
芦刈分室　ブックリサイクル

　図書館で保存期限が過ぎた雑誌、本などを無料
でおゆずりします。
　１人何冊でもお持
ち帰りできます。市外
の人も参加できます
ので、ぜひお越しくだ
さい。
　当日は、本を入れる
袋をご持参ください。
◆日時
　3月18日（日）　10時～16時
　※�なくなり次第終了となります。
◆場所
　あしぱる　和室

 市民図書館　芦刈分室　☎37・6141

（１月入札分で予定価格が1,000万円を超えるもの）� （単位：円、％）

 財政課（西館２階）  【担当】古賀・野中　☎37・6117

入札結果を公表します 小城市ホームページから
検索入札結果

※入札結果は、市ホームページでも公表しています。

工事名等 指名業者等 落札業者 落札決定額 
(うち消費税相当額)

予定価格 
(うち消費税相当額) 落札率 入札執行課

平成29年度
社会資本整備総合交付金事業
（橋りょう補修）宮本橋他橋りょう補修工事

㈱下村建設、㈱政工務店、岡本建設㈱、
㈱中島工務店、㈱久保建設

㈱下村建設
26,136,000
(1,936,000)

27,626,400
(2,046,400)

94.61

財政課�
☎37・6117

平成29年度
小城公共下水道事業
甘木第３号管渠布設工事

西岡建設㈱、㈱下村建設、㈱エグチ・ビルド、
㈱政工務店、㈱城南建設、岡本建設㈱、
㈱大義建設、㈱中島工務店、㈱久保建設

岡本建設㈱
40,932,000
(3,032,000)

43,264,800
(3,204,800)

94.61
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一日図書館職員を体験しよう！！

　「図書館の仕事ってどんなことをするんだろう？
やってみたいな！」そう思ったことはありません
か？一日図書館職員になって図書館の仕事を体験
してみませんか？
◆日時　3月28日（水）　８時30分～12時
◆場所　三日月館
※�今回は、三日月館でのみ行います。
◆対象者　市内在住の小学3年生～６年生
◆定員　４人
◆募集期限　3月４日（日）
◆ 応募方法　市民図書館全館カウンターまたは電
話で申し込みください。
※�応募者多数の場合は抽選を行い、後日結果をお
知らせします。

 市民図書館　三日月館　☎72・4９46
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小城市公民館体験講座「発見×
発見・地域の歴史」参加者募集

　講師の先生から芦刈町の歴史（祭りや行事など）
を聞いて、そこから現在や未来にむけて地域を楽
しむヒントを皆さんで考えましょう。
◆日時　3月24日（土）　10時～11時30分
◆場所　あしぱる
◆講師　・小城郷土史研究会　岡

おか
本
もと
澄
すみ
雄
お
さん

　　　　・芦刈音頭保存会
◆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　3月23日（金）

 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

小城市公民館体験講座
「おぎ羊

よう

C
か ん

AN！親子で作っちゃおう!」
　小城市の銘菓「小城羊羹」を親子で作ります。
世界に一つだけのオリジナル羊羹を作りましょう。
◆日時　3月3日（土）　10時～
◆場所　ゆめぷらっと小城　クッキングスタジオ
◆対象者　小学４年生以上の子どもとその保護者
◆定員　８家族（先着順）
◆参加費　1,000円（１家族）
◆申込期限　2月27日（火）
◆持ってくるもの
　バット（羊羹を作るために必要）

 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

小城市公民館体験講座「ふるさと学講座
〜うしづの歴史編〜」参加者募集

　牛津町の成り立ちや歴史にまつわる疑問、質問
を講師の先生にわかりやすく解説していただきま
す。今と昔の町並みの違いを、写真で見比べる
フィールドワークも行います。
◆日時　3月４日（日）
　　　　10時～12時
◆場所　牛津公民館
◆講師　小城郷土史研究会　川

かわ
副
そえ
正
まさ
文
ふみ
さん

◆対象者　市内在住の小学生から大人まで
◆定員　30人（先着順）
◆参加費　無料
◆申込期限　3月2日（金）

 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

「小城市商工会」に名称が
変わります

　「牛津芦刈商工会」は、４月１日（日）から、
「小城市商工会」に名称が変わります。

 牛津芦刈商工会　☎66・０222

日本民謡翔謡会
三十周年記念発表会

　三味線合奏・民謡・民舞・銭太鼓・踊り太鼓な
ど盛りだくさんの発表会です。先着200人に紅白
もちのプレゼントもあります。
◆日時　3月11日（日）　９時～（開演�９時30分）
◆場所　ドゥイング三日月
◆定員　なし
◆入場料　無料

 民謡翔謡会　☎72・48０4（中原）
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小城市放課後児童クラブ
支援員募集

　「子どもが大好きだから子ども関係の仕事をし
てみたい」「子どもたちの育ちに関わってみたい」
「放課後児童クラブに興味のある」人、小城市放課
後児童クラブで支援員として働いてみませんか？
「まずは、話を聞いてみたい」という人も大歓迎。
気軽にお電話ください。
◆勤務期間　平成31年3月31日まで
※契約更新の可能性あり
◆勤務時間
・平日14時～18時
・土曜・長期休暇
　８時～18時の内６時間～８時間程度
　※終業は19時まで延長する場合もあり
◆勤務内容　放課後の児童健全育成支援
◆賃金　850円／時給
◆その他　月給制の働き方もあり
※その他詳細は問い合わせください。

 特定非営利活動法人
　　　佐賀県放課後児童クラブ連絡会
　　　☎37・8553（山口）

JRウォークが開催されます

　心地よい早春の風を感じながら、風情感じる長
崎街道やひな祭り、牛尾梅林の梅まつりにふれ、
地元グルメ、野鳥観察も楽しめる約11kmのコー
スを歩きます。のんびり牛津の町を散歩して心と
体のリフレッシュをしませんか？
◆日時　3月3日（土）
◆スタート受付
　８時30分～11時（事前予約不要）
◆ゴール受付　15時まで
◆受付場所　牛津駅
◆定員　なし
　詳しくは� JRウォーク 検索

 牛津駅　☎66・００4９

「春季全国火災予防運動」が
実施されます

　この運動は、火災が発生しやすい時季を迎える
にあたり、火災の発生を防止し、高齢者を中心と
する死者の発生を減少させるとともに、財産の損
失を防ぐことを目的としています。
平成2９年度全国統一防火標語
『火の用心　ことばを形に　習慣に』
◆実施期間　3月１日（木）～７日（水）
★住宅用火災警報器の設置は義務です。
　また、いざという時のために点検とお手入れを
忘れずに！

 佐賀広域消防局　予防課　☎33・6765

青年国際交流事業に
参加しませんか

　内閣府では、平成30年度に実施する青年国際交
流事業（「東南アジア青年の船」事業／「世界青
年の船」事業／国際青年育成交流事業／日本・中
国青年親善交流事業／日本・韓国青年親善交流事
業／地域コアリーダープログラム）の参加青年を
募集しています。
◆応募資格
　18歳以上30歳以下（平成30年４月１日現在）
　※�「地域コアリーダープログラム」のみ23歳以

上40歳以下
◆申込期限　3月28日（水）
◆説明会
・日時　3月10日（土）　10時～12時
・場所　アバンセ　第2研修室Ａ

 ・内閣府青年国際交流担当室
　　　　☎０3・6257・1434
　　　・佐賀県　こども未来課
　　　　子ども・若者育成支援担当　☎25・735０
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医療費控除の申告手続きにおける
「医療費控除の明細書」に関するお知らせ

　佐賀県後期高齢者医療広域連合から「後期高齢
者医療に係る医療費のお知らせ」（９～12月診療分）
を、2月23日（金）に発送します。
　このお知らせは、医療費控除の申告手続で平成
29年中の医療費の明細書として使用することがで
きます。医療機関などからの請求書が遅れている
などの理由で記載されていない場合は、別途領収
書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、
その明細書を申告書に添付してください。
　また、「患者負担額」の欄には、自己負担相当額
が記載されています。「支払った医療費の額」と実
際にご自身が負担された額が異なる場合、ご自身
で額を訂正して申告してください。
※�領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作
成した場合や、ご自身で額を訂正した場合は、
医療費領収書は確定申告期限から５年間保存す
る必要があります。
　なお、医療費控除の申告に関することは、佐賀
税務署に問い合わせください。

 ［ 申告に関すること ］
　　佐賀税務署　☎32・7511
　　［ 医療費に関すること ］
　　佐賀県　後期高齢者医療広域連合
　　☎64・8476

第２回合同絵画展を開催

　小城市文化連盟所属の油絵、水彩の2つのサー
クルが、約30点の作品を展示します。
◆日時　3月20日（火）～25日（日）
　　　　９時30分～17時（25日は15時まで）
◆入場料　無料
◆場所　ゆめぷらっと小城

 クローバ会　☎66・2316（源五郎丸）

佐賀県がん患者・家族集いの会

◆日時　3月12日（月）　受付�12時30分～
◆場所　佐賀県健康づくり財団3階
　　　　（佐賀市水ヶ江１丁目12−10）
◆定員　がん患者・その家族　30人（受付順）
◆内容
　13時～14時　「簡単！かわいい！手作り“しおり”」
　　　　　　　　先生　隈

くま
本
もと
ヒデ子

こ
さん

　14時～16時　親睦・交流会
◆参加費　１人300円（お茶菓子付き）
◆申込方法　住所、氏名、電話番号、家族同伴の
有無を電話でご連絡ください。（電話受付は、毎週
月・水・金の９時30分～13時、14時～16時30分のみ）
◆申込期限　3月７日（水）

 佐賀県がん総合支援センター
　　　☎０12０・246・388

無料で子宮頸がん検診が
受診できます

◆日時　3月24日（土）
　・９時～　子宮頸がん検診
　・検診終了後～　子宮頸がん検診基礎講座
◆場所　公益財団法人　佐賀県健康づくり財団
　佐賀県健診・検査センター
　（佐賀市水ヶ江１丁目12−10）
◆対象者　次のいずれにも該当する人
　①佐賀県内に居住する20～39歳の女性
　　（基準日は平成30年3月31日現在）
　②�過去に子宮がん検診を受診したことがない、
または前回受診後3年以上経過している人

◆定員　40人（予約先着順）　◆料金　無料
◆申込期限　3月23日（金）

 佐賀県健康づくり財団
　　　健診部健診企画渉外課　☎37・33０3
　　　（月～金曜日　９時～15時）
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