
情報
INFORMAT ION

い
い
ろ

ろ
お知らせ

募集情報

開催案内

「赤ちゃん土俵入り」出場者募集

　芦刈町の乙宮神社御
おん
田
だ
祭
さい
では、奉納子ども相撲

大会が開催され今年で28回目になります。
　昨年に続き、赤ちゃんが元気にたくましく育つ
ようにと健勝を祈願して「赤ちゃん土俵入り」を
行います。
　土俵入りする赤ちゃんたちは、泣いたり笑った
りとさまざまな表情を見せてくれます。
　ぜひ、参加してみませんか。
◆日時
　５月１日（火）　14時30分～
　受付時間　13時～13時30分
◆場所
　乙宮神社相撲場（芦刈町中溝）
◆対象者
　おおむね平成28年10月１日～
　平成29年11月30日生まれ（30人）
※市外の人も参加可能です
◆祈願料
　3，000円（御札・落雁・記念写真代など）
◆募集期限　４月19日（木）
※当日は、申し込み順で土俵入りを行います

 芦刈町体育協会事務局（芦刈公民館内）
　　　☎37・614０

⼩城市戦没者追悼式を開催

　先の大戦において亡くなられた戦没者の方々を
追悼し、恒久の平和を祈念するため、市主催によ
る戦没者追悼式を開催します。
◆日時　４月21日（土）
　　　　９時30分�受付／10時�開式
◆場所　ドゥイング三日月
◆参加対象者　戦没者のご遺族
  社会福祉課（西館１階）　☎37・61０7

佐賀県さわやかスポーツ・レクリ
エーション祭が開催されます

　スポーツ・レクリエーションの無料体験や16種
目の交流大会が実施されます。
◆日程　５月27日（日）
　　　　（一部種目は別日程で実施されます）
◆場所
　鳥栖市、多久市、神埼市、吉野ヶ里町、基山町、
上峰町、みやき町および佐賀市の各施設
◆参加費
　・スポーツ・レクリエーション体験　無料
　・交流大会
　　大人800円、子ども（小学生以下）400円
　　（傷害保険料を含む）
◆申込期限　４月27日（金）
※�詳細は、市役所生涯学習課または各町公民館で、
種目別の実施要項を確認してください。
 生涯学習課（☎37・613２）、各町公民館
 実行委員会事務局（佐賀県スポーツ課内）

　　☎２5・7331

「市長と語る会」を開催しませんか

◆対象者
　市内の各地区や各種団体（商工団体、農業団体、
老人会、PTA、ボランティアなどの市内の任意団体）
で、５人以上が集まる会議や集会など。
※酒席はご遠慮させていただきます。
◆日程・時間
　市長の日程が確保できる日。1時間～1時間30分
程度。
※�申込受付後、市長のスケジュールを調整し、日
程を決定します。
※�会場は、申し込みをされる皆さんでご用意くだ
さい。

 総務課（西館２階）　☎37・6113
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春の普茶料理食事会を開催

　普茶料理とは、江戸時代初期に中国から伝来し
た黄
おう
檗
ばく
宗
しゅう
の精進料理です。

◆日時　４月22日（日）　12時～
◆場所
　小城公民館　晴田支館
◆食事券　4,000円／人
◆食事券の販売（先着6０人）
　４月２日（月）～　なくなり次第終了

 一般社団法人　小城市観光協会　☎7２・74２3

石
しゃく
体
たい
まつり　第15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
　４月15日（日）　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
　（山

やま
田
だ
節
よし
和
かず
＆森
もり
田
た
希
き
代
よ
子
こ
）、

　石体太鼓、竹とんぼづくり、
　めじろ笛づくり、
　マイ箸づくり　など
◆展示販売
　農産物、手作り小物、唐津焼
◆食べ物　石体そば（手打ち）、せせりの炭火焼、
おにぎり、山菜おこわ、手作りこんにゃく、おはぎ、
草だんご、ドリンク各種　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）

気功教室の参加者を募集します

　健康増進、維持のために参加しませんか？
　初めての人も１日体験ができますので、気軽に
参加ください。
◆日時　毎週木曜日　10時～11時
◆場所　アイル　集団指導室
◆講師　浜

はま
田
だ
節
せつ
子
こ
さん

◆参加費　1,000円／月
　詳細は問い合わせください。

 気功教室　☎66・００19（石丸）

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　４月７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（東島）

　　☎7２・5２11

第２回アルモニア管弦楽団
室内楽演奏会

　すてきなハーモニーを存分にお楽しみください。
　託児も開設しますので、ご利用ください。
◆日時　４月21日（土）
　開場�13時30分　開演�14時
◆場所　ゆめぷらっと小城　２階　天山ホール
◆入場料　500円
※�入場券のお求めは、
ゆめぷらっと小城管
理室まで問い合わせ
ください。
 ゆめぷらっと小城　管理室　☎37・66０1
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住宅用火災警報器の
維持管理について

◆維持管理をしましょう
・�定期的に点検ボタンを押
すなどして作動確認をし
てください。
・�電池切れや故障の際に音
で知らせてくれる機種も
あります。
・�ホコリが入ると誤作動を起こす場合があります。
定期的に掃除をしてください。

◆交換しましょう
　住宅用火災警報器は、古くな
ると電子部品の寿命や電池切れ
などで、火災を感知しなくなる
ことがあります。10年を目安に
交換しましょう。
※ まだ設置されていないご家庭は早急に設置しま

しょう！
 佐賀広域消防局　予防課　☎33・6765

昭和バスからのお知らせ

　全国相互利用可能な交通系ICカード「n
ニ モ カ
imoca」

サービスが開始されました。
　nimocaは、バスにも電車にもお買い物にも使
え、ポイントも貯まる便利でお得なカードです。
　nimocaをぜひご利用ください。
◆対象路線
　昭和バスの運行路線（一部の運行路線を除く）
◆カードの種類
　nimocaのほか、SUGOCA、はやかけん、Suica、
PASMOなどの全国相互利用可能な交通系ICカー
ドがご利用できます。
◆販売場所
　佐賀駅バスセンター、昭和バス営業所、昭和バ
ス車内など
※�詳細は、昭和バスホームページをご覧いただく
か問い合わせください。
 昭和自動車　佐賀営業所　☎64・８6８０

⼩城ウインドアンサンブル
第25回グリーンコンサート

◆日時　４月29日（日・祝）
　　　　開場�13時30分　開演�14時
◆場所　ゆめぷらっと小城　２階　天山ホール
◆プログラム
　マゼランの未知なる大陸への挑戦、美女と野獣、
名探偵コナンメインテーマなど
◆ゲスト　小城中学校吹奏楽部
◆入場料　無料

〈団員募集中〉
　共に演奏できる仲間を募集し
ています。興味のある人は、練
習へ見学に来てみませんか？

 小城ウインドアンサンブル
　　　☎０８０・1733・3611（今泉）

「⼩城映画」の企画委員を募集中！

　小城市映画制作実行委員会では、昨年、牛津映
画『ふたつの巨星～善蔵と与四右衛門』を制作し、
現在も上映活動を続けています。
　これから、小城町の人物や歴史などを題材にし
た「小城映画」の制作を進めていく上で、台本制
作の勉強会参加や撮影スタッフとしてお手伝いを
してくださる人を、随時募集しています。
　地元の子どもたちが小城町をもっと好きになり、
教育現場でも活用してもらえる映画づくりを目指
しています。興味のある人は、お気軽にご連絡く
ださい。

 小城市映画制作実行委員会
　　　☎０9０・5０56・3２０5（松並）
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多重債務の無料出張相談会

　借入れやローンの返済にお悩みの人を対象に、
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。
◆日時　３月28日（水）、４月18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）
◆その他　・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。
 福岡財務支局　多重債務相談窓口

　　　☎０9２・411・7２91（月〜金　９時〜17時）

職業訓練受講生を募集します

　平成30年６月生を募集します。

◆ 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
◆応募期間　４月２日（月）～25日（水）
◆筆記試験・面接日　５月９日（水）
◆訓練期間
　６カ月（６月５日（火）～11月28日（水））
◆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 15人

板金・溶接施工科 15人

住環境CAD科 15人

佐賀市休日等急患センターが
移転します

　４月から佐賀市休日夜間こども診療所、佐賀市
休日歯科診療所が、ほほえみ館から県病院跡地（佐
賀市水ケ江１丁目）に移転します。
　診療日時は今までと変わりません。

【休日夜間こども診療所】
　15歳以下の子どもを対象に、休日・夜間の突然
の発熱、腹痛、咳などの、比較的軽い症状に対す
る応急的な診療を行います。
診療日時
　・平日：20時～22時
　・土曜：17時～22時
　・日曜・祝日・12月31日～１月３日
　　：９時～13時、14時～22時

 ４月８日まで　☎36・9174（ほほえみ館）
　　４月９日から　☎２4・14００

【休日歯科診療所】
　休日の突然の歯痛などの応急的な診療を行います。
診療日時
　・日曜・祝日・12月31日～１月３日
　　：９時30分～16時（受付は15時30分まで）

 ４月８日まで　☎36・9164（ほほえみ館）
　　４月15日から　☎２4・14２6

国道 264号
佐賀県庁

サガテレビ

県立図書館

佐賀城
本丸歴史館

佐賀
龍谷学園

NHK佐賀

佐賀地方法務局

県立博物館

ココ

佐賀市休日夜間こども診療所
佐賀市休日歯科診療所
（旧県病院好生館跡地）
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