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牛津分室　ブックリサイクル

　図書館で不要になった本、雑誌を無料でお譲り
します。１人何冊でもお持ち帰りいただけます。
当日は本を入れる袋をご持参ください。
　なお、資料によっては汚れているものや、破れ
ているものもあります。ご了承ください。
◆日時　５月５日（金・祝）
　　　　10時～
◆場所　牛津公民館　１階　１－2研修室
※資料がなくなり次第、終了します。

 市民図書館　牛津分室　☎３７・６１44

市民図書館
でっかいおはなし会

　たのしいおはなし大集合！絵本の読み語りや手
遊びなどがあります。どなたでも参加できますの
で、ぜひ遊びにきてください。
◆日時　５月13日（土）　15時～
◆場所　ドゥイング三日月　大研修室

 市民図書館　三日月館　☎７2・494６

「子どもの安全を地域で見守る会」
を開催します

　子どもたちの登下校などの安全を青色回転灯装
備車で見守る「青色防犯パトロール」や、子ども
たちが不審者と遭遇したときの緊急避難所となる
「子ども110番の家」など、子どもたちの見守り活
動に参加しませんか。
◆日時　５月26日（金）　19時30分～21時
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆内容
　①青色防犯パトロールの講習
　※後日、実施者証が交付されます
　②現在活動されている皆さんからの報告
　③�子ども110番の家に子どもが駆け込んで来た
時の対応についての研修

◆参加費　無料
◆対象者　どなたでも

 小城市青少年育成市民会議（生涯学習課内）
　　☎３７・６１３2

第３回Kids Fun「主役はきみだ！」
未来のスターを見に来てください！

　市内の子どもたちが主役の発表会を開催します。
　子どもたちの元気なパフォーマンスをぜひ見に
来てください！
◆日時　５月14日（日）　13時30分～
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆内容　ダンス、ピアノ、歌など
　　　　グループ・個人による発表
◆入場料　無料
◆対象者　どなたでも

 小城市こども未来塾 ～あゆの会～
　　生涯学習課（東館２階）　☎３７・６１３2

３月２６日執行
小城市長選挙の結果

候補者氏名 得票数（票）

有効投票
江里口　秀　次 11,049

藤　田　直　子 4,642

無効投票 182

当日有権者数
（人）

投票者数
（人）

投票率
（％）

男 17,322 7,382 42.62

女 19,757 8,491 42.98

計 37,079 15,873 42.81

 選挙管理委員会事務局（西館２階）
　　☎３７・６１１4
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第２次小城市男女共同参画
プランを策定しました

　平成29年度から平成33
年度を計画期間とする『小
城市男女共同参画プラン～
さくらプラン～』を策定し
ました。
　プランでは、「男女がと
もに認めあい、支えあい、
希望あふれる小城市をめざ
して」、市民、事業者、行
政がそれぞれの責務を自覚
し、家庭・地域・学校・職
場など、あらゆる場面でコ
ミュニケーションを図りな
がら、互いに協働して男女共同参画社会の実現に
向けて取り組むこととしています。

 企画政策課（西館２階）　☎３７・６１１５

下水道事業経営戦略を
策定しました

　市では下水道事業の現状把握・分析、将来予測
を行い、経営基盤強化と財政マネジメントの向上
に取り組み、安全で快適な下水道サービスを持続
的・安定的に提供していくための指針として『経
営戦略』（平成29年度～38年度）を策定しました。
　詳細は下水道課で閲覧、または市ホームページ
からもダウンロードできます。

 下水道課（東館２階）　☎３７・６１22

第２次小城市教育振興
基本計画を策定しました

　平成29年度から平成33年度を計画期間とする
『第2次小城市教育振興基本計画』を策定しました。
◆基本方針
　１「�学校教育、幼児教育・保育の充実」
　2「�子育て支援の充実」
　３「�青少年の健全育成」
　４「�生涯学習の充実」
　５「�健康づくりと生涯スポーツの充実」
　６「�歴史の継承、文化・芸術の振興」
　今後、６つの基本方針に沿った施策を実施する
ために家庭・学校・地域の皆さんと連携して取り
組みます。
 　詳細は教育総務課で閲覧、または市ホームペー
ジからもダウンロードできます。

 教育総務課（東館２階）　☎３７・６１３0

ふるさと応援寄附金による熊本復興
支援金を熊本市へ贈呈しました

　市では、平成28年４月に発生した熊本地震によ
り被害を受けた熊本城の修復再建、災害復旧、復
興事業などを支援するため、５月から12月までの
間、熊本市に代わり「ふるさと応援寄附金」の代
理受付を行い、12月31日までに、寄附件数427件、
寄附金額12,764,197円を寄附いただきました。
　お預かりした寄附金は、多数の応援メッセージ
とともに、熊本市へ復興事業支援金として3月31
日に大

おお
西
にし
一
かず
史
ふみ
熊本市長へ渡し、「皆さんからの寄附

は熊本城の再建、熊本市の復興に活用させていた
だきます」と感謝の言葉を頂きました。

 企画政策課（西館２階）　☎３７・６１１５
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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
　①５月20日（土）
　　８時30分～12時
　②６月１日（木）
　　18時30分～21時
◆集合場所　①牛津公民館
　　　　　　②ゆめぷらっと小城
　　　　※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）

◆定員　40人（先着順）
◆対象者　市内在住の人
◆参加費　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
※１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

子育てセミナー
「女児の子育て」

◆日時　５月28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）

みかんオーナー募集！

　牛津町上砥川のみかん農家
が、農園の一部を希望者に提
供する「みかんオーナー」を
募集します。
◆説明会・現地案内日時
　５月19日（金）
　　　21日（日）
　　　24日（水）
　13時30分～14時30分
　※雨天決行
◆場所　JAさが　旧砥川支所（2階会議室）
※�説明会終了後、現地でオーナーの木を選定し、
申込金（管理委託料や収穫するみかん代）をい
ただきます。
 農林水産課（東館１階）☎３７・６１2５

砥
川
小

砥川小前
交差点

Ｊ
Ａ
さ
が

旧
砥
川
支
所

み
か
ん
園

小城市生活自立支援センターの
相談窓口が変更になりました

　４月１日から、センター
の相談窓口が業務委託によ
り小城市社会福祉協議会に
変わりました。
　生活自立支援センターと
は、さまざまな理由で経済
的問題を抱え、「暮らし」や
「仕事」で困っている人の
相談窓口です。

【例】
・�経済的な問題で生活に困っている。借金がある。
・�長期失業状態が続いている。仕事が見つからない。
・家族が家に引きこもっている。
※相談をされる場合は事前にご連絡ください。

 小城市社会福祉協議会（桜楽館内）
　　☎７３・2７00（担当：永渕・田中）
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手をつなごう小城市民公演・
交流会

　新しく始まる介護予防・日常生活支援総合事業
へ向けて、私たちはどんな心構えでいればいいの
か一緒に学びましょう。
◆日時　５月14日（日）　開場�13時～　
　先人に学ぶ（パネル展示）
　公演会　13時30分～／交流会　15時～
　（�作曲家弓

ゆ
削
げ
田
た
健
けん
介
すけ
さんと小城少年少女合唱団と

一緒に「手をつなごう」を合唱しましょう）
◆テーマ　�その人が「その人らしく、自分らしく」

活き活きと生きる。
◆場所　ゆめぷらっと小城
◆参加費　公演会・交流会ともに無料
　（�ただし、資料が必要な人は200円、交流会時の
軽食玉手箱（ジュース付）300円が別途必要に
なります）
 共生の里生活支援センター

　　☎７2・８６８３（山口）

習って良かった！災害時に
生かせる赤十字救急法講習会

～５月は赤十字月間です～
　止血の仕方や毛布の有効的な活用法など、災害
時に役立つ応急・救命手当ての方法を学びます。
◆日時　５月14日（日）　10時～12時
◆場所　北多久社会体育館
　　　��（多久市北多久町小侍45-３）
◆参加費　無料

 日本赤十字社佐賀県支部小城市地区
　　（小城市社会福祉協議会）　☎７３・2７00

小城市公民館体験講座
「楽しいホームヨーガ」

◆期日・会場
　①５月18日（木）　19時～20時30分
　　会場：牛津公民館　ホール
　②５月25日（木）　19時～20時30分
　　会場：ドゥイング三日月　多目的ホール
　③６月10日（土）　８時～９時30分
　　会場：牛津公民館　芝生広場
◆内容
　初心者向けのホームヨーガ
◆対象者
　市内在住の成人向け（小学校高学年より参加可）
◆定員　40人（先着順）
◆参加費　無料
◆持ってくるもの
　ヨガマット、タオル、飲み物、動きやすい服装
◆申込期限
　各日１週間前まで
※１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

佐賀にわか座長大会

　県内トップクラスの佐賀にわか劇団の共演です。
笑いで元気になりましょう！
◆日時
　５月14日（日）
　13時�開場／14時�開演
◆場所　牛津公民館
◆入場料　500円
　（小学生以下は無料）
※�前売券発売中。
　当日券もあります。
◆出演一座　・うしづ仁

に
〇
わ
加
か
倶楽部（牛津町）

　　　　　　・はっぴぃ♥かむかむ（鹿島市）
　　　　　　・きんちゃん一座（佐賀市）

 牛津赤れんが会　☎0８0・4６94・３１５８

▲過去の座長大会
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バランスボール教室の
会員を募集

　「おぎ、あーも！体操」の振り付けをした荒巻さ
んの指導で、バランスボールを使って全身運動を
楽しみながらできます。脳の活性化にも役立ちま
すよ。
◆日時　毎週月曜日　13時15分～14時15分
◆場所　桜楽館　多目的ホール
◆講師　荒

あら
巻
まき
圭
けい
子
こ
さん（健康運動指導士）

 ☎７2・29１１（今井）、☎７2・８５0６（平）

無料法律相談会

　弁護士による無料法律相談会を開催します。相
続、労働、借金など法律問題でお困りの人は、一
人で悩まずご相談ください。
◆日時
　５月21日（日）、６月18日（日）、
　７月16日（日）、８月20日（日）、
　９月17日（日）　13時～16時
◆場所　佐賀県労働会館　３階
　　　　（佐賀市神野東四丁目７－３）
◆弁護士　辻

つじ
泰
やす
弘
ひろ
さん

※�相談は原則予約制です。事前にお申し込みくだ
さい。
※�エレベーターがありませんので、足が不自由な
人は予約の際にお知らせください。

 一般社団法人 佐賀県労働者福祉協議会
　　　ライフサポートセンターさが
　　　☎0１20・9３１・５３６

小城市子ども茶道・
いけばな教室会員募集

　文化庁の伝統文化親子教室事業で行う、こども
茶道・いけばな教室の会員を募集します。
　小・中学生を中心に茶道や生け花の良さを楽し
く学びます。
◆場所・曜日・時間

〈
茶
道
〉

第３土曜日
14時～15時30分 桜楽館

第３土曜日
９時30分～10時30分 ドゥイング三日月

第2日曜日
９時30分～10時30分 あしぱる

〈
生
け
花
〉

第１土曜日
13時30分～15時

桜楽館

※�伝統文化親子教室事業とは、次代を担う子ども
たちに対して、民俗芸能、工芸技術、邦楽、日
本舞踊、茶道、華道などの伝統文化に関する活
動を体験・修得できる機会です。
 〔桜楽館会場〕　☎７2・３５0３（北島）

　　〔ドゥイング三日月・あしぱる会場〕
　　☎７３・３６9１（伊東）

無料法律相談会を開催
《５月３日は憲法記念日》

　金銭、土地、建物、交通事故、架空請求、振込詐欺、
相続、夫婦・親子関係、成年後見などご相談ください。
◆日時　５月９日（火）
　【午前の部】 10時～12時30分
　【午後の部】 13時～15時
　　　　　　　（受付は14時30分まで）
※�午前中で相談を受けられなかった人は、午後の
部でお受けする場合があります。
※相談時間は１人20分程度。
◆受付　当日、先着順で行います
◆場所　佐賀県弁護士会館2階
　　　（佐賀市中の小路７番19号）
◆相談員
　弁護士、裁判所書記官、家庭裁判所調査官
※裁判所の職員は、裁判所の手続相談を受けます。

 佐賀地方・家庭裁判所総務課　☎３８・５６04

感電事故防止のお願い

　感電事故防止のため、
電線付近での鯉のぼり
の掲

けい
揚
よう
や魚釣りは絶対

に行わないようお願い
します。
　万一、鯉のぼりや釣り
糸が電線にかかった場
合は、自分で取ろうとせ
ずにお近くの九州電力
までご連絡ください。

 九州電力株式会社　  0１20・9８６・３0３
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列車運休のお知らせ

　JR唐津線では、山本～久保田間で線路修繕工事
を行います。これに伴い、工事時間帯の西唐津・
唐津～佐賀間の列車が運休となりますので、ご注
意ください。
◆工事期間　５月１７日（水）　１0時～１５時頃
　なお、同区間のバスおよびタクシーによる代行
輸送は実施しません。

 JR九州唐津鉄道事業部　☎09５５・７５・0３８2

住宅用火災警報器の交換時期を
確認しましょう

　就寝中の火災による逃げ遅れを防ぐため、住宅
用火災警報器の設置が義務付けられて10年が経過
しました。
　住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿
命や電池切れなどで、火災を感知しなくなること
があるため、とても危険です。10年を目安に交換
しましょう。
◆維持管理をしましょう
　・�定期的に点検ボタンを押すなどして作動確認
をしてください。

　・�電池切れや故障の際に音で知らせてくれる機
種もあります。

　・�ホコリが入ると誤作動を起こす場合がありま
す。定期的に掃除をしてください。

※ まだ設置されていない
家庭は早急に設置しま
しょう！

 佐賀広域消防局　予防課　☎３３・６７６５

職業訓練受講生募集

　平成29年７月生を募集します。

◆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

　・機械加工技術科はおおむね45歳未満の人
◆受講料
　無料（テキスト代などは自己負担）
◆応募期間　５月2日（火）～31日（水）
◆筆記試験・面接日　６月７日（水）
◆訓練期間
　６カ月（７月４日～12月26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

募集科名 定員

機械加工技術科 12

電気設備施工科 18

司法書士による無料電話相談

　判断能力が不十分な人たちを法律面や生活面で
支援する「成年後見制度」に関する無料電話相談
を行っています。困ったこと、悩んでいることが
ありましたら気軽にご相談ください。
◆日時
　毎週火曜日
　18時～19時30分
◆電話
　☎29・0635
◆相談例　
　・一人暮らしの不安
　・遺言・相続
　・知的障害を持つ子どもの将来が心配
　・年金が母のために使われていないみたい
　・借金問題（多重債務相談）　など

 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

おぎまんがを連載中です

　ふるさと小城市を楽しく紹介する「おぎまんが」
が連載中です。主人公の謎の狛犬と小城に住む高
校生たちが繰り広げるドタバタ漫画です。
　「おぎまんが」は、小城市広報番
組おぎゅっとホームページ、フェイ
スブックなどで見ることができます。

 総務課（西館２階）　☎３７・６１１３
　　ホームページ　http://ogyutto.jimdo.com

AR動画が
見れます
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