
5月14日 10：00～17：00
☎0952‒97‒5507

あんず薬局もっちり麦
試 食 会

日時

あんず薬局

小城市小城町松尾4010‒5
（ひらまつ病院となり）

月～金　9:00～19:00
　土　　9:00～17:30
日・祝　休み場所

月 営業
時間

す
べ
て
の
病
院
の
処
方
箋

を
受
け
付
け
て
い
ま
す

どなたでも気軽にお越しくだ
さい！
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開催案内

牛津分室　ブックリサイクル

　図書館で不要になった本、雑誌を無料でお譲り
します。１人何冊でもお持ち帰りいただけます。
当日は、本を入れる袋をご持参ください。
◆日時　５月５日（土・祝）　10時～
◆場所　牛津公民館　１階１－２研修室
※ 資料によっては汚損・破損しているものもあり

ます。ご了承ください。
 市民図書館　牛津分室　☎37・6144

市民図書館
でっかいおはなし会

　たのしいおはなし大集合！絵本の読み語りや手
遊びなどがありますよ。どなたでも参加できます
ので、ぜひ遊びに来てください♪
◆日程　５月12日（土）　15時～
◆場所　ドゥイング三日月　大研修室

 市民図書館　三日月館　☎7２・4９46

「子どもの安全を地域で見守る会」
を開催します

　子どもたちの登下校の安全を青色回転灯装備車
で見守る「青色防犯パトロール」や、子どもたち
が不審者と遭遇したときの緊
急避難所となる「子ども110
番の家」など、小城市の子ど
もたちの見守り活動に参加し
ませんか。
◆日時　５月25日（金）
　　　　19時30分～21時
◆場所
　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆内容
　①青色防犯パトロールの講習
　※後日、実施者証が交付されます
　②現在活動されている皆さんからの報告
　③ 子ども110番の家に子どもが駆け込んで来た

時の対応についての研修
◆参加費　無料

 小城市青少年育成市民会議（生涯学習課）
　　　☎37・613２

第４回 Kids Fun「主役はきみだ！」
未来のスターを見に来てください！

　市内の子どもたちが主役の発表会を開催します。
　子どもたちの元気なパフォーマンスを、ぜひ見
に来てください！
◆日時　５月13日（日）　13時30分～
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆内容　 ダンス、ピアノや歌など、グループ・個

人による発表
◆入場料　無料
◆対象者　どなたでも

 小城市こども未来塾 ～あゆの会～ 事務局
　　（生涯学習課）　☎37・613２

緑の募金にご協力を
お願いします

　「緑の募金」運動は年に２回行わ
れます。この期間に集まった募金は、
身の回りの緑化や森林の整備などの
幅広いボランティア活動を支援し、
森林・緑づくりに役立っています。
　地球温暖化防止や水の供給源として欠くことの
できない森林・緑を次代へ引き継ぐため、ご協力
をお願いします。
◆運動期間　春期　３月１日～ ５月31日
　　　　　　秋期　９月１日～10月31日

 美しい緑の郷土づくり県民運動
　　小城市推進協議会（農林水産課内）
　　☎37・61２5

防 犯
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開催案内

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　５月12日（土）　10時～12時
◆会場　牛津総合公園グラウンド
　※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　各日３日前まで
※１日のみの参加も可。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

小城市公民館体験講座
「楽しいホームヨーガ」

◆期日・会場
　①５月12日（土）
　　７時30分～９時【会場：牛津公民館芝生広場】
　②５月2４日（木）
　　19時～20時30分【会場：牛津公民館ホール】
◆内容
　初心者向けのホームヨーガ
◆対象者
　市内在住の成人
　（小学校高学年より参加可）
◆定員　４0人（先着順）
◆参加費　無料
◆持ってくるもの
　ヨガマット、タオル、飲み物、
　動きやすい服装
◆申込期限
　各日３日前まで
※１日のみの参加も可。

 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

第７期介護保険事業計画に
関する住民説明会を開催します

　佐賀中部広域連合では、平成30年度から平成32
年度までの介護保険事業の運営方針や保険料の算
定基礎を定めた第７期介護保険事業計画を策定し
ましたので、住民説明会を開催します。
　ぜひご参加ください。
◆日時　５月28日（月）　1４時開始
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
※申し込み不要

 佐賀中部広域連合　総務課　☎２0・0800

６次産業化支援事業補助金の募集

　平成30年度の「小城市農商工連携・６次産業化
支援事業補助金」の募集を始めました。
◆ 対象者　①市内の農林水産業者、法人（農林水

産関係）、生産組合、生産部会、その他農林漁業
者が組織する団体など

　 ②上記①の個人や団体と連携して加工・販売を
実施する商工業者および団体　

◆募集期間　４月９日（月）～
※ 詳細は、市ホームページをご覧になるか、問い

合わせください。
　市ホームページから ６次産業化 検索

 農林水産課（東館１階）　☎37・61２5
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スマートフォン、パソコンでも快適に読めます！

おぎなうをスマホに入れて小城を楽しみましょう
小城を100倍楽しくする
小城のフリーペーパー

おぎの情報を発信しています
http://oginow.sagasubanta.com スマホの方はアプリをインストールしてください。

Catalog Pocket/カタポケ

iOS
の方

Android
の方

無料

Facebook最新情報は にて

小城市小城町253番地４（音成印刷内）
TEL 0952－73－4113　FAX 0952－73－3540おぎなう編集局

４
月
20
日

発
行
予
定
！！

有料広告

平成30年度 
警察官A採用試験募集

　佐賀県の安全・安心を守る若者を募集していま
す。警察官になって共に頑張りましょう！
◆受験資格　
　・ 平成元年４月２日以降に生ま

れた人
　・ 大学既卒者または平成31年

３月末までに卒業見込みの人
◆受付期間　５月７日（月）～31日（木）
◆試験日　７月８日（日）
◆受験申込書
　申込書は、小城警察署で配布しています。
※ 佐賀県警察本部のホームページからも応募でき

ます。
 ・佐賀県警察本部 警務課　☎２4・1111

　　　・小城警察署　　　　　　 ☎73・２２81

第６回佐賀にわか座長大会

　県内トップクラスの佐賀にわか劇団の共演です。
笑いで元気になりましょう！
◆日時
　５月13日（日）　13時 開場／1４時 開演
◆場所　牛津公民館
◆入場料　500円（小学生以下は無料）
◆出演一座
・牛津仁

に
〇
わ

加
か

倶楽部（牛津町）
・はっぴぃ♡かむかむ（鹿島市）
・きんちゃん一座（佐賀市）
※ 前売券発売については、牛津赤れんが会に問い

合わせください。(先着200人)
 牛津赤れんが会　☎080・46９4・3158

「小城市商工会」に名称が
変わりました

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

 小城市商工会　☎66・0２２２

B型肝炎被害救済
のための手続説明会

　全国B型肝炎訴訟佐賀弁護団では、小城市近隣
にお住まいの人を対象に、集団予防接種によるB
型肝炎被害救済のための手続説明会を実施します。
◆日時　５月26日（土）　10時～12時
◆場所　ゆめぷらっと小城
　前日までに予約いただくと、スムーズにご案内
できます。

 全国Ｂ型肝炎訴訟佐賀弁護団事務局
　　　☎２7・673９

「石工の里ふれあいウォーキング」
参加者を募集します

　石工の里と呼ばれる砥川一帯は、石仏や石造物
がいっぱい。自然のなかを散策し、心地よい汗を
かきませんか？
◆日時　５月20日（日）　８時50分～16時
◆集合場所
　永福寺（牛津町寺町、国道3４号沿線）
◆受付　当日受付
　　　　（事前予約不要。弁当は当日注文受付）
◆参加費　500円
　　　　　（保険＋資料代含む。弁当注文は別途
　　　　　　500円必要です）
◆コース
　永福寺（坐禅体験）～内砥川八幡神社～西光寺
　～谷公民館～常福寺（昼食）～仏舎利搭
　～空山観音～長勝寺～熊野権現～永福寺
◆服装　山道に適した軽装（長袖・ズボン）

 うしづ石工の里を未来に伝える会
　　　☎0９0・９4９２・66２９（事務局  大橋）
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広報「さくら」で小城市へPR！

☎0952-73-4113
小城市小城町253番地４
http://www.otonari.co.jp/

みなさまの想いをカタチに

発行日／毎月20日

まずは、
お気軽にお問い
合わせください。

信頼ある媒体
公の機関の発行！

インターネットでも閲覧OK
配布地域外の方にもアピール！

小城市の皆さんへ
あなたの会社や
お店をPRできます 広告募集中

広告効果バツグン！

約15,000戸に配布
小城市内

有料広告

情報
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ろ
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募集情報

開催案内

依存症で悩んでいませんか？

　ＡＡ（アルコホーリクス・アノニマス）による、
オープンミーティングを開催しています。
　飲酒の問題に悩む家族、本人のためのミーティ
ングがあるのをご存じですか？体験を語ったり、
不安や悩みを分かち合うことが、支えになります。
　オープンミーティングに参加してみませんか。
◆日時　毎週火曜日　19時～20時
◆場所　東多久公民館

 ＡＡ九州沖縄セントラルオフィス
　　　☎・FAX 0９９・２48・0057
　　　http://www.aa-koco.com

オストメイト交流会

　ストーマ装具の悩みや外出の不安などはありま
せんか？交流会では、似たような経験をした人の
話を聞くことができます。ご本人だけでなく、ご
家族も気軽にお立ち寄りください。
◆日時　第４火曜日　10時～12時
◆場所　ひらまつ病院　２階　第２会議室
◆参加費　無料
　※事前の申し込みは不要です。

 公益社団法人　日本オストミー協会佐賀県支部
　　☎0９0・7２９4・２511（眞子）

母の日・父の日に
火の用心の贈り物を

　大切な人を住宅火災から守る
ため、次のような火の用心の贈
り物をされてみてはいかがで
しょうか？
◆住宅用火災警報器
　火災をいち早く感知し知らせ
てくれます。
◆住宅用消火器
　火が小さいうちに消すことが
出来ます。
◆防炎品
　燃えにくい素材で作られています。エプロン、
カーテンや寝具類などさまざまな種類があります。
　検討中の人は、ぜひ火の用心の贈り物を！

 佐賀広域消防局　予防課　☎33・6765

感電事故防止のお願い

　感電事故防止のため、絶対に電線付近で鯉のぼ
りをあげたり魚釣りをしたりしないでください。
　なお、万が一鯉のぼりや釣り糸が電線にかかっ
てしまった場合は、自分で取ろうとせず、お近く
の九州電力までご連絡ください。

 九州電力株式会社　佐賀営業所
　　☎01２0・９86・303

慰霊巡拝の実施

　旧主要戦域となった陸上や
遺骨収集の望めない海上など
における戦没者の遺族を対象
として、厚生労働省が実施す
る慰霊巡拝の参加者を募集し
ます。
　実施日程、申込締切日などは地域ごとに異なり
ます。
　詳細は問い合わせください。
◆派遣地域
　アルタイ地方、ケメロボ州、ノボシビルスク州、
　ハバロフスク地方、中国東北地方、
　イルクーツク州、沿海地方、東部ニューギニア、
　北ボルネオ、ビスマーク諸島、ミャンマー、
　パラオ諸島、フィリピン、硫黄島

 佐賀県　福祉課　☎２5・7058
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プ レ ゼ ン ト 賞 品
★株式会社 友桝飲料
　「ミニドリンク（95㎖）３本組」

★井口食品 株式会社
　「海苔ふりかけ」

（蜂蜜れもん・スワンサイダー・
  n.e.o（ネオ）プレミアムジンジャーエール）

※当選者の発表は、プレゼントの発送をもってかえさせていただきます。

読者コーナー

読ん
で当
てよ
う

次の○○に入る文字を、それぞれお答えください。問題

さくら  クイズ

【応募先】 〒845－8511（小城市役所専用の郵便番号）小城市 総合戦略課 秘書広報係
　　　　 《Eメール》kouhou@city.ogi. lg.jp

※個人情報の取り扱いについて：お寄せいただいた個人情報は賞品の発送にのみ使用させていただき、
　この目的以外に使用することは一切ありません。

3月号の答えは、①本丸 と ②おたっしゃ でした。　　34通（正解者34人）の応募の中から、当選者にはプレゼントを送付しました。前回の答え

◎広報『さくら』毎回楽しみに見ています。本丸くん懐かしいなあ。（19歳女性）◎日常生活に役立つ、盛りだくさんな
情報が網羅されて、毎回楽しみに拝見しています。旬の食材deお手軽レシピは、大変助かります。グルメ情報もできれば
お願いします。（67歳男性）◎さくらクイズ毎回楽しみにしています。小城に来て５年、小城のことをもっと知りたいで
す。（65歳女性）◎本丸くんが来る日は本を借りに行っています。（64歳女性）◎いつも利用している図書館が特集されて
嬉しいです。芦刈は行ったことがなかったので、地図があると分かりやすかったなと思いました。（29歳女性）

今後特集してほしい
ことなどありましたら
「読者のひとこと」 に
お書きください！

1 小城市内に、空家等と推定される建物
（住宅系）は、○○○棟あります。

2
ヒント 数字

ヒント ひらがな

■応募方法：はがきまたはＥメールに、クイズの答え・住所・氏名・年齢・電話番号・希望するプレゼント名と、
　　　　　　「読者のひとこと」を必ず添えて、５月10日（木）（当日必着）までに、ご応募ください。（１世帯につき１通）

・・・・・

特集（2ページ）からの問題です。

小城市食育キャラクターの
名前は「○○○！くん」です。

７ページからの問題です。

５名様

５名様
※当選者には、賞品引換券を
　お送りしますので、引換場所
　でお受け取りください。

引換場所 ： 
総合戦略課の窓口

カウンセリング公開講座の
受講生募集

　この講座では、カウンセリングの基礎的学習を
受けることができます。電話相談員を志す人、カ
ウンセリングを学びたい人、各種の相談業務に携
わっている人など、相談員になる、ならないに関
わらず自己成長を図るため公開講座に参加しませ
んか？
◆期間
　５月～７月、毎週１回（合計11回）
◆場所
　アバンセまたはメートプラザ佐賀（佐賀市）
◆受講資格　20歳以上
◆定員　水曜班（19時～21時）
　　　　土曜班（1４時～16時）
　　　　各４0人
◆応募期限　４月27日（金）
◆受講料　15,000円（学生　10,000円）

 佐賀いのちの電話　事務局
　　　☎34・4186（平日10時～17時）

職業訓練受講生を募集します

　平成30年７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　５月１日（火）～30日（水）
◆筆記試験・面接日　６月６日（水）
◆訓練期間
・ものづくりベーシック科
　４カ月（７月３日（火）～10月2４日（水））
・電気設備施工科
　６カ月（７月３日（火）～12月26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
ものづくりベーシック科 15人
電気設備施工科 18人
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