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市役所年末年始の業務案内

　市役所は、12月29日（金）～平成30年１月３
日（水）はお休みとなりますが、下記の業務のみ
市役所（警備室）で受け付けを行います。
　24時間受け付け可能です。
≪出生・死亡・婚姻などの戸籍の届出≫

 市民課（西館１階）　☎37・6100

高齢者等のインフルエンザ予防接種
の費用助成期間を延長します

　インフルエンザの予防接種を希望している人が、
ワクチンの供給不足により予約がとれない状況が
生じています。そこで、下記のとおり費用助成期
間を延長することになりました。
※�12月31日（日）までに希望される医療機関に予
約をされた人に限ります。

◆ 対象者
　12月31日（日）までに下記の①または②に該当
される人
　①65歳以上の人
　②�60歳以上65歳未満で
あって、心臓、腎臓も
しくは呼吸器の機能ま
たはヒト免疫不全ウイ
ルスによる免疫機能に
障がいがある人（身体
障害者手帳１級程度）

　※対象者の延長はありません。
◆接種回数　１回
◆費用　1,300円（自己負担）　　　
◆ 助成期間
　平成30年１月31日（水）までの延長となります。
※�上記助成期間が適応となるのは、平成29年度の
みです。

 健康増進課（西館１階）　☎37・6106

平成30年
小城市消防団出初式

　どなたでも見学できます。
　ぜひ会場へお越しください。
◆日時　平成30年１月７日（日）
　　　　９時～
◆場所　小城公園グラウンド
　　　　（雨天時：桜岡小学校体育館）

 防災対策課（西館２階）　☎37・6119

Kids Fun「主役はきみだ！」
出演者・司会者を募集！

　ドゥイング三日月のステージで発表してみませ
んか？子どもが主役の発表会です。
　きみのパフォーマンスを待っています！
◆参加資格
　小城市内で活動する高校生までの団体および個人
　・�出演者会議（４月および開催前日リハーサル）

に参加できること
　・�当日、開会式から閉会式まで参加できること
　・ピアノ以外の道具は持参すること
　・出演にかかる経費は各自で負担すること
　・�司会者は、２人１組とする
◆募集内容　出演：10組程度
　　　　　　司会：１組
◆申込期限　平成30年２月２日（金）
◆内容　舞台発表ができれば、何でもOK
◆公演日時　平成30年５月13日（日)
　　　　　　13時30分～
◆公演場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆主催　小城市こども未来塾�～あゆの会～

 〒８４５−８５11
　　　小城市役所 生涯学習課内
　　　「Kids Fun 主役はきみだ！募集」係
　　　☎37・6132
　　　  syougaigakusyuu＠city.ogi.lg.jp
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小城市公民館体験講座「知っておきたいくらしとお金
～お金との上手な付き合い方～」参加者募集！

　私たちの生活に密接に関わる、「金融」や「経済」
の仕組みについて楽しく学びます。将来を楽しく
過ごすために、お金の有効活用や、ライフプラン
設計、相続方法などの知識を身につけましょう。
◆日時　
　①平成30年１月16日（火）　13時30分～15時
　②平成30年１月23日（火）　13時30分～15時
　※①②は同じ内容です。
◆会場　①ドゥイング三日月
　　　　②牛津公民館
◆講師　野村證券㈱�投資情報部　斉

さい
川
かわ
幹
みき
也
や
さん

◆対象者　市内在住の人
◆定員　30人（先着順）
◆参加費　無料
◆申込期限　各開催日の３日前

 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

統計調査員の登録者を募集

　統計調査員は、統計調査が実施されるごとに、
事前に登録された人の中から任命され、調査業務
に従事します。
◆登録要件
・市内在住で20歳以上の人
・税務、警察、選挙に直接関係のない人
・�暴力団員でない人、暴力団員・暴力団と関係の
ない人

◆調査員の仕事
・調査員説明会への出席
・調査票の配布、回収、整理、提出
◆報酬　１調査�３～５万円程度
◆ 登録方法　本人確認ができるもの（運転免許証
など）と印かんを持参し、企画政策課で登録申
請をしてください。

 企画政策課（西館２階）　☎37・611５

自衛官候補生募集

◆募集種目
　自衛官候補生（男子）
※３月下旬～４月上旬入隊予定
◆受験資格　18歳以上27歳未満
◆受験日および試験場所
　〈第6回〉平成30年１月27日（土）
　〈第７回〉平成30年３月３日（土）
　陸上自衛隊　目達原駐屯地
　詳細は、自衛隊佐賀地方協力本部ホームページ
でご覧ください。

 自衛隊佐賀地方協力本部　募集課
　　☎2４・2291

『おぎまんが』が本に
なりました！

　『おぎまんが』は、今年２月からスター
トした小城市の新しい広報事業で、主
人公の謎の肥前こま犬と小城
に住む高校生たちが繰り広げ
るストーリーの中に、小城市
の文化や歴史、名所、イベン
トなどさまざまな事柄を方言
も交え、楽しく漫画で紹介し
ています。
◆作者　小城乃はなさん
◆設置場所
　市内の図書館、保健福祉センター、公民館など
※�インターネットでも閲覧できます。下記のURLか
らご覧ください。https://ogyutto.jimdo.com
 総務課（西館２階）　☎37・6113

AR動画が
見られます
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水道管にも冬支度を！！

　過去には記録的な大寒波で、多くの漏水事故が
発生しました。早めの対策をお願いします。
・夜の冷え込みにご注意
　�　気温が低下すると水道管が凍ったり、破裂し
たりします。特に氷点下４度以下になる場合で
は、屋内の水栓も破損する可能性がありますの
で、ご注意ください。
　�　寒い時期は、天気予報に気をつけ、凍結の恐れ
があるときには防寒などの処置をしてください。

・防寒の方法
　�　屋外で露出している水道管や水栓は市販の保
温カバーや布を巻いて、これらが雨などで濡れ
ないように、上からビニールなどで覆い、保温
してください。

・宅内の漏水確認方法
　①宅内の蛇口を全て閉めてください。
　②�水道メーターのパイロット（水を出したら回

転する所）を確認してください。もし、回っ
ていれば漏水の可能性があります。

　③�漏水が確認された場合には、指定給水装置工
事店で早めに修理をお願いします。

 ・水道課（ゆめぷらっと小城内）☎73・８８0４
　　・西佐賀水道企業団　　　　☎6８・222５

牛津音頭保存会を結成します！！

　牛津音頭は、牛津町地域婦人会を中心に、産業
まつりや町民運動会などで踊られていて、牛津町
民へ伝承されています。
　今後も、多くの町民の皆さんに末永く親しまれ
育まれることを願い、牛津音頭保存会を結成しま
す。そこで牛津音頭を一緒に普及していただく人
を募集します。
　一緒に牛津音頭を保存していきましょう！！

 牛津音頭保存会立ち上げ準備室
　　　☎090・1８72・５30５（川副）

　各地区の子どもクラブが取り組んだ、新入生の
歓迎会、地域の美化活動、灯付け、クリスマス会
など１年間のさまざまな活動を子どもたちが元気
いっぱいに発表します。どうぞお越しください。
◆日時　
　平成30年１月28日（日）　９時30分～12時
◆場所　ドゥイング三日月　ホール
◆発表地区　桜岡地区‥‥上町・中町
　　　　　　岩松地区‥‥�松本、大日・馬場
　　　　　　晴田地区‥‥西新町・萩ノ町
　　　　　　三里地区‥‥三里ふれあい自然塾
　　　　　　三日月地区‥緑・金田
　　　　　　牛津地区‥‥生立ヶ里・泉
　　　　　　芦刈地区‥‥三条
　　　　　　　　　　　　八枝、立野、虎坊、川越
◆アトラクション　ギター弾き語り　泉

いずみ
るな�さん

　　　　　　　　　（小城高校２年生）
◆対象者　どなたでも
◆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（森永・久保）

平成２9年度 小城市モデル子ども
クラブ発表会を開催します！

小城邦楽会１0周年記念演奏会
～第３回　邦楽のしらべ～

　小城邦楽会結成10周年を記念し、演奏会を開催
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24日（日）　13時～
◆場所
　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆対象者　どなたでも
◆入場料　無料

 小城邦楽会　☎72・276８（太田）
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職業訓練受講生募集

　平成30年３月入所生を募集します。

◆ 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
◆応募期限　平成30年１月31日（水）
◆選考日
　平成30年２月７日（水）　※筆記試験、面接
◆訓練期間
　　平成30年３月２日（金）～８月30日（木）
◆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

募集科名 定員
CAD/NCオペレーション科

各15人板金・溶接施工科

電気システム施工科
（若年者訓練コース）

住環境CAD科 24人

ゆめさが大学佐賀校 学生募集

　仲間と一緒に楽しみながら学べ、地域に生かせ
る内容です。
◆応募資格
　おおむね60歳以上
◆ 講義内容
　�　佐賀の歴史（維
新150年）、栄養と
健康、文化・芸術、
パソコンなど年間
60講義

◆募集期限
　平成30年３月16日（金）
◆ 申込方法
　�　入学願書の提出が必要です。詳細は、下記ま
で問い合わせください。
 ゆめさが大学事務局

　（公益財団法人　佐賀県長寿社会振興財団）
　　☎31・４16５

司法書士による
電話無料法律相談

　成年後見、相続遺言、登記、
借金問題のことなど、気軽にご
相談ください。
　相談内容の秘密は厳守します。
◆受付時間・内容
　〈毎週月・木曜日　18時～20時〉
　　相続遺言、登記、借金問題など
　〈毎週火曜日　18時～19時30分〉
　　相続遺言、登記、成年後見など
※祝日、年末年始、お盆を除く
◆無料相談専用電話番号
　☎0952・29・0635

 佐賀県司法書士会　☎29・0626

新蕎麦会を開催します

　江里山蕎麦の会では、今年も無農薬で栽培した
蕎麦粉を使った新蕎麦会を開催します。
◆日時　平成30年１月28日（日）　10時～
◆場所　江里山公民館
　　　　（小城市小城町岩蔵）
◆参加費　1,500円
◆持参するもの
　包丁、手ぬぐい、マイ蕎麦ちょこ、マイ箸

 江里山蕎麦の会　☎66・0８26
　　　☎090・８762・８326（田中）
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