
絵本や紙芝居のおはなしと、おりがみ・手遊び
などの楽しい遊びをしています。
ご家族やお友達などみなさんで、
ぜひおこしください。

ホームページ  http://library.city.ogi.saga.jp
利用時間  10 時～ 18 時（土、日曜日は 17 時まで）（金曜日は三日月館・小城館は 19 時まで）図書館

たのしいおはなしを聞きにきませんか？

くらしの
情　報

小城市だより 検 索小城市ホームページから

小城市広報番組

小城市広報 Twitter
右記QRコードを読み込んでください。

●「友だち追加」から「小城市」を検索し、「友だ
ちに追加」ボタンを押してください。

●スマートフォンなどで下記のQRコード（友だ
ち追加用）を読み込んでください。

小城市広報 ID

＠ogicity

【テレビ】ぶんぶんテレビ

【ラジオ】FM佐賀（77.9MHz）

I♡OGI　毎週木曜日　12時～　55分間放送

市からのお知らせなどを配信しています。

アイラブ　お　　ぎ

［小城市だより］　８月７日（月）～20日（日）
�①９時45分～　②17時～　③19時45分～
※時間は変更になることがあります。

８月の納期

災害情報の収集方法

・bousai.ogi-city@raiden2.ktaiwork.jp
　に空メールを送る。
・右記QRコードで読み取る。

登録の
仕方

「小城市防災行政無線」　☎73・9238

「小城市防災メール」小城市が提供する防災メールです。

災害情報を電話・FAXでも提供しています。

　防災行政無線の放送が聞こえなかった場合、放送から
３時間以内であれば電話で聞き直すことができます。  

※利用するには登録が必要です。詳細は、防災対策課
　（☎37・6119）までお問い合わせください。

税金は納期内に
納めましょう！

本丸くん８月巡回表
巡回日 時間 場所

1日（火）
10：30～11：15 有料老人ホーム　光２号館
15：00～15：45 ケアハウス　アミジア
16：00～16：30 ゆめぷらっと小城

３日（木） 10：15～10：45 西分農村公園
１８日（金） 10：00～10：30 大地町駐在所

２３日（水）
11：20～11：50 赤れんが館
12：00～12：30 遠江（九州コーユー駐車場）

２5日（金）
11：45～12：15 桜楽館
12：30～13：00 小城警察署
14：45～15：15 小城市授産場

夜
間
納
税
相
談

税金の納付や納税相談を行っています。
【相談日】�８月10日（木）・24日（木）
【時　間】�17時15分～20時
【場　所】�税務課（西館1階）　☎37・6104

市県民税（２期） 国民健康保険税（３期）

■�

牛
津
・
芦
刈
分
室
の
み
休
室

■�

全
館
休
館
日

5⽉から
ゆめぷらっと小城
にも巡回して
います！

【三日月館　おはなしタイム】　
　日時：毎週土曜日　15時～ 15時 30分
　場所：三日月館おはなしのへや

【小 城 館　おはなしかい】
　日時：毎週土曜日　14時 30分～ 15時
　場所：小城館おはなしのへや

【牛津分室　おはなしかい】
　日時：第３日曜日　11時～ 11時 30分
　場所：牛津分室キッズルーム

【芦刈分室　おはなしかい】
　日時：第３土曜日　14時～ 14時 30分
　場所：芦刈分室わしつ

８月の休館日
日　　　月　　　火　　　水　　　木　　　金　　　土

※休館日や閉館後の本・雑誌の返却は返却ポストをご利用ください。

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
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くらしの
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各種相談

相談名 相談日 場所 時間

健康相談
☎３７・６１０６

毎月第２・４木曜日 三日月町 ゆめりあ
9：３０～１１：３０毎月第２・４金曜日 小城町 桜楽館

毎月第１・３水曜日 牛津町 アイル

行政相談
人権相談
☎３７・６１１２

毎月第１火曜日 芦刈町 あしぱる

１３：３０～１５：３０毎月第２火曜日 市役所別館
（ゆめりあ北側）

毎月第３火曜日 小城町 桜楽館

７月25日（火） 小城市役所
（西館２階） 10：00～15：00

身障者
相談

☎３７・６１０７

毎月第１月曜日 市役所別館
（ゆめりあ北側） 9：００～１２：００

毎月第３水曜日 牛津町 アイル １０：００～１２：００
毎月第３水曜日 芦刈町 あしぱる 9：００～１２：００
毎月第３金曜日 小城町 桜楽館 １３：３０～１５：３０

消費生活
相　　談
（要予約）

毎週
月・火・水・

金曜日

小城市役所
消費生活センター

☎７２・５６６７
9：３０～１６：３０

精神障害
悩み相談 毎週月曜日

精神保健福祉
センター

☎７２・４７9７
１０：００～１６：００

こんなトラブルにご注意を！！

 消費生活センター（西館１階）　☎７２・５６６７
　 （月・火・水・金曜日９時３０分〜１６時３０分）
　　木・土・日・祝日の相談は消費者ホットライン「１88」へ

「チラシを見て健康講座に通ったら・・・」
　「1㎏のお米と卵1パック100円」の折込チラシ
を見て、健康講座に行った。行くたびにいろいろな
商品を100円で購入できるので何度も通ううち、健
康食品の説明を受け1箱購入した。その後、半年分
を勧められ、約77万円の契約をした。後日、家族
に知られ、消費生活センターへの相談を勧められた。
高額なので全部はいらないと思う。（80歳代女性）

◎�「粗品がもらえる」「日用品が安価で買える」「販売
員の話が楽しい」などの雰囲気にひかれて、会場
に通い続け、高額な商品を契約させられてしまう
手口です。相談統計では、支払った金額の平均は
170万円にもなり、中には老後の資金を崩してま
で商品を購入する例もあります。
◎�「自分は大丈夫！」と思っていても会場では冷静
な判断ができなくなる場合もあります。
◎�安易に会場に近づかないようにしましょう！

消費生活センターからのアドバイス

エコ通信

夏の省エネルギー活動

まだまだ暑い日が続きますので、電化製品を上手に使って夏を乗り切りましょう。まだまだ暑い日が続きますので、電化製品を上手に使って夏を乗り切りましょう。

日差しを遮る、冷
気が逃げるのを防
ぐといった効果が
あります。

カーテン・すだれなどを
使用しましょう

室外機の吹き出し口に物を置くと
エアコンの効果が下がります。
室外機の周囲はき
ちんと整理整頓し
ましょう。

室外機の周りに物を
置かないようにしましょう

フィルターの目詰まり
はエアコンの効果を下
げます。2週間に一度はフィル
ターの掃除をしましょう。

フィルターの掃除
をしましょう

扇風機の使用は体
感温度を下げるほ
かに、冷たい空気
を循環させる効果
があります。

扇風機を併せて使用
しましょう

夏場はどうしてもエアコンの使用
が増えます。使い方を工夫し
て電気使用量を減らし

ましょう。

エ
ア

コン
を上手に使いましょう
エ
ア

コン
を上手に使いましょう

夏はエアコンをはじめとする電化製品の使用が増え、エネル
ギー使用量やCO2排出量が増加しやすい時期です。電化製
品を上手に使って節電に取り組んでみましょう。

 環境課（西館１階）  【担当】下川・久本　☎３７・６１０２
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