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市民図書館ブックリサイクル

　図書館で不要になった本・雑誌を無料でお譲り
します。一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。

小
城
館

◆日時　５月27日（土）　10時～17時
　　　　　　28日（日）　10時～16時
◆場所　桜城館　ロビー

三
日
月
館

◆日時　6月24日（土）　10時～15時
◆場所　ドゥイング三日月　玄関前

 市民図書館　小城館　　☎７1・11３1
　　　　　　　　三日月館　☎７２・４9４6

おとうさんおはなしかい

　いろんなおはなしをお父さんが読み語りします。
楽しい工作もあります！
◆日時　6月17日（土）　14時30分～
◆場所　小城館　おはなしのへや
※お父さん、お兄さんの読み手募集中！
　興味のある人はご連絡ください。

 市民図書館　小城館　☎７1・11３1

「臨時福祉給付金（経済対策分）」
の申請受付を開始しています

　平成26年４月に実施した消費税率引き上げに伴
う所得の少ない人への影響を緩和するため、臨時
福祉給付金（経済対策分）を給付します。
◆支給対象者
　平成28年度臨時福祉給付金（3,000円）の支給
対象者
◆給付額（１人につき）　15，000円
※次の人は対象外です。
　・�平成28年度市民税（均等割）が課税されてい
る人の扶養親族など

　・生活保護制度内で対応される被保護者など
◆申請・支給手続き
　具体的な手続き方法など
は、４月中旬に対象者へ個別
にお知らせしています。
◆申請期限　８月16日（水）

 社会福祉課（西館１階）　☎３７・610７

カ
ク
ニ
ン
ジ
ャ

確
認
じ
ゃ
！

平成29年工業統計調査を
実施します

　工業統計調査は、製造業を営む事業所を対象に、
毎年実施されている国の基幹統計調査です。
　平成29年調査以降より、調査実施日が6月１日
に変わりました。また、回答方法としてオンライ
ン回答が可能になりました。
◆調査方法
　調査員が調査書類を配布し、オンライン回答ま
たは記入済の調査票を回収します。オンライン回
答が確認できた場合、調査員の再訪問はありません。
◆調査日程　・調査書類配布　５月中旬以降
　　　　　　・調査票回収　　6月１日以降
　調査の趣旨・必要性をご理解いただき、ご協力
をよろしくお願いします。

 企画政策課（西館２階）　☎３７・6115

「ぷらっと古本マルシェ」を開催

　家庭で眠っている本・雑誌・マンガ・CD・
DVDがゆめぷらっと小城に大集合！
◆日時　6月25日（日）　10時～17時
◆場所　ゆめぷらっと小城　１階　小城空路
＜出展者大募集＞
◆出店数　22店（先着順）
◆出店料　500円
◆申込期限　6月５日（月）

 ゆめぷらっと小城　☎３７・6601
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全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間

　いじめ・虐待など、子どもの人権に関わる悩み
ごと、心配ごとなどの相談に応じます。相談内容
についての秘密は固く守られますので、ひとりで
悩まず、気軽にご相談ください。
◆実施期間
　6月26日（月）～７月２日（日）　７日間
　８時30分～19時（土・日は10時～17時）
◆専用電話番号　0120・007・110�（フリーダイヤル）
◆相談担当者　法務局職員、人権擁護委員
◆相談料　無料

 佐賀地方法務局　人権擁護課
　　☎２6・２195

【企業誘致情報】
オールセーフ株式会社　正社員募集

　今年４月に操業を開始したオールセーフ株式会
社九州小城工場が新たに従業員を募集します。
◆募集人員　３人（予定）
◆職種・主な業務　縫製スタッフ…３人
　荷物吊り下げ用ベルトの、カット・縫製（業務
用ミシン使用）および検査（目視）・梱包など
※�東北工場（宮城県）での半年間の研修期間あり、
詳細はお問い合わせください。

【問い合わせ】  オールセーフ株式会社
　☎045・681・8171（採用担当��工藤）

 商工観光課（東館１階）　☎３７・61２9

天山酒造

岩松小学校

至小城駅

須賀神社

至 佐賀大和I.C至 多久I.C

祇
園
川

小城蛍の郷
ファクトリー
パーク

N

長崎自動車道

九州小城工場

はかりの定期検査は必ず受検
しましょう！

　取引・証明に「はかり」（特定計量器）を使用す
る場合は２年に１度「定期検査」を受けることが
必要です。
※�検定年月日が新しい新規購入などの「はかり」は、
初回の定期検査が免除となる場合があります。

〈 集合検査〉
　所有者が計量器を持参して受ける検査です。予
約不要。
　（計量器のひょう量が250kg以下のもの）

日時 場所

6月19日（月） 牛津公民館　別館

6月20日（火） あしぱる

6月21日（水） 桜楽館

6月22日（木） 小城市役所

◆時間　10時～15時30分

〈  所在場所検査〉
　計量器の設置場所で行う検査です。佐賀県計量
協会（☎31・1411）に事前申請が必要です。

６月23日（金）～７月５日（水）

・大型（ひょう量が２ｔを超えるもの）　
・中型（�ひょう量が２ｔ以下のものまたは数

が多いもの）

７月６日（木）～21日（金）

・小型（�ひょう量が250ｇ以下の集合検査を
受検できないもの）

 商工観光課（東館１階）　☎３７・61２9
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「手話奉仕員養成講座」の
受講生を募集

　6月から開講する手話奉仕員養成講座（入門・
基礎課程）の受講生を募集します。手話に興味が
ある人、以前習ったことがあるけれどもう一度基
礎から学びたい人などの受講をお待ちしています。
なお、講座終了後は市より修了証を交付します。
◆日時　6月20日（火）～12月５日（火）
　　　　毎週火・金曜　計47回
　　　　※祝日の場合はお休み
　　　　18時30分～20時30分
◆場所　牛津公民館
◆ 対象者　市内に居住・通勤・通学している高校生
以上の人（※高校生は保護者の同意が必要）

◆定員　20人（先着順）
◆内容　手話によるコミュニケーションの基礎
◆受講料　1，240円（テキスト代）
◆申込方法　6月９日（金）までに高齢障がい支
援課窓口で申し込みをしてください。また、市ホー
ムページからも申請書をダウンロードできますの
で、郵送・ファックスでの提出も可能です。

 高齢障がい支援課（西館１階）
　　　☎３７・610８　FAX ３７・616２

ごみ焼却場およびごみ処理場の都市計画に
関する原案の説明会と公聴会を開催します

　多久小城地区広域クリーンセンター（仮称）の
都市計画について、広く皆さんにお知らせすると
ともに、多くのご意見を伺います。
◆計画原案の縦覧
　・多久市役所都市計画課
　・小城市役所まちづくり推進課
　・多久市ホームページ
◆縦覧期間
　6月９日（金）～23日（金）
　（土・日・祝日を除く）
◆説明会
　・日時　6月９日（金）　19時～
　・場所　多久市中央公民館　２階視聴覚室
◆公聴会（意見があった場合に実施）
　・日時　6月30日（金）　19時～
　・場所　多久市中央公民館　２階視聴覚室

 【公述申出書提出先】
　　〒８４6-８501　多久市役所　都市計画課
　　☎７5・４８２７　FAX ７5・２７5７

講演会「人生の後半を自分らしく�
生き抜くために」を開催

　自分自身の人生の後半期の在り方や安らかな最
期を迎えるためにはどうすればいいか一緒に考え
ましょう。
◆日時　6月３日（土）　13時～15時
◆場所　ゆめぷらっと小城　天山ホール
◆内容　「人生の後半を自分らしく生き抜くために」
◆講師　江

え
頭
がしら
真
ま
理
り
子
こ
さん�（田主丸病院��医師、僧侶）

◆入場料　無料
 ひとりぼっちで死なない死なせない運動の会

　　☎７２・３４50（浅賀）

6月23日（金）～29日（木）は
男女共同参画週間です

◆平成２9年度キャッチフレーズ
　「男で○

まる
、女で○

まる
、共同作業で◎

にじゅうまる
。」

◆男女共同参画週間とは
　毎年6月23日～29日までの１週間を「男女共同
参画週間」として、さまざまな取り組みを通じ、
男女共同参画社会基本法の目的や基本理念につい
て理解を深めることを目指しています。
◆市内イベント情報
　市内の各図書館で、啓発コーナーを設置し、男
女共同参画に関連した本を紹介します。

 内閣府男女共同参画局　☎0３・5２5３・２111
　　ホームページ http://www.gender.go.jp/
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第35回小城美術工芸展を開催

　小城市文化連盟小城支部の創作活動の成果を発
表します！ぷらっと足を運んで心和むひとときを
過ごしませんか。
◆日時　５月25日（木）～28日（日）
　　　　10時～17時（最終日16時）
◆場所　ゆめぷらっと小城　２階　天山ホール
◆入場料　無料
◆内容
　絵画、水墨画、書、写真、陶芸の作品展示

【アート体験】　27日（土）・28日（日）開催
　10時～16時（最終日15時）
　・粘土�de�アート　（1,000円）
　・うちわ�de�アート（200円）
　・石ころ�de�アート（100円）
　・布�de�アート　　（200円～500円）
　いろんな素材に絵を描いたりスタンプを押した
りしてみよう！

【ギャラリートーク】　27日（土）・28日（日）開催！
　館内の作品を、その部門の専門会員が分かりや
すく説明します！芸術を身近に感じることができ
るチャンスです！

 小城市文化連盟小城支部事務局
　　（小城公民館内）☎７３・３２15

山挽祗園701年祭を開催

　今年は「小城山挽祗園701年祭」として、７月
22日（土）、23日（日）に開催します。

〈祗園総おどり参加団体・個人募集中〉
　祗園総おどりは誰でも参加できます。祗園祭を
盛り上げるため、みんなで一緒に踊りましょう。
◆踊り本番
　７月23日（日）　18時～19時30分
◆募集期限
　6月30日（金）
◆練習会
　いずれかの日程にご参加ください。
　・日時
　　金曜日　19時～20時
　　・6月２日、９日、16日、23日、30日
　　・７月７日、14日
　・場所
　　ゆめぷらっと小城　２階　天山ホール
◆申込方法
　参加希望の場合は、申込書に記入の上、練習会
または実行委員会事務局に申し込みください。申
込書は小城商工会議所ホームページからもダウン
ロードできます。

 小城山挽祗園祭実行委員会事務局
　　　（小城商工会議所内）　☎７３・４111

子育てセミナー
「夏休みの意義」

◆日時　6月25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）

６月１日（木）～７日（水）は
ＨＩＶ検査普及週間です

◆検査日時　6月５日（月）　17時～20時
　　　　　　6月6日（火）　�９時～20時
　　　　　　6月７日（水）　17時～20時
◆場所　佐賀中部保健福祉事務所
　　　（佐賀市八丁畷町1-20）
※無料、予約不要、匿名で受けることができます。

 佐賀中部保健福祉事務所　☎３0・３6２２
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６月４日（日）～10日（土）は
『危険物安全週間』です

平成２9年度　危険物安全週間推進標語
「あなたなら　無事故の着地　決められる！」

◆セルフスタンドでの給油
　セルフスタンドに表示された注意事項をしっか
りと守り、事故を未然に防ぎましょう。
◆給油の際の注意事項
　①車は定められた位置に停車し、エンジンを切る。
　②�油種を確認し、静電気除去シートに触れてか
ら給油する。

　③タバコなど火気を使用しない。
◆吹きこぼれを防ぐために
　①�給油ノズルはしっかりと差し込み、レバーは
止まる所まで握る。

　②�自動的に給油が止まったらそれ以上給油しない。
　※�万が一、ガソリンが吹きこぼれた場合は、ノ
ズルはそのままで従業員を呼んでください。

◆危険な行為は止めましょう
　①�灯油用ポリタンクにガソリンや
軽油を入れることは法律で禁止
されています。

　　※�専用の金属製携行缶を使用し
ましょう。

　②�セルフスタンドで、利用者が自らガソリンや
軽油を容器に入れることはできません。

 佐賀広域消防局　予防課　☎３３・6７65

保育士受験対策講座を開催

◆日程
　6月４日（日）、18日（日）、
　７月２日（日）、16日（日）の４日間
◆場所
　佐賀県社会福祉士会館
　（佐賀市八戸溝１丁目15番３号）
◆受講料　20,000円（テキスト代含む・全８科目）
※科目受講の場合は、１科目2,500円（テキスト代別）
◆申込期限　6月１日（木）
　詳細はお問い合わせください。

 佐賀県社会福祉士会　☎３6・5８３３

21世紀セミナー
「いつまでも自分らしく生きるために」

　成年後見制度利用促進法について分かりやすく
解説しながら、施行の現状や課題、今後、社会福祉
士に求められる役割や展望を一緒に考えましょう。
◆日時
　７月８日（土）
　13時～16時30分（受付�12時30分～）
◆場所
　アバンセ　大ホール
　（佐賀市天神３丁目２－11）
◆定員　300人

 佐賀県社会福祉士会　☎３6・5８３３

自衛官等募集制度説明会を開催

◆日時　6月17日（土）　10時～15時
※都合のいい時間帯にご参加ください。
◆場所　ゆめぷらっと小城
◆対象者　自衛隊に興味のある人
　　　　　男性・女性問いません
＜自衛官候補生（男子）募集＞
◆受験資格　18歳以上27歳未満
◆受験日および試験場所
　７月８日（土）
　目達原駐屯地（神埼郡吉野ヶ里町）
　詳細は、自衛隊佐賀地方協力本部ホームページ
をご覧ください。

 自衛隊佐賀地方協力本部　佐賀募集案内所
　　☎３1・500２

放送大学10月入学生募集

　放送大学は、テレビなどの放
送やインターネットで授業を行
う通信制の大学です。働きなが
ら学んで大学を卒業したい、学
びを楽しみたいなど、さまざま
な目的で、幅広い世代の人が学
んでいます。
　詳しい資料を無料で送付しますので、気軽にお
問い合わせください。
◆出願期間　6月15日（木）～９月20日（水）
　（インターネットでの出願も受け付けています）

 放送大学佐賀学習センター　☎２２・３３0８
　　 放送大学 検索
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