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芦刈分室　ブックリサイクル

　図書館で保存期限が過ぎた雑誌、本などを無料
でおゆずりします。１人何冊でもお持ち帰りでき
ます。市内、市外問わず参加できますので、ぜひ
お越しください。
　当日は、本を入れる袋
をご持参ください。
◆日時
　３月19日（日）
　10時～16時
　※�なくなり次第終了と
なります。

◆場所
　あしぱる　和室

 市民図書館　芦刈分室　☎37・６１４１

図書館職員を体験しよう！！

　「図書館の仕事ってどんなことをするんだろう？
やってみたいな！」そう思ったことはありません
か？図書館職員になって図書館の仕事を体験して
みませんか？
◆対象の図書館
　小城館　　３月28日（火）　８時30分～12時
　三日月館　３月29日（水）　８時30分～12時
◆対象者
　市内在住の小学３年生～６年生
◆定員　各館４人ずつ
◆募集期限　３月５日（日）
◆ 応募方法　市民図書館全館カウンターまたは電
話で申し込みください。
※�応募者多数の場合は抽選を行い、後日結果をお
知らせします。

 市民図書館　三日月館　☎72・４９４６
　　　　　　　　　小 城 館　☎7１・１１3１

春の火災予防運動

〜「消しましょう　その火その時　その場所で」〜
　３月１日（水）～７日（火）は、春季全国火災
予防運動期間です。火災が発生しやすい時
季を迎えます。火災予防に心掛けましょう。

 ・小城消防署　☎６６・１5４１
         ・防災対策課（西館２階）　☎37・６１１９

小城市公民館体験講座
ズンバ体験教室

◆日時・集合場所
　３月８日（水）　19時30分～20時30分
　牛津公民館�ホール
　３月13日（月）　19時30分～20時30分
　あしぱる�多目的ホール
◆内容　ズンバ
　（�180か国以上、1,500万
人以上の愛好者がいるエ
クササイズ＆リフレッ
シュが可能なラテン音楽
によるダンスで、若い人
にも人気です）

◆対象者
　市内在住または市内勤務の成人向け
◆定員　各日　先着40人
◆参加料　無料
◆持ってくるもの
　動きやすい服装、体育館シューズ、飲み物
◆申込締切日
　各日３日前まで
　※一日のみの参加も可。

 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
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ん

えほん
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お墓のことなら
増田石材店で
全て解決！
お墓のことなら
増田石材店で
全て解決！

墓石新築・改築・戒名追加彫刻
墓石クリーニング・金箔塗料入れ
各種石材加工・その他

小城市牛津町柿樋瀬1130 （牛津駅からすぐ西）
TEL0952‒66‒1879

増田石材店
至
佐
賀

至
武
雄

N

墓石展示品有ります
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小城清水寒鯉祭りは
２月26日まで

　２月26日（日）まで第２回小城清水寒鯉祭りを
開催中です。清水鯉料理各店が、冬場ならではの
料理を提供しています。ぜひ、お越しください。
◆イベント
　「小城神楽会」の上演
　小城という地名の成り立ちを伝統芸能で表現し
ます。
◆日時　２月26日（日）
　　　　11時30分�開場　12時�開演
　　　　上演時間：約20分
◆場所　鯉御殿
◆入場料　無料
※食事をされない人（観覧のみ）も歓迎します。

 清水鯉料理振興会
　　☎０９０・９585・９222（江里口）

緑の募金にご協力をお願いします

　「緑の募金」運動は年
に２回行われます。この
期間に集まった募金は、
身の回りの緑化や森林の
整備などの幅広いボラン
ティア活動を支援し、森
林・緑づくりに役立って
います。
　地球温暖化防止や水の供給源として欠くことの
できない森林・緑を次代へ引き継ぐため、ご協力
をお願いします。
◆運動期間　春期　３月１日～�５月31日
　　　　　　秋期　９月１日～10月31日

 美しい緑の郷土づくり県民運動
　　小城市推進協議会（農林水産課内）
　　☎37・６１25

合同絵画展を開催

　小城市文化連盟所属の油絵、水彩、デッサンの
３つのサークルが、約40点の作品を展示します。
◆日時　３月21日（火）～26日（日）
　　　　９時30分～17時（26日は15時まで）
　　　　入場無料
◆場所　ゆめぷらっと小城

 クローバ会　☎６６・０257（野田）

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　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）
　　　　相談室４
◆申込期限　３月21日（火）
※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　FAX ４０・77０5

第23回小城少年少女合唱団
定期発表会

◆日時　３月19日（日）
　　　　開場�13時　開演�13時30分
◆場所　ゆめぷらっと小城２階　天山ホール
◆入場料　無料
◆内容　・合唱「歌えバンバン」「青い山脈」など
　　　　・オペレッタ「とべないホタル」
　　　　・ゲスト演奏　佐賀市民混声合唱団

 小城少年少女合唱団
　　☎０９０・１3４2・９００１（江頭）
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小城の情報がギュッと
つまったおぎなう。
すべての号を
電子ブックで読めます！

小城を100倍楽しくする

小城のフリーペーパー

小城市小城町253番地４（音成印刷内）TEL 0952－73－4113　FAX 0952－73－3540おぎなう編集局

ライフスタイル部門
優秀賞を受賞しました

おぎな
うが

2月20日発行は362017
Vol. 肉特集！

お楽しみに！

有
料
広
告

おぎまち歩き第三弾スペシャルツアー
ぶらり空路巡り

　小城藩時代の街割・景観を観光ボランティアと
一緒にぶらぶら散策しましょう。
◆日時　３月26日（日）
　　　　９時30分受付
　　　　10時出発　12時終了
◆集合場所　桜城館前
◆定員　20人
※事前申込をお願いします。
◆申込期限
　３月15日（水）
◆参加費　1,000円
　　　　　（お買物クーポン・保険代含む）

 ・小城市観光ボランティア
　　　　☎０９０・285９・58１7（田尻）
　　　・小城鍋島家 ten　☎72・532４

小城町老人クラブ連合会
福祉大会を開催

◆日時　３月５日（日）　10時～15時
◆場所　桜楽館　多目的ホール
◆内容　小城幼稚園児による歌・遊戯
　　　　健康体操、詩吟などのサークル活動報告
　　　　小城中学校吹奏楽部による演奏
　　　　浄

じょう
円
えん
寺
じ
住職の講話

　　　　会員作品の展示
※�小城町老人クラブ会員に限らず、どなたでも自
由に参加できますのでぜひお越しください。
 小城町老人クラブ連合会事務局

　　☎72・27０5（吉田）

子育てセミナー
「入学前の親の心がまえ」

◆日時　３月26日（日）　10時～11時30分
◆場所　ゆめぷらっと小城　２階　会議室１・２
◆講師　平

ひら
田
た
智
ち
恵
え
子
こ
さん

　　　　（一般社団法人　倫理研究所　生涯局講師）
◆参加料　200円（テキスト代、お茶菓子代など）
※託児あります

 家庭倫理の会　佐賀西部
　　　☎０９０・5９2４・52６０（副島）

パソコン　持ち寄りで
憩いのつどい

　パソコンを使って、オリジナル名刺を作成しよう。
◆日時　３月７日（火）、28日（火）　13時～15時
◆場所　牛津会館　１号室
　　　　（牛津町牛津586番地１）
◆資料代　各回500円
　　　　　パソコンは各自持参でお願いします。
◆定員　各回10人

 特定非営利活動法人　つなぎレンガ座
　　　☎37・7253

第２回ひらまつ市民公開講座

　佐賀県はがんの死亡率が高い県です。早期治療、
早期発見のために、今回はがんとの共存や検診の
大切さを講演します。
◆日時　３月12日（日）
　　　　９時45分～11時45分
　　　　（受付９時30分）
◆場所　ひらまつ内科・レディースクリニック
　　　　通所リハビリテーション（アコルデ）
◆講師
　仁

に
科
しな
亜
あ
季
き
子
こ
さん（女優）

　「今　あなたに伝えたいこと」
　−約25年におよぶがんとの共存体験を通して−
◆定員　300人（先着順）
◆申込期限　２月28日（火）

 ひらまつ内科・レディースクリニック
　　　☎2０・35００　FAX 2０・35０１

●●●●
●●会社

〒000-00
00

●●●●
●●●●

●●●●

●●●●
●●

TEL．000
0-00-000

0

FAX．00
00-00-00

00

●●●●
●

小城　太
郎
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広報「さくら」で小城市へPR！

☎0952-73-4113
小城市小城町253番地４
http://www.otonari.co.jp/

みなさまの想いをカタチに

発行日／毎月20日

まずは、
お気軽にお問い
合わせください。

信頼ある媒体
公の機関の発行！

インターネットでも閲覧OK
配布地域外の方にもアピール！

小城市の皆さんへ
あなたの会社や
お店をPRできます 広告募集中

広告効果バツグン！

約15,000戸に配布
小城市内
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佐賀県がん患者・家族集いの会

◆日時　３月６日（月）　受付12時30分～
◆場所　佐賀県総合保健会館
　　　 （佐賀市天神１丁目４−15）
◆定員　がん患者とその家族　30人程度（先着順）
◆内容　・新聞でコサージュ作り
　　　　・親睦、交流会
◆参加費　１人300円
◆持参するもの　飲み物
◆申込方法　電話で申し込みください。
◆申込期限　３月１日（水）

 佐賀県がん総合支援センター
　　　☎０１2０・2４６・388
　　　月・水・金
　　　９時3０分〜１3時　１４時〜１６時3０分

無料で子宮頸がん検診が
受けられます！

　子宮頸がんは、20歳代、30歳代の若い人に増え
ています。この機会にぜひ受診しましょう。
◆日時　3月10日（金）
　　　　18時～　子宮頸がん検診基礎講座
　　　　18時30分～　子宮頸がん検診
◆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20～39歳の女性
　　（基準日は平成29年３月31日現在）
　②�過去に子宮がん検診を受診したことがない、
または前回受診後３年以上経過している人

◆定員　40人（予約先着順）
◆料金　無料
◆申込期限　３月９日（木）
　　　　　　月～金　9時～15時

 佐賀県総合保健協会　☎25・232０

平成29年度点訳および音訳奉仕員
養成講習会を開催

　視覚障がい者のための点字図書、録音図書を製
作するために点訳・音訳のボランティア活動をす
る人の養成講習会を開催します。
◆日時
　平成29年４月～平成30年３月
　（点訳）毎月第１・３水曜日　13時～16時
　（音訳）毎月第２・４水曜日　14時～16時30分
◆場所　佐賀県立点字図書館
◆受講料
　無料（テキスト代の負担有）
◆申込期限　４月30日（日）
◆定員　点訳・音訳　各20人

 佐賀県立点字図書館　☎2６・０１53

放課後児童クラブ支援員募集！

　「子どもが大好きだから子ども関係の仕事をし
てみたい」「子どもたちの成長に関わってみたい」
「放課後児童クラブに興味がある」人、小城市放課
後児童クラブで支援員として働いてみませんか？
「まずは、話を聞いてみたい」という人も大歓迎。
◆勤務期間　４月１日～平成30年３月31日まで
　　　　　　（次年度継続あり）
◆勤務時間
　平日14時～18時
　土曜・長期休暇　8時～18時
　内６時間～８時間程度
　※終業は19時まで延長する場合あり
◆勤務内容　放課後の児童健全育成支援
◆賃金　830円／時給
※その他詳細はお問い合わせください。

 特定非営利活動法人
　　佐賀県放課後児童クラブ連絡会
　　☎37・8553（山口）
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線路近接工事時には
必ず協議を！

　線路に近接した場所で工事や測量を行う場合、
着手する前に鉄道事業者との協議が必要です。
　脱線事故や感電事故を防ぐため、建物の建設や
解体、庭木や山林の伐採や、工事などを線路に近
接した場所で行う場合は、JR九州にご相談ください。

※�作業内容や環境条件、使用重機によっては８ｍ
以上離れている場合でも近接工事の適用となる
場合がありますのでご相談ください。
 ・JR長崎本線沿線の場合：JR九州佐賀鉄道部

　　　☎23・2９3９
　　・JR唐津線沿線の場合：JR九州唐津鉄道事業部
　　　☎０９55・75・０382

線路内
近接工事
おおむね８m おおむね８m

近接工事

農業者の皆さんへ
青色申告をはじめましょう

　青色申告は、自分の経営を客観的につかむため
の重要な手段です。青色申告には、税制上のメリッ
トもありますので、早速取り組んでみましょう。
　新たに青色申告を始めるためには、個人の場合、
平成29年３月15日までに最寄りの税務署に「青色
申告承認申請書」を提出する必要があります。
　この申請を行えば、平成29年分の所得から、青
色申告を行うことができます（申告時期は平成30
年２月～３月）。
　なお、政府の農林水産業・地域の活力創造本部
において、青色申告を行っている農業者を対象と
した収入保険制度の導入が決定されました。
　収入保険制度は、品目の枠にとらわれず自然災
害による収量減少だけでなく、価格低下なども含
めた収入減少を補

ほ
塡
てん
する仕組みです。

　詳細は、農林水産省ホームページまたは九州農
政局�佐賀支局�地方参事官室までお問い合わせく
ださい。

 九州農政局　佐賀支局　地方参事官室
　　☎23・3１3１ 

自衛官候補生・予備自衛官募集

◆募集種目
　①自衛官候補生（男子）
　　※４月入隊予定
　②予備自衛官
◆受験資格　①18歳以上27歳未満
　　　　　　②18歳以上34歳未満
◆受験日および試験場所
　①３月４日（土）　陸上自衛隊　目達原駐屯地
　②４月15日（土）　未定
　詳細は、自衛隊佐賀地方協力本部ホームページ
でご覧ください。

 佐賀地方協力本部　募集課　☎2４・22９１

嘉瀬川ダム竣工５周年記念祭
を開催します！

　平成24年３月、嘉瀬川ダムが完成してから５年
になります。
　嘉瀬川ダムは、洪水調節や農業用水などの確保、
水力発電を目的とし、39年をかけて佐賀県随一の
規模を誇るダムとして建設されました。
　水の恵みに感謝し、嘉瀬川ダムと佐賀のこれか
らの発展を祈って竣工５周年記念祭を行います。
◆日時
　３月５日（日）　10時～16時
◆場所　嘉瀬川ダム管理支所
　　　　『水

すい
恵
けい
無
む
限
げん
』の碑前広場

　　　　（佐賀市富士町畑瀬１-１）
◆内容　・農産物即売会
　　　　・県産食材を使った料理のふるまい
　　　　・ボート、カヌー体験　など

 水源地域連携・活性化促進協議会
　　☎４０・7０４3（佐賀市役所　企画政策課）
　　☎58・2１１１（佐賀市役所　富士支所）

古湯温泉
トンネル

雄渕トンネル

ONCRI

至 七山

至 佐賀

富士小学校

嘉瀬川ダム管理支所
323

323
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