育センター
◆内容 子どもたちによるステージ発表、工作・
手作りゲーム、体験コー
ナー、働く車の展示（パ
トカー、はしご車、工事
現場で活躍する車など）
◆参加費 無料
牛津っ子支援ネットワーク事務局
（牛津公民館内） ☎３７・６１４３

有料広告
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第21回 高田保馬博士を
たたえる会を開催
三日月町が生んだ著名な経済・社会学者・文学
者である高田保馬博士の業績をたたえる会を開催
します。皆さんのご来場をお待ちしています。
◆日時 ２月５日（日） ９時～１２時
◆場所 ドゥイング三日月 多目的ホール
◆内容
・アトラクション（書道、うたごえ）
・小・中学生による作文発表
・書道・文学作品コンクール表彰
※作品を１月３０日（月）～２月５日（日）の期間
ドゥイング三日月に展示します。
高田保馬博士顕彰会事務局（三日月幼稚園内）
☎73・2601

第５７回
郡市対抗県内一周駅伝大会
皆さんの声援が選手を後押しします。小城市選
手団の応援をお願いします。
◆期間
２月１７日（金）〜１９日（日）
《小城市内の応援ポイント》
◎２月１７日（金）
13時20分頃、久保田町
与 羅 ん 館 を 通 過 し、 国 道
444号線（芦刈町）を抜け
福富方面へ。
◎２月１９日（日）
12時40分から江北町役
場 を 出 発 し、 国 道34号 線
（牛津町）
を抜け小城駅前へ。
13時10分頃、小城駅前
を通過し、中町交差点を抜
昨年の様子
け大和方面へ。
一般財団法人 小城市体育協会事務局 ☎72・1200

情報

INFORMATION

牛尾梅まつり 第５回観梅スケッチ
＆俳句コンクール作品募集
グランプリ作品はスケッチ・俳句いずれも次回
のポスターに採用します！
◆募集期限 ３月31日（金）
※当日消印有効
◆規格
◦スケッチはＡ３のみ、
画材・絵具は自由
◦俳句は便箋に書いて
投句すること
※出品は１人１点に限ります。
◆出品料 無料
◆応募先 三里支館
◆発表 桜城館にて展示し表彰式を行います。
詳細は、応募用紙をご覧ください。応募用紙は、
農林水産課および各公民館で配布しています。
牛尾梅まつり実行委員会
☎090・3900・3923（富永）

福祉マンパワー合同就職面接会
２月８日（水）
13時30分～15時30分
（受付13時〜15時）
◆場所 佐賀県総合体育館
（佐賀市日の出一丁目２１番１５号）
◆対象者 県 内の福祉施設や病院、在宅介護サー
ビス事業所、保育園などで働きたい人。
◆内容
・参加者と参加事業所との面接会
・福 祉に関連する資格の取得方法や福祉分野の仕
事内容についての相談
◆参加費 無料（申込不要）
◆日時

・佐賀公共職業安定所
☎24・4362
・佐賀県社会福祉協議会 ☎28・3406

いろ
いろ

第2７回三里牛尾梅まつり

お知らせ
募集情報
開催案内

AR動画が
見れます

小城町牛尾梅林一帯
で、梅まつりが開催さ
れます。梅加工品、農
産物などの販売や、特
設ステージでのイベン
トなど楽しい催し物も
ありますので、ぜひお
出かけください。
◆日時
３月４日（土）・５日（日）
◆会場
牛尾神社（小城市小城町池上牛尾）
※ま つり当日は、会場周辺駐車場から無料シャト
ルバスを運行しますので、牛尾山周辺の交通規
制にご協力をお願いします。
農林水産課（東館１階）

☎３７・６１２５

佐賀税務署からのお知らせ
平成2８年分の確定申告期限と納期限
○所得税および復興特別所得税・贈与税
・・・・３月１５日（水）まで
○個人事業者の消費税および地方消費税
・・・・３月３１日（金）まで
佐賀税務署では、確定申告相談会場（第二合同
庁舎５階）を２月１６日（木）から開設します。
※土・日曜日、祝日は休みです。ただし、２月１９日・
２月２６日の日曜日に限り確定申告の相談・申告
書の受付を行います。
◆受付時間 ９時～16時
佐賀税務署

☎３２・７５１１

有料広告

障がい者差別解消法ってなあに？
様々な場面で障がい者と健常者はともに暮らしていますが、「合理的配慮」がないと、障がい者は自分らしく生
活していくことが困難です。昨年から施行された「障がい者差別解消法」について、専門家や障がい者の方々にディ
スカッションしていただき、私たちみんなが共により良く生活していくための「合理的配慮」について考えます。
法テラス佐賀
佐賀県弁護士会共催

日時：平成 29 年 2 月 16 日（木）13：30～16：30
場所：佐賀市文化会館イベントホール
参加費：無料（先着 100 名様）
申込方法：法テラス佐賀 050-3383-5510 までお電話ください

小城市広報
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桜の木を一緒に植樹しませんか
小城市を市木・市花である桜でいっぱいにした
いと活動をしています。ぜひご参加ください。
◆日時 ２月２５日（土） １５時〜
◆場所 八丁ダム周辺（八丁グリーンパーク内）
◆参加費 1,000円／本 （苗木代など材料費含む）
※小学生以下は無料です。
※桜の苗木は100本です。
※当日も参加できます。
※場所が分からない場合は、
お問い合わせください。
天山サクラ会（江里口造園内）
☎７２・３４８１

聴力測定・聴こえの相談
ピアカウンセリング（予約制）
聴力測定・聴こえの相談は言語聴覚士が行い、
ピアカウンセリングは同じ障がいを持つ専門の職
員が対応します。安心してご相談ください。
◆日時 ２月２２日（水）・３月２２日（水）
１０時～１２時 １３時～１５時
◆場所 高齢障がい支援課（西館１階）
◆申込期限 各日、開催日前日まで
※秘密厳守。
※相談時間は、１人１時間までです。
佐賀県聴覚障害者サポートセンター
☎４０・７７００

第７回リンパ浮腫を学ぶ会
◆日時

２月２５日（土）
１３時～１５時３０分（開場 １２時）
◆場所 佐賀市文化交流プラザ交流センター
エスプラッツ ３階ホール
◆定員 先着130人
◆参加費 無料
◆内容
・第１部「なぜむくむ？普通のむくみとリンパ浮腫
〜リンパ浮腫の保存的治療法最前線〜」
おおつかしゅんすけ

日本浮腫緩和療法協会 大塚俊介さん
・第２部「楽しく簡単リンパ浮腫ケアを学ぼう」
日本浮腫緩和療法協会

さ とうとも こ

佐藤知子さん

特定非営利活動法人 リンパ浮腫を学ぶ会
☎０５０・３６７１・８２０１（高田）
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県下一斉無料法律相談会
不動産のことや債務整理、成年後見、遺言、各
種裁判手続きなど司法書士業務全般の相談を受け
付けます。※予約不要。
◆日時 ２月11日（土） １０時～１５時
◆場所 アバンセ ４階 第３研修室
（佐賀市天神三丁目２-１１）
※当日は、電話相談も受け付けます。
専用ダイヤル
☎２９・０６３５／☎２４・７５１２／☎２４・７５１６
佐賀県司法書士会

事務局

☎29・0626

遺言と成年後見制度説明会
を開催
成年後見人や任意後見人の制度について知りた
い人、法律的に有効な遺言の書き方を学びたい人
はぜひご参加ください。
◆日時 ２月18日（土） １０時～１２時
◆場所 アバンセ ４階 第２研修室
（佐賀市天神三丁目２-11）
◆参加料 無料
◆定員 50人
公益社団法人 成年後見センター・
リーガルサポート佐賀支部 ☎29・0626

ジェネリック医薬品に関する
お知らせ
該当月に処方された先発医薬品
をジェネリック医薬品に切り替え
た場合に、１か月あたりの自己負
担額の軽減が一定額以上見込まれ
る人へ「ジェネリック医薬品に関
するお知らせ」を１月31日に発送します。
※必ずしも全員に届くわけではありません。
◆ジェネリック医薬品とは？
ジェネリック医薬品は、最初に作られたお薬（先
発医薬品）の特許が切れた後に販売される医薬品
です。
ジェネリック医薬品を希望される場合は、まず
は、かかりつけの医師・薬剤師へご相談ください。
佐賀県後期高齢者医療広域連合
☎64・8476

情報

INFORMATION

縁起物商品を販売
岡山神社で祈願を受けた商品（縁起物）を市内
の各店舗で販売します。受験や部活の大一番に挑
む人へ応援グッズにどうでしょうか。ご利益が期
待できるかも！？

販売店舗などについては、一般社団法人 小城市
観光協会または、商工観光課にお問い合わせくだ
さい。
・一般社団法人 小城市観光協会 ☎７２・７４２３
・商工観光課（東館１階） ☎３７・６１２９

いろ
いろ

お知らせ
募集情報
開催案内

無料で乳がん検診が
受けられます！
乳がんは女性にできるがんで一番多いがんです。
女性の皆さん、決して他人事ではありません。
◆日時 ２月25日（土）、26日（日）
８時30分～10時30分
◆場所 公益財団法人 佐賀県総合保健協会
（佐賀市天神１丁目４－15）
◆対象者 次のいずれにも該当する人
①佐賀県内に居住する40歳以上の女性
（基準日は平成29年３月31日現在）
②過 去に乳がん検診（マンモグラフィ）を受け
たことがない人。または、前回受診後３年以
上経過している人
◆検診内容 乳がん検診（マンモグラフィ）
◆定員 ２日間あわせて100人（予約先着順）
◆料金 無料
◆申込日時 ２月13日（月）～17日（金）
９時～15時
佐賀県総合保健協会

☎２５・２３２０

青年海外協力隊員
ふ る しょう な

つ

こ

古庄奈津子さん

奈津子の

ウズベキスタン通信

4

vol.

アッサロムアライクン！（ウズベク語で「こんにちは」）
今月は活動内容について紹介します。私がウズベキスタンで行っ
ているボランティアは２つ。日本語教育と日本文化紹介講座です。
いずれも対象はウズベキスタンの素直で元気すぎる青少年たちです。
最近は、講座参加者20人で、きな粉団子を作って大盛況でした。ウ
ズベキスタンでの１番人気の日本食は、お好み焼きで逆に不人気は
意外にも寿司です。酢飯が苦手なことと、内陸国であるウズベキス
タンでは魚に抵抗があるそうです。また、墨絵の授業では、墨を使っ ▲竹を描いた墨絵の授業
たことのない生徒たちで教室の床が墨汁まみれになりながらも竹を描きました。
授業では、言葉や文化の壁を感じ、落ち込んだり失敗したりすることもあります。特に日本人と違い、
時間に寛容なウズベキスタン人は、１時間以上授業に遅刻したり、来る
と言って来なかったり、突然授業を受けたり、約束はあってないような
ものです。私自身も心に余裕を持つようにしています。
私の活動の目標は「青少年が異文化と接することで、健全な大人に成
長すること」です。今私が子どもたちと触れ合っているその一瞬一瞬を
後悔なく過ごすことで、彼らが将来少しでも明るい人生を歩んでくれた
らと思いながら、今日も活動に励みます！

▲そろばんの授業
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