
情報
INFORMAT ION

い
い
ろ

ろ
お知らせ

募集情報

開催案内

飲用井戸などの衛生管理を
お願いします

　飲み水に利用されている井戸水、湧水などは、次
の点に気を付けて適切な衛生管理をお願いします。
◆飲用井戸の管理について
・�井戸のふたに施錠したり柵を設
けたりして、人や動物がみだり
に入らないようにしましょう。
・�周辺を定期的に点検し、清潔にしておきましょう。
◆水質検査について
・�毎日、色、濁り、臭い、味に異常がないか確認
しましょう。
・�1年に1回、検査機関による水質検査を行いま
しょう。

◆汚染が分かったとき
・�薬品の漏

ろう
洩
えい
などにより、人の健康に害を及ぼす

おそれがあることを知ったときは、直ちに使用
をやめ、利用者に連絡するとともに、下記へご
相談ください。

（注）水質検査は市役所や保健福祉事務所では行っ
　　　ていません。水質検査機関への依頼をお願い
　　　します。

 環境課（西館１階）　☎３７・６１0２

小城町江里山　ひがん花まつり

　ひがん花の見頃に合わせて、ひがん花まつりを
開催します。農村景観百選・棚田百選に選ばれた
小城町江里山地区では、毎年9月中旬から下旬に
かけて、見事なひがん花が咲き競います。
◆日時　9月23日（土・祝）
　　　　9時〜
◆会場　江里山観賞広場周辺（小城町）
≪地元農作物・加工品販売≫
◆時間　9時〜16時
≪かかしフェスティバル≫　
◆表彰式　11時〜
◆展示期間
　9月23日（土・祝）〜10月1日（日）
≪さが棚田展≫　◆時間　10時〜15時
≪棚田コンサート≫　◆時間　13時〜16時
◆ 無料シャトルバス　当日はシャトルバスを運行
します。詳細は、市ホームページをご覧ください。
 農林水産課（東館１階）☎３７・６１２５

全国一斉「高齢者･障害者の人権
あんしん相談」強化週間

　高齢者や障がい者ご本人、そのご家族からの人
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、一人で悩まず、お気軽にご相談ください。
◆実施期間
　9月４日（月）〜10日（日）
　8時30分〜19時（土・日は10時〜1７時）
◆専用電話番号　☎05７0・003・110
◆相談担当者　法務局職員、人権擁護委員

 佐賀地方法務局　人権擁護課　☎２６・２１9５

石
しゃく
体
たい
まつり　第１4弾

　神々の棲
す

む村中散策
〜 スローライフ in しゃくちゃー 〜
◆日時　9月23日（土・祝）　10時〜1７時
◆場所　小城町石体　いやしの宿ほのか周辺
◆催し物　しの笛と和太鼓の饗宴、
　　　　　石体太鼓、めじろ笛作り
◆展示販売
　農産物・加工品、手作り小物、お地蔵さん画、
　編物・小物・洋服、唐津焼など
◆食べ物　石体そば、せせりの炭火焼、おにぎり　ほか

 笑うて暮そうやっ会（農家民宿ほのか）
　　☎７２・4６9３
　　☎090・７4５0・２５２６（大石）
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開催案内

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　9月23日（土・祝）　12時45分〜15時
◆会場　岩松支館集合
　〜江里山ひがん花観賞コース〜
　※駐車場は岩松小学校グラウンドをご利用ください。
　※小雨決行。雨天時は中止します。
◆ 内容　基本動作講習からポールを使ってのロング
ウォーク（５〜10㎞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
※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

江里山蕎
そ
麦
ば
の会　会員募集

　あなたも蕎麦づくりを体験しませんか。
　江里山の棚田で、７月下旬の草刈りからスター
トし、蕎麦蒔き、刈り取り、脱穀など月1回ほど
の作業をした後、年末または新年に新蕎麦を手打
ちで試食します。江里山を守ってこられた集落の
人たちに感謝し、月1回の作業参加が原則です。
※�まちづくりが目的のため、プロやプロ志望の人
の参加はお断りします。

◆年会費　2,500円（臨時徴収の可能性あり）
◆募集人数　25人

 江里山蕎麦の会　☎６６・0８２６（田中）
　　　  masa-tanaka@mx７.tiki.ne.jp

９月９日は「救急の日」

　救急の日は、「9月9日（きゅうきゅう）」の語
呂合わせから、救急医療および救急業務に対する
国民の正しい理解と認識を深め、また、救急医療
関係者の意識を高めるために設けられた日です。
　さらに、救急の日を含む1週間（日曜日から土
曜日）を「救急医療週間」といいます。
◆小児救急電話相談窓口　
　�　夜間に15歳以下のお子さんが、けがや急病・
急な発熱になったときに、ご家族が応急対処を
し、医療機関への受診の要否を判断される場合
に、小児救急電話相談窓口では、電話でアドバ
イスを行っています。ご利用ください。

◆相談受付時間　毎日19時〜翌日8時
◆電話番号
　プッシュ回線で「♯8000」
　※プッシュ回線以外の固定電話からの場合
　　「☎24・2200」へおかけください。
◆夜間に診療できる医療機関の確認
　�　インターネットで佐賀県医療機関情報・救急
医療情報システムの「99佐賀ネット」をご覧に
なるか、佐賀広域消防局（☎31・8899）に問
い合わせください。
 健康増進課（西館１階）　☎３７・６１0６

成年後見に関する無料相談会
（高齢者と障がい者の相談会）

◆日時　9月16日（土）　10時〜15時
◆会場　アバンセ　４階　第一研修室
◆申込方法　電話による予約を受け付けます。
　　　　　　（当日参加も可）
◆相談料　無料
◆相談内容　成年後見・相続・遺言に関すること
◆相談員　司法書士・社会福祉士

 佐賀県司法書士会　☎２9・0６２６
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「第３９回少年の主張佐賀県大会」
開催

　県内の中学生が日常生活の中で感じたこと、思っ
ていること、感銘を受けたことなどを発表します。
　中学生の考えや意識に対して、理解と関心を深
めませんか。ぜひお越しください！
◆日時　9月2日（土）　13時30分〜16時30分
◆場所　アバンセホール（佐賀市天神）
◆入場料　無料
◆出場者　予選審査を通過した10人の中学生

 佐賀県青少年育成県民会議　☎２５・７３５0

「頑張っています！小城市の
子どもたち」出演者募集！

　「少年少女の声大会」や「モデル子どもクラブ発
表会」で、日頃の活動を発表していただく個人・
団体を募集します。
（例：踊りやダンス、楽器の演奏、スポーツの型な
ど舞台で発表できるもの）
◆発表期日
　①少年少女の声大会　11月25日（土）
　②モデル子どもクラブ発表会
　　平成30年1月28日（日）
　※出演はそれぞれ1組ずつ。
◆場所
　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆発表時間　10分〜15分程度
◆応募対象　小城市在住の小・中・高校生
◆ 応募条件　使用物品、楽器などを自分で持ち込
める人。個人、団体を問いません。

◆応募期限　9月29日（金）
◆応募方法　電話で申し込みください。
※�応募者多数の場合は、抽選となります。
※出演者には、謝礼をお渡しします。

 小城市青少年育成市民会議　事務局
　　　（生涯学習課内）　☎３７・６１３２

フットパスを体験してみよう！
〜小城フットパスモニターツアー〜

　フットパスとは、地域のありのままの風景やそ
こに暮らす人々との交流を楽しみながら歩くこと
ができる小

こ
径
みち
のことです。

　今回、小城の地元の人と佐賀大学の学生が一緒
になり、小城のまちにフットパスのコースを作り
ました。
　コースを歩くことで小城の
まちのいいところを再発見で
きること間違いなし！地元の
人や佐賀大学生と一緒に小城
のまちを歩いてみませんか。
ぜひ、ご参加ください。
◆日時　9月30日（土）
　　　　10時〜13時30分（受付�9時30分〜）
◆集合場所
　ゆめぷらっと小城　南口駐車場
　※小雨決行
◆参加費　1,000円（昼食代、保険代含む）
◆準備物　歩きやすい服装・靴、飲み物
◆定員　30人

 佐賀大学経済学部戸田ゼミナール
　　　  todaseminarsguniv@gmail.com
　　　FAX ２８・８4３２
　　　企画政策課（西館２階）　☎３７・６１１５

平成2９年度
障がい者就職面接会

　就職を希望する障がいのある人と企業の出会い
の場として、面接会を開催します。
◆日時　10月11日（水）　13時30分〜16時
◆場所　佐賀県総合体育館（大競技場）

 ハローワーク佐賀
　　　☎２4・4５１0（求職者専用）
　　　☎4１・9３0３（事業所専用）
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介護予防教室

　身体・認知機能、口腔・栄養などさまざまな分
野の講師を招き、健康づくりに取り組みます。

【介護予防教室　アクティブシニアコース】
◆期間　9月6日（水）〜11月22日（水）
　　　　の期間中に計12回開催予定
◆場所　ひまわり
◆対象者　７5歳以上の人
◆定員　30人
◆申込期限　9月５日（火）

【介護予防教室　ヤングシニアコース】
◆期間　11月2日（木）〜平成30年1月24日（水）
　　　　の期間中に計12回開催予定
◆場所　ひまわり
◆対象者　65歳〜７4歳の人
◆定員　30人
◆申込期限　11月1日（水）

 小城市社会福祉協議会
　　　ふれあいサロン係　☎７３・２７00

多重債務の無料出張相談会

◆日時　8月30日（水）、9月2７日（水）
　　　　13時〜15時30分
◆ 場所　佐賀財務事務所
　　　　（佐賀市駅前中央３丁目３番20号
　　　　 佐賀第二合同庁舎７階）
◆ 内容　借入れ、ローンの返済など、債務整理や
家計の見直しなどについて、相談員が面談に応
じます。
※事前に電話で申し込みください。
※�福岡財務支局での無料相談は、常時受け付けて
います。

 財務省　福岡財務支局　多重債務相談窓口
　　　☎09２・4１１・７２9１（平日９時〜１７時）

肥前さが幕末維新博覧会
プレイベントを開催

　スイーツ好きとして知ら
れる俳優の的

まと
場
ば
浩
こう
司
じ
さんを

ゲストに迎え、シュガー
ロードで生まれ今や地域
の代名詞となった食文化�
「菓子・羊羹」をテーマに�
「小城のチカラ」について
のパネルディスカッション
を開催します。
◆タイトル
　リレーシンポジウム「幕末・維新　小城のチカラ」
◆日時　11月19日（日）
　　　　13時30分〜15時30分
◆場所　ゆめぷらっと小城
◆定員　400人（先着順）
◆入場料　無料
◆ 申込方法　9月11日（月）からはがき、FAX、ホー
ムページで受け付けます。
　�　代表者の住所、連絡先、参加者全員の氏名お
よび年齢を記入の上、「小城会場参加希望」と書
いて申し込みください。
　※1度に４人まで申し込み可能です。
　※�申し込み受け付け後、聴講券をお送りします。
◆応募先
　・はがき　〒840-0815
　　佐賀市天神３丁目2－23�㈱佐賀広告センター
　　「シンポジウム小城会場受付係」
　・FAX　28・3889　㈱佐賀広告センター
　・ホームページ
　　�「さが維新博」で検索し、応募フォームに必要
事項を記入してください。

 肥前さが幕末維新博推進協議会
　　（佐賀県肥前さが幕末維新博事務局内）
　　☎２５・７２５３  
　　  sagaishinhaku＠pref.saga.lg.jp
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地域づくり人材育成塾の塾生募集
　「これから地域づくりを始めたい人」「地域づくり
の視点やスキルを学び地域づくりに活かしたい人」
などを対象とした人材育成塾（第2期）を開講し
ます。
◆ 日程　9月〜平成30年2月の期間中に6回程度
　　　　（各月1回程度）開催予定
◆場所　佐賀市内
　　　　（期間中、小城市内で1泊2日現地研修あり）
◆募集期限　8月31日（木）
◆受講料　無料
　　　　　（ただし、交通費などは自己負担）
◆定員　20人程度
※応募方法など詳細は問い合わせください。

 佐賀県　さが創生推進課　☎２５・７５0５

平成2９年度
警察官Ｂ採用試験募集

　佐賀県の安全・安心を守る若者を募集していま
す。警察官になって共に頑張りましょう！
◆ 受験資格　昭和63年４月2日〜平成12年４月
1日までに生まれた人
※大卒者・卒業見込み者は除く
◆受付期限　9月8日（金）
◆試験日　10月15日（日）
◆ 受験申込書　申込書は、小城警察署で配布して
います。佐賀県警察本部のホームページからも
ダウンロードできます。

 ・佐賀県警察本部警務課採用係
　　　　☎２4・１１１１
　　　・小城警察署　☎７３・２２８１

ひとり親のための在宅就業に
向けたパソコン講座受講生募集

　ひとり親家庭が安定した生活を得るため、在宅就
業や就労に役立つパソコン講座を開催します。
◆ 対象者
　県内在住のひとり親家庭
　（母子家庭・父子家庭）の親
◆期間　10月〜11月
　　　　（2カ月、平日のみ）
◆時間
　9時30分〜15時（昼休み1時間）
◆ 内容　パソコン・インターネット基礎、
　�Word・Excel、Web、ビジネスマナー、個人
情報保護など

◆場所　佐賀市内（NPO研修室）
◆募集人員　16人
◆受講料　無料（テキストなど含む）
◆ その他　受講時の託児サービス（託児所の紹介、
託児料金の一部助成を予定）、受講時の駐車料金
の一部助成、講座修了後、ワーカー登録者には
パソコンなどの購入費用の一部助成を予定

◆ 申込方法　ホームページから申込用紙をダウン
ロードし、郵送またはFAXで申し込みください。

◆申込期限　9月４日（月）郵送の場合は必着
 特定非営利活動法人

　　　ひとり親ICT就業支援センター
　　　☎２６・３900　FAX ２６・３9１9

こころの健康セミナー

◆日時　9月24日（日）　12時30分〜1７時
◆場所　西九州大学　神埼キャンパス　３号館
◆内容
　講演「自分自身の見つめ方　他人との関わり方
　　　　〜依存症・多世代伝達から考える〜」
　・�お酒、ギャンブルや薬物などの依存症当事者、
家族の体験談など

　・自助グループの模擬ミーティング（自由参加）
◆ 講師　菊

きく
池
ち
清
きよ
美
み
さん（臨床心理士、児童心理治

療施設　筑後いずみ園施設長）
◆参加費　無料　※申し込みは不要です。

 佐賀県精神保健福祉センター　☎７３・５0６0

デッサン体験教室

　デッサンを気軽に楽しんでみませんか。今回は
デッサンの基本的な部分を体験できます。
◆日時　9月21日（木）　14時〜16時
◆場所　ゆめぷらっと小城　2階　会議室1、2
◆対象者　県内在住の人
◆定員　10人（要申込・先着順）
◆申込期限　9月1７日（日）
◆内容　鉛筆でモチーフ（対象物）を描きます。
◆参加費　300円

 デッサン教室「菜花会」
　　　☎090・90７１・５５0２（市丸）
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職業訓練受講生募集

　平成29年11月生を募集します。

募集科名 定員

ＣＡＤ／ＮＣ
オペレーション科 ３科で

15人板金・溶接施工科

住環境ＣＡＤ科

◆ 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　9月1日（金）〜10月2日（月）
◆選考日　10月11日（水）　※筆記試験、面接
◆訓練期間　７カ月（11月７日〜５月31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

2０１7がん征圧県民のつどい

　9月はがん征圧月間です。がんの予防に関する
正しい知識や診断治療など、がんに関する情報を
お知らせするために、毎年9月に県民のつどいを
行っています。ご来場をお待ちしています。
◆日時　9月23日（土・祝）
　　　　10時〜12時（開場�9時30分〜15時）
◆場所
　アバンセホール（佐賀市天神）
◆内容
　講演「今だからお話できる【がん】の話！」
　　　　村

むら
野
の
武
たけ
範
のり
さん

　公演「�かわそえスポーツクラブの皆さんによる
“チアダンス”」

◆定員　300人（受付順）
　事前申し込みで、先着100人に骨粗しょう症、
無料検診（当日受診券）をプレゼント！！
◆申込期限　9月15日（金）

 公益財団法人　佐賀県健康づくり財団
　　　総合保健協会事務所総務課
　　　☎２５・２３２0

うつ病の家族講座

　うつ病で治療中の人のご家族を対象とした講座
を開催します。

講師 開催日

精神科医師 9月8日（金）

作業療法士 10月10日（火）

臨床心理士 11月14日（火）

保健師 12月12日（火）

◆時間　13時30分〜16時（受付�13時15分〜）
◆場所　佐賀中部保健福祉事務所　本館会議室
◆定員　20人　※先着順
◆申込期限　9月6日（水）
◆内容　講義、グループワーク
※４回全ての講座への参加を基本としています。

 佐賀中部保健福祉事務所　☎３0・１６9１

全国一斉！法務局休日相談所

◆日時・内容　10月1日（日）

内容 時間

相談
（法務局職員、公証人、
司法書士、土地家屋調査
士、人権擁護委員がお受
けします）

10時〜15時

講演会　「相続と遺言」
講師　古

こ
賀
が
健
けん
一
いち
さん

（公証人）
10時〜11時

説明会　
「法定相続情報証明制度」
講師　法務局職員

11時〜
　11時30分

※全て事前予約をお願いします。
※秘密は厳守されます。
◆場所　佐賀市保健福祉会館（ほほえみ館）４階
◆参加費　無料

 佐賀地方法務局　総務課　☎２６・２１49
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