
絵柄は豊富に取り揃えております。
詳しくはホームページをご覧ください。

小城市小城町253番地４
TEL 0952-73-4113

還暦祝いや誕生日・お祝いなど、
日頃言えない感謝の気持ちや
大切な想いなどを
言葉にして贈りませんか。

還暦祝いや誕生日・お祝いなど、
日頃言えない感謝の気持ちや
大切な想いなどを
言葉にして贈りませんか。

【A3サイズ】 1枚　1,500円
（2枚目から＋500円）
【ポストカードサイズ】 1枚　170円

音成印刷　言葉の贈り物 検 索

大切な気持ちを言葉に込めて…大切な気持ちを言葉に込めて…

言葉の贈り物言葉の贈り物
【額付タイプ】もございます
　　　（A3サイズ）3,400円

有料広告
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市民図書館ブックリサイクル

　図書館で不要になった本・雑誌を無料でお譲り
します。一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。

小
城
館

◆日時　５月26日（土）　10時～
◆場所　桜城館　ロビー

三
日
月
館

◆日時　6月30日（土）　10時～15時
◆場所　ドゥイング三日月　玄関前

�市民図書館　小城館　　☎７１・１１３１
　　　　　　　　三日月館　☎７２・４９４６

「手話奉仕員養成講座」の
受講生を募集

　6月から開講する手話奉仕員養成講座（入門・
基礎課程）の受講生を募集します。手話に興味が
ある人、以前習ったことがあるけれどもう一度基
礎から学びたい人などの受講をお待ちしています。
なお、講座終了後は市より修了証を交付します。
◆日時　6月18日（月）～12月13日（木）
　　　　毎週月・木曜　計47回
　　　　※祝日の場合は休み
　　　　18時30分～20時30分
◆場所　ゆめぷらっと小城
◆�対象者　�市内に居住・通勤・通学している高校生

以上の人（※高校生は保護者の同意が必要）
◆定員　20人（先着順）
◆内容　手話によるコミュニケーションの基礎
◆受講料　1，240円（テキスト代）
◆申込方法　6月８日（金）までに高齢障がい支
援課窓口で申し込みをしてください。また、市ホー
ムページからも申請書をダウンロードできますの
で、郵送・ファックスでの提出も可能です。

�高齢障がい支援課（西館１階）
　　　☎３７・６１０８　FAX�３７・６１６２

「小城市ふれあい芸能まつり」
を開催

　小城市文化連盟の
発表会を開催します。
初夏を彩る「ふれあ
い芸能まつり」に、
皆さんどうぞお越し
ください。
◆日時　6月17日（日）　13時30分～
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆入場　無料
◆内容　�民謡、謡曲、詩吟、コーラス、大正琴、邦楽、

日舞、フラダンス、リズムダンス、民舞、
伝統芸能で活動する団体の発表会

�小城市文化連盟（生涯学習課内）
　　　☎３７・６１３２

平成30年工業統計調査を
実施します

　工業統計調査は、製造業を営む事業所を対象に、
毎年実施されている国の基幹統計調査です。
　平成29年調査以降より、調査実施日が6月１日
に変わりました。また、回答方法としてオンライ
ン回答が可能になりました。
◆調査方法
　調査員が調査書類を配布
し、オンライン回答または
記入済の調査票を回収しま
す。オンライン回答が確認
できた場合、調査員の再訪
問はありません。
◆調査日程　・調査書類配布　５月中旬以降
　　　　　　・調査票回収　　6月１日以降
　調査の趣旨・必要性をご理解いただき、ご協力
をよろしくお願いします。
�企画政策課（西館２階）　☎３７・６１１5
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☎0952－73－4113
小城市小城町253番地４

Plan
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音成印刷はお客様の想いをカタチにします
音
成
印
刷
に

お
任
せ
く
だ
さ
い

音成印刷 検索

パンフレット、新聞、チラシなどの印刷物
ホームページの制作・運営・管理など

お客様のニーズに応じたご提案をいたします

有料広告

第3６回小城美術工芸展の開催

　小城市文化連盟小城支部美術工芸部門創作活動
の成果を「ゆめぷらっと小城」で発表します。ぷらぁ
～と足を運んで心和むひと時をお過ごしください。
◆日時　５月24日（木）～27日（日）
　　　　９時～17時（最終日16時）
◆場所　ゆめぷらっと小城
　　　　２階�多目的ホール・１階�ギャラリー
◆入場料　無料
◆内容　絵画、水墨画、書、写真、陶芸の作品展示
【アート体験】　26日（土）・27日（日）開催
　10時～16時（最終日15時）
　・うちわ�de�アート（200円）
　・石ころ�de�アート（100円）
　・布�de�アート　　（200円～500円）
　いろんな素材に絵を描いたりスタンプを押した
りしてみよう！
【ギャラリートーク】　26日（土）・27日（日）開催
　館内の作品を、その部門の専門会員が分かりや
すく説明します。芸術を身近に感じることができ
るチャンスです。
�小城市文化連盟小城支部事務局

　　（小城公民館内）☎７３・３２１5

市民講座まちの元気塾
健康相談を受け付けます

　西九州大学地域看護学部看護学科の先生が、皆
さんの健康相談に応じます。
　どなたでも、気軽にご利用ください。
◆日時　５月24日（木）
　　　　6月７日（木）、21日（木）
　　　　７月５日（木）、19日（木）
　　　　13時30分～15時30分
◆場所　ゆめぷらっと小城　１階　研修室
�ゆめぷらっと小城管理室　☎３７・６６０１

「第１回 桜花爛漫ふれあい寄席・
晴田コイコイまーけっと」を開催

　笑う門には福来たる！皆さんのご来場をお待ち
しています。
◆開催日　５月27日（日）
◆場所　出分区コミュニティセンター
　　　　（小城町晴気910−５）
◆入場料　無料
◆内容
・桜花爛漫ふれあい寄席
　（落語・曲芸、餅まきなど）
　①11時～
　②13時30分～
・�晴田コイコイまーけっと
　（農産物、雑貨販売、軽食など）
　10時30分～15時30分
�地域ふれあい実行委員会事務局

　　☎０９０・８９１5・３２１６

エイズ（HIV）検査を
受けてみませんか

　HIV検査普及週間に伴い、下記の日時で検査を
実施します。
◆日時
　6月４日（月）　17時～20時
　　　５日（火）　�９時～20時
　　　6日（水）　17時～20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）
◆検査料　無料
◆その他
・予約不要、匿名
・�即日検査（採血後１時間
ほどで結果が出ます）
�佐賀中部保健福祉事務所　感染症対策担当

　　☎３０・３６２２
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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

ぜ
ひ
、ご
覧

く
だ
さ
い
！！
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６月３日（日）～９日（土）は
「危険物安全週間」です

◆平成３０年度　危険物安全週間推進標語
　「この一球　届け無事故へみんなの願い」
◆セルフスタンドでの給油
　セルフスタンドに表示された注意事項をしっか
りと守り、事故を未然に防ぎましょう。
◆給油の際の注意事項
　①車は定められた位置に停車し、エンジンを切る。
　②�油種を確認し、静電気除去シートに触れてか
ら給油する。

　③タバコなど火気を使用しない。
◆吹きこぼれを防ぐために
　①�給油ノズルはしっかりと差し込み、レバーは
止まる所まで握る。

　②自動的に給油が止まったらそれ以上給油しない。
※�万が一ガソリンが吹きこぼれた場合は、ノズル
は差し込んだままで従業員を呼んでください。
◆その他、危険な行為
　①�灯油用ポリタンクにガソリンや軽油を入れる
ことは法律で禁止されています。

　※専用の金属製携行缶があります。
　②�セルフスタンドで、利用者が自らガソリンや
軽油を容器に入れることはできません。
�佐賀広域消防局　予防課　☎３３・６７６5

佐賀中部広域連合介護保険運営
協議会委員を募集

　介護保険運営協議会は、介護保険制度の運営に
ついて審議を行うものです。
　医療・保健・福祉・学識経験者・被保険者の代
表者で構成し、そのうち被保険者の代表者を募集
します。
◆応募資格
・�佐賀市、多久市、小
城市、神埼市および
吉野ヶ里町に在住の
40歳以上の人
・�医療、保健、福祉の
関係者以外で平日の
会議に出席できる人
　①40歳以上65歳未満の人：２人　
　②65歳以上の人：３人
　　（年齢日は、平成30年４月１日現在）
◆任期など　
　平成30年度から３年間
・�委員会開催は、１年目・２年目は年約２回、３
年目は年約８回です。
・�出席された場合には、広域連合の規定による報
酬をお支払いします。
◆応募期限
　6月29日（金）　17時
　様式は問いませんので、下記の項目を記載した
書面を、広域連合の窓口に提出してください。（郵
便で提出する場合は、当日の消印のものが有効と
なります）
・�氏名、住所、生年月日、年齢、電話番号、職業、
応募の動機（おおむね400字程度）
�佐賀中部広域連合　総務課行財政係

　　　〒８４０−０８２６
　　　佐賀市白山二丁目１番１２号
　　　佐賀商工ビル５階
　　　☎２０・０８００

自衛官等募集制度説明会を開催

◆日時　6月23日（土）　10時～15時
　※都合の良い時間帯にご参加ください。
◆場所　ゆめぷらっと小城
◆対象者
　自衛隊に興味のある人
　※性別は問いません。
�自衛隊佐賀地方協力本部　佐賀募集案内所

　　☎３１・5００２
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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

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16,000戸に配布
小城市内

発行日／毎月20日

まずは、
お気軽にお問い
合わせください。

有料広告

サガン鳥栖★情報！サガン鳥栖★情報！

【チケットに関する問い合わせ】 株式会社サガン・ドリームス　☎0942・81・5290

小城市はサガン鳥栖と交流宣言を締結しています。

　３月31日ホームでのリーグ戦、名古屋グランパスを相手に２点リードされ苦
しい展開となりますが、諦めないサガン鳥栖は原

はら

川
かわ

力
りき

選手のフリーキックに高
たか

橋
はし

秀
ひで

人
と

選手がヘディングで合わせて74分に１点を返します。77分には小
お

野
の

裕
ゆう

二
じ

選手がヘディングで競り勝ったボールに反応したビクトル・イバルボ選手が
うまく合わせて同点に追いつきます。「ファン・サポーターの声援が後押しとなっ
た」という田

た

川
がわ

亨
きょう

介
すけ

選手が、試合終了間際に劇的な逆転ゴールを決めます。
０対２からの大逆転劇は今季ホームでの嬉しい初勝利となりました。
　４月18日ホームでのルヴァンカップ湘南ベルマーレ戦では、鳥栖での公式戦
初出場となった高

たか

丘
おか

陽
よう

平
へい

選手、伊
い

藤
とう

遼
りょう

哉
や

選手をはじめ、リーグ戦とは大幅に入
れ替えたメンバーとなりました。試合は一進一退の攻防が続き、幾度もゴール
チャンスを生み出すも、惜しくもゴールネットを揺らすことができません。

　守備では高
たか

橋
はし

祐
ゆう

治
じ

選手、藤
ふじ

田
た

優
まさ

人
と

選手が最終ラインで体を張って守り、高丘選手が終始落ち着いたセービング
を見せてゴールを許しません。試合は０対０で終了。
　6月はJ1リーグ中断期間となり、次のホームゲームは７月22日ベガルタ仙台との対戦です。ファン・サポーター
の皆さん、熱い声援をよろしくお願いします。（４月19日著）

vol.25

～０対２からの大逆転劇でホーム初勝利～

　チケットはセブン−イレブン、ローソン、ミニストップ、ファミリーマート、
サークルＫサンクスなどのコンビニエンスストアでもご購入いただけます。

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　6月20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）
◆申込方法　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。

�財務省福岡財務支局　多重債務相談窓口
　　　☎０９２・４１１・７２９１�（月～金　９時～17時）

６月23日（土）～29日（金）は
男女共同参画週間です

◆平成３０年度キャッチフレーズ
　「走り出せ、性別のハードルを超えて、今」
◆男女共同参画週間とは
　毎年6月23日～29日までの１週間を「男女共同
参画週間」として、さまざまな取り組みを通じ、
男女共同参画社会基本法の目的や基本理念につい
て理解を深めることを目指しています。
◆市内イベント情報
　市内の各図書館で、啓発コーナーを設置し、男
女共同参画に関連した本を紹介します。
�内閣府男女共同参画局　☎０３・5２5３・２１１１
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