
40歳～64歳の方は健康保険料率に介護保険料率が加わります。

《現行》 《新料率》

保険者名称が
「全国健康保険協会 佐賀支部」
となっている方 (色は水色です) お問合せ 全国健康保険協会 (協会けんぽ) 佐賀支部 0952-27-0612

改定時期

●任意継続被保険者の方は
平成29年4月分(4月納付分)~

● 平成29年3月分～
(平成29年4月納付分)

保険料率が改定されます

介護保険
料率 1.58％

健康保険
料率 10.33％

協会けんぽ協会けんぽ 加入者の
皆様へ
加入者の
皆様へ佐賀支部佐賀支部
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「赤ちゃん土俵入り」出場者募集

　芦刈町の乙宮神社御
おん
田
だ
祭
さい
では、奉納子ども相撲

大会が開催され今年で27回目になります。
　昨年に続き、赤ちゃんの健勝を祈願する「赤ちゃ
ん土俵入り」を行います。「赤ちゃん土俵入り」と
は神事の一つで、赤ちゃんが元気にたくましく育
つようにと神様と相撲をとることです。
　土俵入りする赤ちゃんたちは泣いたり笑ったり
とさまざまな表情を見せてくれます。ぜひ、参加
してみませんか。
◆日時　５月１日（月）　14時30分～
◆場所　乙宮神社相撲場（芦刈町中溝）
◆対象者
　おおむね平成27年10月１日～
　平成28年11月30日生まれ（20人）
　※市外の人も参加可能です。
◆祈願料
　3，000円（御札・落雁・記念写真代など）
◆募集期限　４月20日（木）

 芦刈町体育協会事務局（芦刈公民館内）
　　　☎37・614０

第55回　小城春雨まつり

◆日時　４月１日（土）　11時30分～
◆場所　ゆめぷらっと小城
　　　　天山ホール（多目的ホール）
◆チケット代　5,000円／人
◆チケット販売　�チケットは小城市観光協会で販

売中です。（無くなり次第終了）
◆内容
・第一部　長崎検番芸妓衆による舞踊披露
・第二部　祝宴、お楽しみ抽選会
　　　　 （小城市の特産品）

 小城春雨まつり実行委員会　☎37・61２9

春の普茶料理食事会を開催

　普茶料理とは、江戸時代初期に中国から伝来し
た黄
おう
檗
ばく
宗
しゅう
の精進料理です。

◆日時
　４月23日（日）　12時～
◆場所
　小城公民館　晴田支館
◆食事券　4,000円／人
◆食事券の販売（先着6０人）
　４月３日（月）～　なくなり次第終了

 一般社団法人 小城市観光協会　☎7２・74２3

アルミ缶の回収を行います
〜限りある資源を活かしましょう〜

◆日時　４月１日（土）　10時～12時
◆場所　桜楽館　北側駐車場
☆注意事項☆
　・スチール缶は、回収しません。
　・個人、団体とも受け付けます。
　・�缶は洗ってよく水切りをし、軽くつぶして透
明な袋に入れてお持ちください。

 小城町消費者グループ（東島）
　　☎7２・５２11

小城市戦没者追悼式を開催

　先の大戦において亡くなられた戦没者を追悼し、
恒久の平和を祈念するため、市主催の戦没者追悼
式を開催します。
◆日時　４月22日（土）
　　　　９時30分�受付／10時�開式
◆場所　ドゥイング三日月
◆参加対象者　戦没者のご遺族
  社会福祉課（西館１階）　☎37・61０7
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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

おぎなうは小城市を中心に
佐賀県内・東京へ設置されています。 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

有
料
広
告

４月スタート！
中国語初級者講座　受講生募集

◆開催日　毎月第１・２・３水曜日
◆時間　18時30分～20時
◆場所　ゆめぷらっと小城
◆受講料　3,000円／月
◆講師　佐賀大学留学生
◆申込期限　４月５日（水）

 小城日中友好協会
　　　☎０9０・116２・371５（永池）

第1３弾�石
しゃく
体
たい
まつり開催

　親子でゆっくり遊ぼう！！
◆日時　４月16日（日）　10時～17時
◆場所　いやしの宿ほのか周辺（小城町石体）
◆催し物　・「細」篠笛演奏　・石体太鼓
　　　　　・無料手作りコーナー
　　　　　　（マイはし、マイ箸置き、ダーツ）
◆販売　・農産物　・石体そば（手打ち）
・せせりの炭火焼　・手作りだんご、おこわ
・唐津焼　・手作り小物　など

 笑うて暮らそうやっ会　☎7２・4693
　　☎０9０・74５０・２５２6（大石）

第21回「石工の里ふれあい
ウォーキング」開催

　砥川一帯の石仏・石造物のある自然を散策しな
がら、地域の歴史や文化を体感する「石工の里ふ
れあいウォーキング」を開催します。春の穏やか
な日差しを受けて、心地よい汗をかきませんか？
◆日時　４月23日（日）
　　　　８時30分から受付（～16時頃）
◆集合場所　永福寺��（牛津町寺町、国道34号沿線）
◆受付　当日受付
　（事前予約不要。弁当も当日注文受付）
◆参加費　500円（保険＋資料代含む。弁当代別途）
◆コース
　永福寺（座禅体験）～八幡神社～谷公民館
　～熊野権現～山神神社～長勝寺（昼食）
　～空山観音堂～仏舎利塔～常福寺～永福寺

 うしづ石工の里を未来に伝える会
　　☎０9０・949２・66２9（大橋）

アルモニア管弦楽団
室内楽演奏会

　春を奏でる軽やかな演奏をお楽しみください。
◆日時　４月16日（日）
　　　　13時30分�開場　14時�開演
◆場所　ゆめぷらっと小城
◆入場料　500円（全席自由）
※�３歳未満無料。ただし、席が必要な場合はチケッ
トを購入ください。

◆チケット販売場所　ゆめぷらっと小城　管理室
◆演奏曲目
　・モーツァルト作曲
　　クラリネット五重奏曲��K.581
　・日本の春の歌　「花の街」「春の小川」
　・ジブリ「君をのせて」「海の見える街」
　・�ビゼー「真珠とり」より「耳に残るは君の歌声」

 ゆめぷらっと小城　☎37・66０1

子育てセミナー
「男児の子育て」

◆日時　４月23日（日）　10時～11時30分
◆場所　ドゥイング三日月
◆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）
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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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開催案内

有明佐賀航空少年団の
団員を募集

　航空の知識を学びながら地域社会に貢献する団
員とその指導を行う幹部団員を募集します。
　「空・飛行機」に興味がある皆さん、お待ちし
ています。
◆募集対象
　・ジュニア団員（小中学生）
　・幹部団員（18歳以上60歳以下）
◆活動内容
　・航空教室
　・空港内見学（管制塔、格納庫）　など
◆入団希望説明会
　・日時　４月16日（日）　10時～12時
　・場所　佐賀市青少年センター
　　（佐賀市松原二丁目２番27号
　　　佐賀バルーンミュージアム３階）

 有明佐賀航空少年団（坂口）
　　☎０9０・1199・9８41
　　☎０94２・9２・２５9０

多重債務の無料相談会

　借入れやローンの返済の悩み、債務整理や家計
の見直しなど専門相談員が対応します。
◆日時
　３月29日（水）
　13時～15時30分（要予約）
◆場所　佐賀財務事務所
　　　　（佐賀市駅前中央３丁目３番20号
　　　　　佐賀第二合同庁舎７階）
※電話による無料相談は常時受け付けています。

 福岡財務支局 多重債務相談窓口
　　　☎０9２・411・7２91
　　　月～金　９時～17時

職業訓練受講生募集

　平成29年６月生を募集します。

募集科名 定員

CAD／NCオペレーション科 15人

板金・溶接施工科 15人

住環境CAD科 24人

◆ 応募資格　新たな職業に就こうとする求職者で、
受講意欲があり公共職業安定所長から受講指示
または受講推薦などを受けた人

◆受講料　無料
◆応募期間　４月３日（月）～28日（金）
◆選考日　５月10日（水）
　　　　　※筆記試験と面接
◆訓練期間　６カ月（６月２日～11月28日）
◆応募方法
　�最寄りの公共職業安定所で相談の上、応募書類
をご提出ください。
 ポリテクセンター佐賀　☎２6・9５16

第24回
グリーンコンサート開催

　小城を中心に活動している小
城ウインドアンサンブルの定期
演奏会を開催します。吹奏楽の
魅力あふれる曲や、家族みんな
で楽しめる曲などを演奏します。
　ぜひお越しください。
◆日時　４月23日（日）
　　　　13時30分�開場／14時�開演
◆場所　ゆめぷらっと小城
　　　　天山ホール（多目的ホール）
◆入場料　無料

 小城ウインドアンサンブル
　　☎０８０・1733・3611（今泉）
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みなさまの想いをカタチに 小城市小城町253番地４
TEL 0952-73-4113
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要約筆記者養成講座を開催！

　聴覚に障がいがある人に、話の内容をその場で
文字にして伝える通訳者養成講座です。
◆日時
　�５月10日（水）～11月１日（水）の
　毎週水曜日　10時～15時（全21回）
　※８月は休み
◆場所
　佐賀県障害者サポートセンター
　（佐賀市白山二丁目１－12
　　佐賀商工ビル４階）
◆定員
　手書きコース　20人
　パソコンコース　10人
◆受講料
　3,400円（テキスト代）
◆ その他
　パソコンコースの人は、Windows�Vista�以上
のノートパソコンをご持参ください。
◆申込期限　４月28日（金）

 佐賀県聴覚障害者サポートセンター
　　　☎4０・77００　FAX 4０・77０５

重大な消防違反のある建物の
公表制度が始まります

◆公表制度とは
　建物を利用する人が、自ら利用する建物の危険
性に関する情報を入手し、その建物の利用につい
て判断できるよう、消防が立入検査にて確認した
重大な消防法令違反をインターネットにより公表
する制度です。
◆公表対象の建物
　飲食店、店舗など不特定多数の人が利用する建
物や病院、社会福祉施設など火災時に人命危険が
高い建物
◆公表の対象となる違反
　建物に義務付けられている消防設備のうち、
・屋内消火栓設備
・スプリンクラー設備
・自動火災報知設備
のいずれかが設置されていない、または設置され
ていても作動していない重大な消防法令違反。
◆公表方法　消防局のホームページに掲載
◆公表内容　①建物の名称、②建物の所在地、
　　　　　　③違反内容、④公表日
◆制度開始日
　平成29年４月１日

 佐賀広域消防局　予防課　☎33・676５

運転免許返納でタクシーの運賃
が１割引に

　佐賀県バス・タクシー協会加盟のタクシー会社
が、県内の一部地域で実施している「運転免許返
納割引」を、県内に拡大されました。タクシー運
賃の支払い時に「運転経歴証明書（有料）」を提示
すれば、同協会に加盟しているタクシーの運賃が
１割引になります。
※年齢制限なし、障害者割引との併用不可

 佐賀県バス・タクシー協会　☎31・２341

Ｂ型肝炎訴訟説明会

　過去の集団予防接種などの際にＢ型肝炎ウイル
スに感染した人が、国の救済措置を受けるために
必要な提訴の手続きなどの説明会を行います。
◆日時
　４月22日（土）　10時～11時30分
◆場所
　あいぱれっと（多久市）
　前日までにご予約いただくとスムーズです。

 全国Ｂ型肝炎訴訟佐賀弁護団事務局
　　　☎２7・6739
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