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「ブックリサイクル」を
開催します

　図書館で不要になった本・雑誌を無料でお譲り
します。当日は本を入れる袋などをご持参ください。
◆日時　６月24日（土）
　　　　10時～15時
◆場所　ドゥイング三日月　玄関前　ホワイエ

 市民図書館　三日月館　☎７2・494６

CSO（市民社会組織）からの
提案を募集します!

　県や市では「私たちならもっと質の高い公共サー
ビスを提供できる」という、CSOからの提案を募
集しています。
　昨年度は、県および市が担う業務に対して、42
件の提案があり、26件が採択されました。
　今年度も、CSOの皆さんからの県や市の事業に
対する提案を募集しますので、ぜひご応募ください。
◆事業名　CSO提案型協働創出事業
◆募集期限　９月29日（金）
※提案書の様式などは、お問い合わせください。
※ CSOとは、NPO法人、市民活動・ボランティア

団体に限らず、自治会、婦人会、老人会、PTA
などの組織・団体も含めての呼称です。

 ・中間支援組織　特定非営利活動法人
　　　　ようこそ小城　☎７2・３5６６
　　　・佐賀県　県民協働課　☎25・７３７4

まむし抗毒素の保有医療機関

　万が一、まむしにかまれた時のために確認して
おきましょう。受診の際は、事前に在庫をご確認
ください。（平成29年４月現在の保有医療機関）
◆小城市民病院（小城町）　☎73・2161

 健康増進課（西館１階）　☎３７・６１０６

夏休みの小城市放課後児童
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」「子どもたちの育ちに関
わってみたい」「放課後児童ク
ラブに興味のある」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。
気軽にお電話ください。
◆勤務期間　７月21日～８月31日
　（夏休み期間中／場合によっては、以降の継続あり）
◆勤務時間　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　850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）

“社会を明るくする運動”に
ご協力ください

　７月は“社会を明るくする運動”の強化月間・再
発防止啓発月間です。日本での犯罪の約６割は再
犯者によるものです。立ち直りを支え、「犯罪に戻
らない・戻さない」ことが地域の安全につながり
ます。そして、立ち直りを支えるには、「地域のチ
カラ」が必要です。
　“社会を明るくする運動”は安全・安心の国づく
り、地域づくりのための重要な活動です。小城市
の安心・安全を実現しましょう。

 小城・多久地域更生保護サポートセンター
　　（小城市役所別館）　☎７2・７9１5
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第１5回
佐賀平野「水と歴史」の探検隊

　北山ダム内部の見学、船でのダム湖内探検、佐
賀平野に水を流す仕組み、石

いし
井
い

樋
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と成
なり

富
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兵
ひょう

庫
ご
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しげ

安
やす

公
こう

について学習します。
◆日時　８月25日（金）　８時30分～16時30分
　（小雨決行、悪天候の場合は延期または中止）
◆対象者
　小学４年生～６年生と保護者
　（小学生のみの参加も可）
◆定員　40人
◆参加料　大人300円、子ども100円（昼食付き）
◆受付開始　７月18日（火）　９時～
◆ 受付方法　参加希望者全員の名前、性別、住所、

電話番号、学校、学年を記入の上、FAX、はがき、
またはＥメールで応募してください。応募受付
後、結果の連絡を行い、参加者には、８月上旬に
集合場所や行程表などを郵送でお知らせします。

 水
み

土
ど

里
り

ネットさが土地（佐賀土地改良区）
　　　〒８4０−０８１１
　　　佐賀市大財三丁目８番１5号
　　　☎22・4３８2　FAX 29・１０4８
　　　  tanken29@sa-tochi.jp

「永
と

遠
わ

の月
つき

星
ほし

」再演決定
出演者募集

　今年、小城鍋島家は400年を迎えることを記念
して、昨年の「ゆめぷらっと小城」開館式典のオー
プニングを飾った、小城の歴史をつくった千葉氏
や小城鍋島藩がテーマの小城市民劇「永遠の月星」
の再演が決まりました。一緒に劇を盛り上げませ
んか。興味のある人はお問い合わせください。
◆公演日　11月23日（木・祝）
◆場所　ゆめぷらっと小城　天山ホール
◆定員　若干名
◆募集期限　７月20日（木）

 小城鍋島家 Ten　☎７2・5３24

小城鍋島家 Ten
ナイトマーケット開催

　福岡県糸島で人気のハンドメイド作家11人を招
いて、夜までのナイトマーケットを開催します！
　素敵な手作り作品、ビアガーデン、音楽、ベリー
ダンスありの楽しい３日間です。
◆日時
　７月21日（金）　11時～22時
　７月22日（土）　11時～22時
　７月23日（日）　11時～16時
◆場所　小城鍋島家 Ten（小城市小城町208-2）

 小城鍋島家 Ten　☎７2・5３24

ウィメンズカレッジを開催
「小城のお宝再発見！」

　日々の暮らしを心豊かに過ごすための講座を開
催します。ふるさと小城の歴史・文化を物語る、
貴重なお宝を紹介します。再発見しませんか、ふ
るさと小城。
◆日時　７月28日（金）　10時～11時30分
◆場所　アイル
◆講師　古

ふる
庄
しょう

秀
ひで

樹
き

さん（小城市文化課　課長）
◆対象者　どなたでも
◆受講料　無料

 小城市地域婦人会　☎６６・2６2６（古賀）

法定相続情報証明制度が
始まりました

　５月29日（月）から、法務局では、金融機関な
どに提出する法定相続人に関する大量の戸除籍謄
本に代わるものとして、法定相続情報一覧図の写
しを作成し証明する手続を始めました。
　手続に関する相談は事前予約制です。

 佐賀地方法務局　登記部門　☎2６・2１８4
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佐賀県がん患者・家族集いの会

◆日時　７月３日（月）
　　　　受付 12時30分～
　　　　開始 13時～
◆場所　佐賀県総合保健会館　２階
　　　 （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
　風鈴作り、親睦・交流会（お茶菓子付き）
◆参加費　1人300円
◆申込方法
　電話で申し込みください。
◆申込期限
　６月28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

福祉マンパワー
合同就職面接会・相談会

　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のために、就職面接
会を開催します。
◆日時
　７月14日（金）（受付 13時～15時）
　13時30分～15時30分
◆場所
　佐賀県総合体育館
　（佐賀市日の出1丁目21番15号）
◆内容
　・参加者と参加事業所との面接会、相談会
　・ 福祉関連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　※事前申込不要

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

第１0回佐賀県臨床工学会
市民公開講座を開催

◆日時　７月９日（日）
　　　　13時30分～14時30分（開場 13時）
◆場所　アバンセホール
◆定員　300人
◆講師　円

えん
城
じょう

寺
じ

雄
ゆう

介
すけ

さん（佐賀県企画政策課）
◆テーマ　
　「未来のために。」
　県内救急車にiPad配備やドクターヘリ導入など、
県民の未来のためにはみ出し公務員が挑戦してき
たこと。
◆入場料　無料

 一般社団法人　佐賀県臨床工学技士会事務局
　　☎３4・３2６9

自衛官を募集します

◆募集種目、募集資格
　【一般曹候補生】
　　18歳以上27歳未満
　【自衛官候補生】
　　18歳以上27歳未満
　【航空学生】
　　高卒（見込含）21歳未満
◆試験日　
　【一般曹候補生・自衛官候補生】
　　９月16日（土）
　【航空学生】９月18日（月・祝）
◆試験場所　目達原駐屯地（神埼郡吉野ヶ里町）
◆申込期間　７月1日（土）～９月８日（金）

 自衛隊佐賀地方協力本部　佐賀募集案内所
　　　☎３１・5００2
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知って防ごう　熱中症！

　正しい知識を身に付けて熱中症予防を心掛けま
しょう。
◆熱中症とは　高温環境下で、体内の水分や塩分
のバランスが崩れ、体内の体温調節がうまく機能
しないなどして発症します。重症の場合、死に至
ることもあります。
◆症状
　 めまい、筋肉のけいれん、
　頭痛、嘔吐、意識障害など
◆予防策
　・風通しの良い服装をする
　・小まめに水分補給を行う
　・小まめに休憩をとる
　・バランスを考えた食事
　・十分な睡眠
◆屋内での熱中症　熱中症は屋内でも起こります。
小さい子ども、高齢者、病人がいる家庭では、冷
房の使用を我慢し過ぎず、適切に利用しましょう。

 佐賀広域消防局　消防課　☎３３・６７６１
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カセットコンロの使い方、
間違っていませんか？

　毎年、全国ではカセットコンロの誤った使い方
が原因で爆発事故が多発しています。
　これから海や山のキャンプなどで使用する機会
が増えるため注意が必要です。
◆使用時の注意点
　・ カセットコンロを覆うような調理器具（鍋や

フライパン、鉄板など）を使わない
　・ カセットコンロを用い

て炭の火おこしなどを
しない

　・ カセットコンロを近く
に２台以上並べて使わ
ない

　・ 火の近くや夏の砂浜など、熱を持つ場所には
置かない

　・五徳を正しくセットして使用する
　・ カセットボンベを直射日光があたり高温とな

る車内に保管しない
　手頃に使えるカセットコンロだからこそ、慎重
に考える習慣をつけて正しい使い方、安全な使い
方を心がけましょう。

 佐賀広域消防局　予防課　☎３３・６７６5

慰霊巡拝の実施について

　旧主要戦域となった陸上や遺骨収集の望めない
海上などにおける戦没者の遺族を対象として、厚
生労働省が実施する慰霊巡拝の参加者を募集しま
す。実施日程、申込締切日などは地域ごとに異な
ります。詳細はお問い合わせください。
◆ 派遣地域　旧ソ連沿海地方、中国東北地方、東部

ニューギニア、インドネシア、硫黄島、トラック
諸島、フィリピン、マーシャル・ギルバート諸島
 佐賀県　福祉課　援護恩給担当　☎25・７０5８

戦没者遺児の皆様へ

　旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地
域の住民と友好親善を深めることを目的とした慰
霊友好親善事業の参加者を募集しています。
　日程など、詳細はお問い合わせください。
◆対象者　戦没者の遺児
◆ 実施地域　旧ソ連、西部ニューギニア、ボルネオ・

マレー半島、マリアナ諸島、東部ニューギニア、中国、
トラック・パラオ諸島、ソロモン諸島、ミャンマー、
フィリピン、洋上慰霊、マーシャル・ギルバート諸島

◆参加費　10万円
 一般財団法人　日本遺族会事務局

　　☎０３・３2６１・552１
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