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開催案内

牛津分室
夏の大きなおはなし会

　大きな絵本やパネルシアターなど盛りだくさん
の夏の大きなおはなし会です。楽しい工作もしま
す！ぜひ遊びにきてください♪
◆日時　８月10日（木）
　　　　10時50分�開場／11時�開演（1時間程度）
◆場所　牛津公民館　２階　２－２研修室
◆内容　大型絵本、パネルシアター、工作など
※８月20日（日）のおはなし会はありません。

 市民図書館　牛津分室　☎３７・６１４４

小城のお宝　絵画・調べ学習
コンクール

　小城市の文化や施設、歴史や人物などを調べて
応募してみませんか？
◆募集期間　８月1日（火）～９月８日（金）
◆対象者　小学1年生～６年生
◆表彰式　９月30日（土）
◆展示場所　桜城館
◆展示期間　９月29日（金）～10月25日（水）

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

知覧の語り部　～平和を語り継ぐ～
〈小城市公民館体験講座〉

　小城市と友好姉妹都市である鹿児島県南九州市
「知覧特攻平和会館」の語り部が、若くして戦場に
飛び立った隊員の思いを伝えます。「平和の大切さ」
「命の尊さ」について改めて考えてみませんか。
◆日時　８月９日（水）　11時～
◆場所　ゆめぷらっと小城　大会議室
◆定員　50人（先着順）

 小城公民館　☎７３・３２１５

知覧特攻平和会館　パネル展

　小城市と友好姉妹都市である鹿児島県南九州市
と連携して、知覧特攻平和会館が所蔵する特攻関
係資料のパネル展を開催します。
　知覧特攻平和会館が所蔵する資料の中から、特
攻隊員たちが書き残した遺書や手紙など関係資料
を展示しますので、ぜひ、お立ち寄りください。
◆日時　８月1日（火）～９日（水）
　　　　８時30分～22時
◆場所　ゆめぷらっと小城　1階　ギャラリー

 企画政策課（西館２階）　☎３７・６１１５

平和祈念の黙祷に
ご協力ください

　戦没者のご冥福と恒久平和の実現を祈念するた
め、サイレンの吹鳴（30秒間）を行います。
　皆さんのご理解と職場やご家庭での黙祷につい
て、ご協力をお願いします。
◆実施日時　【原爆犠牲者への追悼】
　　　　　　　・８月６日（日）　 ８時15分
　　　　　　　・８月９日（水）　11時02分
　　　　　　【戦没者への追悼】
　　　　　　　・８月15日（火）　12時

 社会福祉課（西館１階）　☎３７・６１０７

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　８月26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、団体ともに受け付けます。
・�缶は洗ってよく水切りをし、軽くつぶして透明
な袋に入れて持参してください。
 小城町消費者グループ　☎７２・５２１１

　（代表　東島）
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消防団夏季訓練を行います！

　当日は夏季訓練の観覧用テントを設置しますの
で、お誘い合わせの上、ぜひご観覧ください。
◆日時　８月20日（日）　６時30分～（小雨決行）
◆場所　芦刈中学校グラウンド

 防災対策課（西館２階）　☎３７・６１１９

第5３回牛津町子どもクラブ
夏期作品展を開催

　牛津町内の子どもたちが夏休みに制作する作品
の数々を展示します。ぜひ、ご来場ください。
◆日時
・�８月27日（日）～29日（火）
　10時～18時（展示）
・�８月30日（水）
　10時～15時（展示）
　しおり作りなどの体験コーナーもあります。
◆場所　牛津公民館
◆入場料　無料

 パレットクラブ牛津（牛津公民館内）
　　☎３７・６１４３

育児サポーター養成講座

　子育てを応援してみようと思っている人、育児
サポーターになってみませんか？
　希望される人は講座にご参加ください。
◆日程　

第1回 ｢小城市の子育て支援｣
９月４日（月）　10時～11時30分

第２回 ｢小児看護の基礎知識｣
９月４日（月）　13時30分～15時30分

第３回 ｢乳幼児の安全法｣（実技）
９月６日（水）　９時30分～11時30分

第４回 ｢子どもの心の発達｣
９月６日（水）　13時30分～15時30分

第５回 ｢育児サポーターの役割と心得｣
９月７日（木）　13時30分～15時

第６回 ｢病気・病後の託児で気をつけること｣
９月７日（木）　15時30分～17時

第７回 ｢絵本の読み聞かせ・絵本の選び方｣
９月12日（火）　10時～12時

第８回 ｢今の子どもたちの現状と課題｣
９月12日（火）　13時30分～15時30分

第９回 ｢子どもの栄養と食生活｣（実技）
９月15日（金）　10時～13時

第10回 ｢子どもの虐待について｣
９月15日（金）　13時30分～15時30分

第11回 ｢楽しい軍手人形あそび｣（実技）
９月26日（火）　13時30分～15時30分

◆受講料　無料
◆場所　芦刈保健福祉センター　ひまわり

 小城市子育て相互支援センター
　　　（小城市社会福祉協議会）　☎７３・２７００（船津）

じんけん啓発ポスター作品募集

◆題材　人権をテーマとしたもの
◆対象者　市内在住の中学生
◆用紙　４つ切り画用紙（縦横自由）
◆画材
　水彩絵具、クレヨン、パステルなど
◆募集期限
　９月８日（金）
◆提出先　
・通学している中学校
・�市外の学校に通学している
人は各公民館
　応募者には参加賞がありま
す。入賞者は、12月の人権
週間にあわせた「じんけんふ
れあい講演会」で表彰式を行
います。たくさんの応募をお
待ちしています。

 小城市社会人権・同和教育推進協議会
　（人権・同和対策室内）　☎３７・６１３６
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開催案内

小城市公民館体験講座
「アロマで遊ぼう」

　癒しのグッズを自分で作ってみませんか？夏休
みの思い出づくりに親子での参加も大歓迎です。
◆内容・日時・会場
・アロマルームフレグランスづくり
　８月３日（木）　14時～16時30分
　会場：牛津公民館　別館
・アロマキャンドルづくり
　８月26日（土）　10時～12時30分
　会場：ゆめぷらっと小城
◆講師　木

この
葉
は
木
き
屑
くず
さん

　　　　（認定アロマテラピーインストラクター）
◆対象者　市内在住者（年齢制限なし）
　　　　　※小学２年生以下は保護者同伴
◆定員　20人（先着順）
◆参加費
　1回500円（小学生以下は1回200円）
◆申込期限
　各開催日の前日まで
※一日のみの参加も可。
※託児の申し込みは、各開催日の３日前まで。

 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

平成2９年度教育講演会

◆演題　「心がかぜをひくとき」
　　　　－“安心感”と自立－
◆講師　吉

よし
村
むら
春
はる
生
お
さん

　　　　西九州大学非常勤講師
　　　　臨床心理士
◆日時　８月27日（日）
　　　　開場�９時30分　開演�10時
◆会場　ドゥイング三日月
◆無料講演　どなたでも参加いただけます。
◆託児無料　要予約
　８月19日（土）までに三日月公民館へ連絡して
ください。

 三日月公民館　☎７２・１６１６

お詫びと訂正

　広報『さくら』７月号32ページに誤りがありま
した。下記の通り訂正し、お詫び申し上げます。

 総務課（西館２階）　☎３７・６１１３

誤 人口/45,532人（＋27）世帯／16,117（＋８）

正 人口/45,532人（＋８）世帯／16,117（＋27）

県営住宅入居予備者を募集

◆募集団地　小城団地
◆ 入居資格
　県営住宅条例に定める入居資格が必要です。
◆資料配布
　９月1日（金）～12日（火）
　※�９月２日（土）、３日（日）、９日（土）は配
布しませんが、10日（日）は配布します。

◆受付期間
　９月６日（水）～12日（火）
　※�９月９日（土）は受け付けませんが、10日（日）

は受け付けます。
◆受付時間　９時～18時
　※�登録の有効期限は、次回募集に伴う受付開始
日の前日までです。

 佐賀市八丁畷町８番１号
　　　（佐賀総合庁舎別館）
　　　佐賀県営住宅指定管理者　佐賀管理室
　　　☎２０・２５００

16小城市広報 2 0 1 7年8月号



有明海クリーンアップ作戦2０17

　有明海は、さまざまな生物が生息する自然の宝
庫。その環境を守るため、有明海沿岸４県（佐賀・
福岡・長崎・熊本）の県民と漁業者が行う海岸清
掃にあなたも参加してみませんか？
◆日時　８月19日（土）　８時～
※荒天の場合は、８月20日（日）に順延します。
◆場所　東与賀海岸
　（干潟よか公園集合）
※参加者には、記念品が
　あります。

 佐賀県　水産課　☎25・7144

協働のまちづくり講座
ファシリテーショングラフィックを学ぼう

　ファシリテーショングラフィックの技術を身に
つけ、会議・ミーティングをスムーズに進めるこ
とに役立ててみませんか？
※ファシリテーショングラフィックとは…
　話し合いの場で、参加者の認識を一致させるた
めに発言を見える化（記録・図式化）する技法の
こと。
◆日時　【1回目】８月24日（木）基礎編
　　　　【２回目】９月 ７日（木）応用編
　　　　　各回　18時30分～21時
◆場所　ゆめぷらっと小城　会議室５
◆ 対象者　市内の市民活動団体に所属する人、こ
れから市民活動を行おうと思っている人

◆定員　各回先着20人
◆講師　志

し
賀
が
壮
そう
史
し
さん（NPO法人グリーンシティ福岡）

◆参加費　無料
 小城市市民活動センター

　　　（ゆめぷらっと小城２階）
　　　☎３７・88６１　FAX ３７・88６２
　　　  ogi-collabo@aurora.ocn.ne.jp

『アスパラガスつくってみらんね？！
セミナー』参加者募集！

　JAさが佐城・中部地区管内で、アスパラガス農
家の新たな担い手を募集しています。ぜひ、セミ
ナーにご参加ください。
◆開催日・集合場所

【第１回】　８月６日（日）
　集合場所：JAさが佐城地区中央支所
　　　　　　（小城市小城町158番地1）

【第２回】　８月20日（日）
　集合場所：JAさが中部地区総合野菜集荷場
　　　　　　（佐賀市本庄町大字鹿子1239－1）

【第３回】　８月27日（日）
　集合場所：JAさが佐城地区中央支所
　　　　　　（小城市小城町158番地1）
※各回の内容は同じです。各会場とも駐車場有り。
◆時間
　９時～12時（受付�８時30分～）
◆ 内容　アスパラガスの圃場視察、収穫体験、室内
研修にて栽培や経営、就農支援の情報提供など

◆ 対象者　佐賀市・多久市・小城市在住の就農希
望者または新規作付け希望の農家

◆参加費　無料
◆募集人員　各回30人
※�当日は収穫体験がありますので、汚れてもよい
服装でご参加ください。

◆申込期限　各開催日の３日前まで
※当日の受付はできませんのでご了承ください。
◆申込方法
　電話またはFAXで申し込みください。

 JAさが佐城地区園芸部野菜課
　　　☎７２・５１３７　FAX ７２・４１４４
　　　JAさが中部地区営農経済部園芸課
　　　☎２９・９７５０　FAX ２９・５９９０
　　　佐賀中部農林事務所　佐城農業改良普及センター
　　　☎４５・8888　FAX ４５・888０
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難病相談会を開催します

　疾患、治療方法や日常生活などについて、交流
会・相談会を開催します。交流会には専門医も加
わり、皆さんの質問にお応えします。相談内容が
外部に漏れることはありませんので、気軽にご相
談ください。

相談内容 相談日

膠
こう
原
げん
系
けい
難病

（全身性エリテマトーデス、
強皮症など）

８月10日（木）

神経系難病
（脊髄小脳変性症、
多系統委縮症など）

８月22日（火）

パーキンソン病
関連疾患

（神経難病も含む）
９月７日（木）

脊椎疾患
（後
こう
縦
じゅう
靭
じん
帯
たい
骨
こつ
化
か
症
しょう
など）

９月12日（火）

◆時間
　交流会　13時30分～15時（定員なし）
　個別相談　15時～15時30分（定員３人：先着順）
◆場所　佐賀県難病相談支援センター
　　　　（佐賀県駅北館２階）
　　　　佐賀市神野東２丁目６－10
◆相談料　無料
※個別相談のみ事前予約が必要です。

 佐賀県難病相談支援センター
　　　☎９７・９６３２　FAX ９７・９６３４
　　　受付時間 １０時〜１8時
　　　  info@saga-nanbyo.com

「要約筆記者養成講座」を
開催します

　聴覚に障がいをお持ちの人に、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　９月２日（土）～平成30年２月24日（土）
　　　　の毎週土曜日　10時～15時（全21回）
◆場所　佐賀県聴覚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　パソコンコース　10人
◆受講料　無料（テキスト代�3,400円）
◆ その他　Windows�Vista以上のノートパソコン
を持参してください。

◆ 申込期限　８月25日（金）
◆申込方法　電話またはFAXで申し込みください。

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

「花火・火遊び」による火災に
注意しましょう

◆花火の正しい遊び方
　①風が強いときには遊ばない
　②�周囲に燃えやすいものがなく、
広くて安全な場所を選ぶ

　③大人の人と一緒に遊ぶ
　④注意事項をよく読んで使用する
　⑤�水の入ったバケツを用意し、遊び終わった花
火は必ず水につける

◆火遊びによる火災の防止ポイント
　①�ライターやマッチを子どもの手の届くところに置かない
　②子どもだけで火を取り扱わせない
　③�火遊びをしているところをみかけたら注意する

 佐賀広域消防局　予防課　☎３３・６７６５

司法書士の無料法律相談会

　８月３日「司法書士の日」にちなんで、無料法
律相談を行います。お困りのことはありませんか。
◆日時　８月３日（木）　10時～17時
◆場所　県内各司法書士事務所（要予約）
◆ 内容　登記、相続、遺言、会社設立、成年後見、
その他司法書士が行う業務に関する内容。
※�月・木曜日の18時～20時は、電話による無料相
談を行っています。無料電話相談　☎29・0635
 佐賀県司法書士会　☎２９・０６２６

ジェネリック医薬品に関する
お知らせ

　現在服用されている薬をジェネリック医薬品（後
発医薬品）に切り替えられた場合に、薬代の自己
負担額をどのくらい軽減できるか試算した差額通
知はがき「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」
を７月31日に発送します。
◆通知の対象
　該当月に処方された先発医薬品をジェネリック
医薬品に切り替えられた場合に、1カ月あたりの
自己負担額の軽減が一定額以上見込まれる人。
※�必ずしも全員に届くわけではありません。

 佐賀県後期高齢者医療広域連合　☎６４・8４７６
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職業訓練受講生を募集します

　平成29年10月生を募集します。
募集科名 定員

機械加工技術科
（若年者訓練コース） 12

電気設備施工科 18

◆ 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　８月1日（火）～30日（水）
◆筆記試験・面接日　９月６日（水）
◆訓練期間　６カ月
　　　　　 （10月４日～平成30年３月29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

平成2９年度　佐賀中部広域連合
消防職員募集

◆受験資格
消 防Ａ（大卒程度）：平成元年４月２日〜平成８年

４月１日までに生まれた人。
消防Ｂ（高卒程度）※大卒者と大卒見込者を除く。
　① 平成５年４月２日〜平成１２年４月１日までに

生まれた人。
　② 平成元年４月２日〜平成１０年４月１日までに

生まれた人で、救急救命士の免許を有する人。
◆受付期間
　７月24日（月）～８月18日（金）
　（土・日・祝は除く）
◆第１次試験　９月17日（日）
◆ 試験案内・申込票　試験案内・申込票は、佐賀
広域消防局の総務課、各消防署（分署と出張所
を含む）に置いています。また、佐賀中部広域
連合のホームページからもダウンロードできま
す。郵送を希望する人は、封筒の表に「採用試
験申込票請求」と朱書きし、必ず140円切手を
貼った宛先明記の返信用封筒（定形外角形２号：
A4サイズが入る大きさ）を同封してください。

 〒8４９−０９１９
　　　佐賀市兵庫北三丁目５番１号
　　　佐賀広域消防局　総務課　☎３０・０１１１

平成2９年度　下水道排水設備工事
責任技術者資格試験

◆試験日　10月４日（水）
◆会場　佐賀市文化会館　３階　大会議室
◆受験料　5,000円
◆申込書配布･受付期間
　８月1日（火）～18日（金）
◆申込書配布場所　小城市下水道課　☎37・6122
◆申込方法　佐賀県下水道協会へ直接郵送ください。
※�試験科目・受験申込手続・手数料などについては、
受験案内をご覧ください。

【試験前講習会】
◆講習日　９月27日（水）
◆会場　佐賀市文化会館　３階　大会議室
◆受講料　3,000円
◆テキスト代　2,500円
　（受験案内を確認のうえ、受講者でご購入ください）

 佐賀県下水道協会　☎３３・１３３０

天山の登山道整備
ボランティア募集！

　天山の登山道が流水で荒れているため、初心者
でも歩きやすいように整備します。
◆日時　９月３日（日）　10時～
◆集合場所・時間
　佐賀駅バスセンター　８時30分
　⇒�大和支所　８時45分
　⇒�小城公園北側駐車場　９時15分
　⇒�上宮８合目登山口　�９時30分
◆定員　50人（家族で参加可）※要予約
◆申込期限　８月30日（水）※先着順
◆ 内容　天山８合目上宮登山口より約200mの登
山道をグリ石で整備し、排水用の溝や側溝など
を掘る作業です。

◆ 持ってくる物　雨具、水筒、弁当、登山のでき
る服・靴、軍手、タオル、非常食などの緊急用品、
携帯電話、下山後の着替え、持っている人は、
石を運ぶ麻袋やバケツ、ツルハシ

◆参加費　無料
 特定非営利活動法人

　　　SAGAアウトドアガイドクラブ
　　　☎３７・０５７７（１１時〜１９時 月・火は休み）
　　　  sod@guide-club.jp
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