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小城市民図書館　牛津分室　
クリスマスおはなしかい

　大きな絵本やパネルシアターなど盛りだくさん
のクリスマスおはなしかいです。
　楽しい工作もします！ぜひ遊びに来てください♪
◆日時　12月17日（日）（1時間程度）
　　　　�開場�10時50分／�開演�11時
◆場所　牛津公民館　２階和室　２−２研修室
◆内容　大型絵本、パネルシアター、工作など

 市民図書館　牛津分室　☎37・6144

平成２９年度
『小城市認知症予防講演会』

　市では、認知症の人も認知症でなくても、安心
して自分らしく生活することができる地域づくり
を目指しています。
　昨年に引き続き、講師に森先生をお招きします。
　先生の心温まるお話を、ぜひお聞きください。
◆日時　12月２日（土）
　　　　10時〜11時20分（受付�９時30分〜）
◆場所　牛津公民館　ホール
◆テーマ　
　「ひとりじゃない、仲間がいるよ」
　ーカフェ・オレンジ、歌声喫茶の活動を通してー
◆講師　森

もり
久
く
美
み
子
こ
さん

　　　　（認知症の人と家族の会佐賀県支部�代表）
◆入場料　無料
※事前申込をお願いします。

 高齢障がい支援課　地域包括推進係
　　　（西館１階）　☎37・6108

中国の中学生による
絵画・書道作品展を開催

　中国浙
せっ
江
こう
省
しょう
海
かい
鹽
えん
県
けん
と市内

の子どもたちの交流事業の
一つとして、絵画・書道な
どの作品を送り合う交流を
行いました。
　海鹽県からは、約40点の
作品を送っていただきまし
たので、「絵画・書道作品展」
を開催します。
◆日時　12月19日（火）〜25日（月）
　　　　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

小城市民図書館　三日月館
クリスマス会

　楽しいおはなしや、すてきな音楽がいっぱい♪
サンタさんもやってきます！プレゼントもありま
すよ！皆さん、ぜひ遊びに来てくださいね。
◆日時　12月３日（日）　14時〜15時
◆場所　ドゥイング三日月　大ホール

 市民図書館　三日月館　☎72・4946

子育てセミナーを開催します

◆日時・内容
　11月26日（日）　10時〜11時30分
　「ほめ上手なお母さんになろう！！」
　12月17日（日）　10時〜11時30分
　「上手なしかり方　しかった後のフォローの仕方」
◆場所　ドゥイング三日月
◆講師　野

の
瀬
せ
美
み
保
ほ
子
こ
さん

　　　��(一般社団法人　倫理研究所　生涯局講師）
◆参加費
　200円（テキスト代、お茶菓子代など）
※無料託児あります。

 家庭倫理の会　佐賀西部
　　☎090・５924・５260（副島）
　　☎090・2717・8877（堤）

16小城市広報 2 0 1 7年1 2月号



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　12月２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
明な袋に入れてお持ちください。

 小城町消費者グループ　代表　東島
　　☎72・５211

平成30年度 償却資産の
申告をお願いします

　平成30年１月１日現在、事業経営（製造業、建
設業、サービス業、農業などの事業）や、アパー
トなどの貸付を行い、その事業のために使用して
いる償却資産（機械、工具、器具、備品、構築物
など）を所有している個人や法人は、償却資産の
申告をしなければなりません。また、事業用の太
陽光発電設備、個人住宅用で全量売電されている
太陽光発電設備も償却資産に該当し、固定資産税
の課税の対象となります。12月中旬に申告書を発
送しますので、申告をお願いします。
　無申告または虚偽の申告をされた場合は、国税
資料などに基づき推計課税を行う場合があります。
　申告書が届いていない人、新たに申告の必要が
ある人、また平成29年１月１日以前から償却資産
を所有していて申告をしていない人は、至急ご連
絡ください。
◆提出期限　平成30年１月31日（水）
◆提出先
・持参の場合　税務課、各出張所市民課窓口
・郵送の場合　〒845−8511（市役所専用番号）
　　　　　　　小城市役所　税務課　資産税係

 税務課（西館１階）　☎37・6103

小城市公民館体験講座「整理収納講座〜
片づけからはじまるハッピーサイクル〜」

　片づけをして生活空間がスッキリすると行動も
考え方もスッキリシンプルになります。家事のし
やすいおうちでハッピーな暮らしをしませんか？
　年末年始を迎えるこの時期にもぴったりの講座
です。ご参加、お待ちしています！
◆内容・日時　
　①整理収納について学ぶ【理論編】
　　12月５日（火）　19時〜20時30分
　②�整理収納を楽しむ
　　【キッチン＆クローゼット収納術編】
　　12月12日（火）　19時〜20時30分
◆会場　牛津公民館　２−３研修室
◆講師　山

やま
口
ぐち
るり子

こ
さん（整理収納アドバイザー）

◆対象者　市内在住の成人向け
◆定員　20人（先着順）
◆参加費　無料　※１日のみの参加も可
◆申込期限　各開催日の前日まで　

 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

きもの着付け教室

　あなたの着物、タンスに眠っていませんか？
　初めての人にもわかりやすく、和やかな教室です。
◆実施期間
　12月4日（月）〜（週１回、全13回）
※�３人以上で実施します。詳細は問い合わせくだ
さい。

◆場所　ゆめぷらっと小城
◆参加費　無料（一部自己負担あり）

 特定非営利活動法人　日本きもの推進協会
　　　☎0120・26・５7５6
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親子で作る
クリスマス料理とケーキづくり

　料理を通して親子の絆を深めましょう！参加を
お待ちしています。
◆日時　12月３日（日）　10時〜14時
◆場所
　アイル　調理実習室
◆対象者
　ひとり親家庭の親子
◆申込期限
　11月30日（木）
◆持参品　エプロン・三角巾
　　　　（代用できる大きさのハンカチでも可）
◆参加費　無料
※必ず保護者と一緒にご参加ください。

 小城市母子寡婦福祉会
　　　☎090・５478・7429（岡本）

協働のまちづくり講座
「伝わるプレゼンテーションを学ぼう」

　プレゼンテーションの基本とプレゼンテーショ
ンに役立つツールの使い方を学びます。コツを掴
んで、会議の達人になろう！
◆日時　12月１日（金）　19時〜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　先着20人
◆講師　宮

みや
副
ぞえ
直
なお
記
き
さん

　　　��（株式会社佐賀広告センター）
◆参加費　　無料
◆申込締切　11月30日（木）

 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

文化講演会にお越しください！

　小城市文化連盟では、来年迎える明治維新150
年にちなみ、佐賀の歴史に触れる講演会を開催し
ます。多くの皆さんのご来場をお待ちしています。
◆日時　12月６日（水）　13時30分〜
◆場所　ゆめぷらっと小城　多目的ホール
◆講演　「鍋島直正と幕末佐賀藩」
　　　　佐賀城本丸歴史館
　　　　企画学芸課長　浦

うら
川
かわ
和
かず
也
や
さん

◆参加　どなたでも
◆入場料　無料

 小城市文化連盟事務局（生涯学習課内）
　　　☎37・6132

「高
たか

田
だ

保
やす

馬
ま

博士顕彰記念」
書道・文学作品募集

　三日月町が生んだ著名な経済・社会学者で、歌
人の高田保馬博士を顕彰して、「書道部門」と「文
学作品部門」の作品を募集します。
　年齢別のテーマや、字数制限、申込方法など詳
細は、三日月幼稚園とドゥイング三日月に置いて
いる募集要項をご確認ください。
◆応募期間
　平成30年１月11日（木）〜12日（金）
・持参の場合
　ドゥイング三日月　中研修室
　15時〜17時
・郵送の場合　
　１月12日（金）消印有効
※�入賞者は２月4日（日）開催の「高田保馬博士を
たたえる会」で表彰し、賞状・賞品を授与します。

 〒84５−002５
　　　小城市三日月町三ヶ島88−１
　　　高田保馬博士顕彰会事務局（三日月幼稚園内）
　　　☎73・2601
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胎内記憶を知ると子育てが楽しくなる
～胎内記憶から知る生まれてきた理由～

2018年1月14日（日） 託児無料

会 場 ゆめぷらっと小城 佐賀県小城市小城町253-21

お申込

参加費 3日前（1/11）までのお申込み¥2,500  2日前～当日のお申込み¥3,000
インターネットまたはお電話にてお申込みください。
■URL  http://www.kokuchpro.com/event/20180114/（こくちーず）
■TEL  092 791 8260（ハプティ／10:00~19:00）

13：00～15：00（開場12：00～/サイン会15：00～）

1954年、東京都生まれ。帝京大学医学部卒・同大大学院修了。医学博士。

上尾中央総合病院産婦人科部長を経て、89年横浜市に産婦人科の池川クリニックを開設。
1999年より「胎内記憶」に関する研究を始め、国内外の第一人者として知られる。
その成果を医療の現場に活かし母と子の立場に立ったお産と医療を実践。
「胎内記憶」「経皮毒」などをテーマにした講演会・セミナーを年間数十回実施。
また、多くのメディアから取材を受ける。

お問合せ：ハプティ 092-791-8260（10：00～19：00）

【主催】株式会社安永 一般社団法人日本ハプトノミー協会
【後援】小城市 小城教育委員会

講師 池上  明 先生

有料広告

エイズ検査を受けてみませんか

　12月１日の世界エイズデーに合わせて、夜間検
査を実施します。
　正確な検査のために、性的接触など心配なこと
があった日から３カ月以降に受けてください。予
約不要、匿名・無料で行います。
　採血後１時間程度で結果がわかります。
◆日時　11月30日（木）　17時〜20時
　　　　12月１日（金）　17時〜20時
　　　　12月２日（土）　12時〜16時
◆場所　佐賀中部保健福祉事務所　２階
　　　　（佐賀市八丁畷町１−20）
　上記の日以外にも、毎週火曜日にエイズ検査を
行っています。詳細は問い合わせください。

 佐賀中部保健福祉事務所　感染症対策担当　
　　☎30・3622

休日、あなたの近くへ出張健診
に伺います

◆日時・場所
　・12月３日（日）　桜楽館
　　（小城町畑田）
　・平成30年２月18日（日）
　　医療法人ロコメディカル　江口病院
　　（三日月町金田）
◆受付　９時〜11時
◆ 対象者
　�協会けんぽ加入の被扶養者(40〜74歳)で平成
29年度の特定健康診査が未実施の人

◆費用　500円
　健診内容は身体計測、検尿、採血、医師の診察
で所要時間は１時間30分程度です。オプション検
査で骨密度測定（無料）を実施します。ぜひこの
機会に健康診断を受け、健康の保持増進に役立て
てください。
◆持ってくる物　
　特定健康診査受診券・健康保険証・問診票
◆申込方法
　�必ず事前に電話で予約をしてください。問診票
を郵送します。

 医療法人ロコメディカル　江口病院
　　　健診センター　☎73・５020

 平成２９年７月九州北部豪雨で
被害を受けられた皆さんへ

　災害により国税の申告、申請、請求、納税など
を期限までにできないときは、期限の延長や納税
の猶予ができる場合があります。
　詳細は、福岡国税局ホームページをご覧になる
か、最寄りの税務署にお尋ねください。
　福岡国税局ホームページ
　http://www.nta.go.jp/fukuoka/

 佐賀税務署　☎32・7５11

ストーブによる火災に
注意しましょう！

　例年、冬季にはストーブが原因の火災が急増し
ます。そのほとんどは、使用される人の不注意や
不適切な使い方により発生しています。　
　そこで、ストーブによる火災を防ぐポイントを
紹介します。
①�ストーブの周囲は常に整理整
頓をする
②�寝る時、その場を離れる時は
火を消す習慣をつける
③�燃えやすい物の近くでストー
ブを使わない
④ストーブの上で洗濯物の乾燥などを行わない
⑤給油は火を消してから行う
⑥使わない時はコンセントから抜いておく
⑦異臭や異音などを感じたら使用をやめる

 佐賀広域消防局　予防課　☎33・676５
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放送大学４月入学生募集

　放送大学はテレビ・ラジオ・インターネットで
授業を行う通信制の大学です。働きながら大学を
卒業したい、学びを楽しみたいなど、さまざまな
目的で、幅広い世代の皆さんが学んでいます。
　現在、平成30年4月入学生を募集しています。
詳しい資料を送付しますので、気軽に問い合わせ
ください。
◆募集学生の種類
　【教養学部】
　・科目履修生
　　（６カ月在学し、希望する科目を履修）
　・選科履修生
　　（１年間在学し、希望する科目を履修）
　・全科履修生
　　（4年以上在学し、卒業を目指す）
　【大学院】
　・修士科目生
　　（６カ月在学し、希望する科目を履修）
　・修士選科生
　　（１年間在学し、希望する科目を履修）
◆出願期間　12月１日〜平成30年２月28日、
　�３月１日〜３月20日
　（インターネット出願も受け付けています）

 〒840−081５　佐賀市天神３−２−11
　　　放送大学佐賀学習センター　☎22・3308
　　　放送大学ホームページ
　　　http://www.ouj.ac.jp

佐賀県後期高齢者医療広域連合第２期長寿
健康づくり事業実施計画（案）の意見募集

　この計画は、健診・医療情報等に基づくデータ
分析を活用し、広域連合で実施する健康づくり事
業を効果的かつ効率的に行うための指針として、
平成27年３月に策定しました。
　今年度が３カ年計画の最終年度となることから、
次期計画を策定する必要があります。
　つきましては、第２期計画案をあらかじめ公表
し、皆さんからの意見を募集します。
◆募集期間
　12月12日（火）〜平成30年１月10日（水）
◆公表する資料の閲覧場所
　・�佐賀県後期高齢者医療広域連合ホームページ
および事務局の窓口

　・小城市役所　国保年金課（西館１階）
 佐賀県後期高齢者医療広域連合　

　　　業務課 企画・保健係　☎64・8476

佐賀県（地域別）最低賃金が
改定されました

　10月６日から、時間額737円（22円アップ）と
なりました。
　佐賀県特定（産業別）最低賃金の一般機械器具
製造業関係、電気機械器具製造業関係、陶磁器・
同関連製品製造業については、現在、改定審議中
であり、別途決定されます。
　なお、陶磁器・同関連製品製造業（時間額716
円）については、10月６日以降は、新たな陶磁器・
同関連製品製造業の特定最低賃金が発効するまで、
佐賀県最低賃金を下回ることになるため、737円
の佐賀県最低賃金が適用されています。

 佐賀労働局　労働基準部　賃金室
　　☎32・7179

第16回 おぎア・カペラコンテスト
出場者大募集！

　愛と感動のステージを一緒につくりましょう！
◆日時
　平成30年２月11日（日）
　13時〜
◆場所
　ゆめぷらっと小城
◆対象者
　１チーム２人以上、住所・年齢問いません。
※重複出場は不可
◆定員　先着20チーム程度
◆賞品　優勝賞金10万円、
　　　　その他賞品多数
◆申込期限　12月25日（月）
◆申込方法　
　�　グループ名、人数、曲名（１曲）、演奏時間、
代表者氏名、住所、電話番号（携帯電話優先）
をご記入の上、FAXまたはEメールで申し込みく
ださい。

◆参加料
　１チーム1,000円（当日徴収）

 小城ロータリークラブ事務局 
　　　☎090・7988・2５23　FAX 73・3５40
　　　  mam@lapis.plala.or.jp
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