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１１月１2日（日）～25日（土）は
「女性に対する暴力をなくす運動」期間

◆女性に対する暴力とは
　DV（ドメスティック・バイオレ
ンス）、性犯罪、ストーカー行為、
売買春、人身取引、セクシュアル・
ハラスメントなど「女性の人権を
侵害するあらゆる行為」のことです。
◆相談窓口　〜ひとりで悩まずご相談ください〜

 ・企画政策課（西館２階）　☎37・611５
　 ・社会福祉課（西館１階）　☎37・6107

社会福祉課 ☎３７・６１０７ 月〜金／８時３０分〜１７時１５分
土・日・祝日／休み

配偶者暴力
相談支援
センター

☎２６・００１８
火〜土／９時〜２１時
日・祝日／９時〜１６時３０分
月／休み

☎２６・１２１２
月〜金／８時３０分〜１７時１５分
土・日・祝日／休み
※緊急の場合は２４時間受付

警察
レディース
テレホン

☎２８・４１８７ 月〜金／８時３０分〜１７時１５分

女性に対する暴力
根絶のマーク

女性に対する暴力防止講演会

　「女性に対する暴力をなくす運動」期間に合わせ
て講演会を開催します。
◆日時　１１月２３日（木・祝）
　　　　１３時３０分〜１６時３０分
◆場所　桜楽館　多目的ホール
◆テーマ　�DVにさらされた親子のトラウマ・ケア

〜私たちに出来る事〜
◆講師　白

しら
川
かわ
美
み
也
や
子
こ
さん

　　　　（こころとからだ・光の花クリニック院長）
◆定員　２００人（先着順）

 佐賀県DV総合対策センター　☎２８・1４9２

心にひびけ! ! 映画会

　市内４会場で、映
画上映会を開催しま
す。私たちには誰に
でも人権があり、日
常生活の中にある身
近なものだと気づく
ことで、自分自身の
生き方を見つめる
きっかけにしてほし
いと考えています。
◆上映映画　「きみはいい子」
◆テーマ　児童虐待・育児放棄
◆入場料　無料

日付 時間 場所
１１月２５日
（土）

１４時〜１６時 芦刈文化体育館
１９時〜２１時 ドゥイング三日月

１１月２６日
（日）

１０時〜１２時 牛津公民館
１４時〜１６時 ゆめぷらっと小城

 人権・同和対策室（西館１階）　☎37・6136
　　市ホームページ 映画会 検索

（C）２０１５「きみはいい子」製作委員会

第37回�小城市牛津産業まつり
～西の浪花の復活祭　この町と一緒に～

◆日時　１１月１２日（日）　９時〜１６時
◆場所　�セリオ会場、中町会場（牛津高校前）、　

中央時計店西隣駐車場、牛津赤れんが館、
中町・立町・西町通り商店街

◆内容　・メガモッツお笑いライブ
　　　　・アンパンマンショー　①１０時〜、②１４時〜
　　　　・お楽しみ抽選会
　　　　・セリオ横丁ビアガーデン　など

 小城市牛津産業まつり実行委員会
　　☎0８0・８3５0・36５２（橋本）
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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
　１２月９日（土）　１５時〜１７時
◆会場
　芦刈海岸（物産販売所「ピョンタ」前集合）
　※小雨決行。雨天時は中止します。
◆ 内容
　�ノルディックウォークの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　１２月６日（水）
※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

小城市少年少女の声大会を
開催します！

　市内の小学生や中学生が、日ごろ社会との関わ
りの中で考えていること、感じていることを発表
します。
　ぜひ、その思いや考えを、子どもたちの言葉で
お聞きください。ご来場をお待ちしています。
◆日時　１１月２５日（土）　９時３０分〜
◆場所　ドゥイング三日月　ホール
◆出場者　市内の各小・中学校の代表者１人
◆アトラクション　三日月中学校　新体操部
◆入場料　無料

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

おぎにほんご教室スピーチ大会

　おぎにほんご教室で勉強している生徒さんによ
る「日本語スピーチ大会」を開催します。
　皆さん働きながら日本語の勉強を続けています。
ぜひ、聞きに来てください。
　地域から国際交流を広げましょう。
◆日時　１１月１８日（土）　１０時〜１１時
　　　　（終了後１２時まで交流会を行います）
◆場所　ゆめぷらっと小城　会議室２
◆参加費　無料　※申込不要

 おぎにほんご教室（池田）
　　☎090・19２４・7637

家族でピザを焼こう
�～お父さんの出番！～

　石釜で本格的にピザを焼きます。お父さんの腕
の見せどころです！
◆日時　１１月２６日（日）　１０時〜１４時３０分
◆場所　三里モンテ
　　　　（小城町牛尾梅林駐車場付近）
◆対象者
　お父さんと子ども（お母さんの参加も可）
◆定員　先着２０人
◆参加費　小学生�５００円
　　　　　中学生以上�１,０００円
◆ 持ってくる物　エプロン、タオル、飲み物
◆申込締切　１１月１１日（土）
◆ 申込方法　電話、FAX、メールのいずれかで、
参加者全員の氏名・住所・電話番号をお知らせ
ください。

◆協力　ふるさと・夢つむぎネットワーク
 小城市男女共同参画ネットワーク

　　　☎7２・6４07【FAX兼用】（半田）
　　　  sachiko.handa@mb6.seikyou.ne.jp
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健康マージャン初心者教室

　指を動かし、頭の体操にもなるマージャンは、
健康効果があると言われています。今回は、初心
者を対象とした教室です。
◆日時　１１月１７日（金）　１０時〜１２時
◆場所　ゆめぷらっと小城
◆定員　先着１６人
◆申込期限　１１月１１日（土）
◆ 申込方法　電話、FAXまたはメールで申し込み
ください。

◆参加費　無料
 小城市健康マージャン教室

　　　☎7２・6４07【FAX兼用】（半田）
　　　  sachiko.handa@mb6.seikyou.ne.jp

第２回�日本フィル弦楽四重奏団
演奏会�in�小城

　小城少年少女合唱団とのジョイントコンサート
もあります。託児も開設しますので、ご利用くだ
さい。
◆日時　１１月２９日（水）
　　　　開場�１８時　開演�１８時３０分
◆場所　ゆめぷらっと小城　２階　天山ホール
◆入場料　１,０００円
◆チケット購入場所　ゆめぷらっと小城

 ゆめぷらっと小城　管理室　☎37・6601

月森桜トリオジャズコンサート
小城市高度芸術鑑賞事業

◆日時　１２月3日（日）　開演�１４時
◆場所　牛津赤レンガ館
◆定員　約１５０人
◆入場料　１,０００円

 牛津赤レンガ会　 ☎0８0・４69４・31５８　　　
☎090・４５８４・3096（牧瀬）

新設サークル
絵手紙　体験講座

　絵や字の上手下手に関わらず、素朴で手づくり
の温もりが伝わる絵手紙。あなたの個性あふれる
オンリーワンの絵手紙を描いてみませんか。
◆日時　１１月２９日（水）、３０日（木）
　　　　どちらも１０時〜１２時
◆場所　あしぱる
◆参加費　１回２００円（貸し出し用絵手紙セット）
※事前申し込みが必要です
◆申込期限　１１月１０日（金）
◆主催　小城市文化連盟芦刈支部

 芦刈公民館　☎37・61４0

「介護の日」無料相談会を開催

　１１月１１日は介護の日です。高齢者の介護につい
て質問や相談をお受けします。介護事業所の相談
員と介護支援専門員が対応します。
◆日時　１１月１０日（金）　９時〜１３時３０分
◆場所　メディカルモールおぎ（タイヘイ薬局前）

 佐賀県介護保険事業連合会　☎36・936８

税を考える週間

　１１月１１日〜１７日は、
税を考える週間です。
　国税庁のホームページ
では、「国税庁の取組」や
「税に関する情報」を紹介
しています。
※�右記のQRコードは、今後変更
する場合があります。
税を考える週間 検索

 佐賀税務署　☎3２・7５11
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全国一斉「女性の人権ホット
ライン」強化週間

　夫やパートナーからの暴力（DV）、職場でのセ
クシュアル・ハラスメント、ストーカー行為といっ
た女性をめぐるさまざまな人権問題について相談
を受け付ける専用電話相談窓口です。秘密は固く
守られますので、一人で悩まず、気軽にご相談く
ださい。
◆実施期間　
　１１月１３日（月）〜１１月１９日（日）の７日間
　８時３０分〜１９時（土・日は１０時〜１７時）
◆専用電話番号　☎０５７０・０７０・８１０
◆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

パブリックコメント（意見募集）
を行います

◆佐賀中部広域連合広域計画（案）について
　�　広域行政を適切かつ円滑に行うために、平成
３０年度から５年間の事務処理に係る目標を明確
にした計画を改定します。
　�　この計画（案）に対する皆さんのご意見を募
集します。

◆ 計画（案）閲覧場所　
　�　広域連合ホームページ、事務局総務課、佐賀広
域消防局総務課・各署・各分署・各出張所、小城
市企画政策課、高齢障がい支援課、防災対策課

◆募集期間　
　１１月１日（水）〜３０日（木）
◆ 申込方法　住所、氏名、電話番号を明記の上、
郵送、FAX、電子メール、直接持参で提出。
　�（�様式は任意。計画案の閲覧場所でも提出可。
　※閉庁日を除く）

 〒８４0-0８２6　佐賀市白山二丁目１番1２号
　　佐賀中部広域連合　事務局総務課
　　☎２0・0８00　FAX ４0・116５
　　  rengo@chubu.saga.saga.jp

職業訓練受講生募集

　平成３０年１月入所生を募集します。

募集科名 定員

電気設備施工科 １８人

◆ 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　１１月１日（水）〜２９日（水）
◆選考日
　１２月６日（水）　※筆記試験、面接
◆訓練期間
　　平成３０年１月５日（金）〜６月２９日（金）
◆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

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
庫として、私たちに恵みを提供してくれています。
この豊かな自然環境を次世代に繋げていくために
海岸清掃に参加してみませんか。
　参加者には、記念品があります。
◆日時　
　１１月１８日（土）　１０時〜
※荒天の場合は、１１月１９日（日）に順延します。
◆場所　
　東与賀海岸（干潟よか公園集合）

 佐賀県　水産課　☎２５・71４４
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