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牛津小学校運動会のお知らせ

　昨年に引き続き、今年も10月に運動会を開催し
ます。来年からは、以前と同様の５月に開催とな
ります。
◆日時　10月21日（日）　８時30分～
　　　　※雨天の場合、10月23日（火）に延期。
◆場所　牛津小学校

【運動会種目「牛津っ子よーいドン！」の出場者募集】
　小学校の大きな運動場で走ってみませんか？
◆時間　10時ごろスタート（予定）
◆対象者　来年度、牛津小学校に入学予定の子ども
◆ 申込方法　当日、９時15分～45分に牛津小学校
本部テントで受付。
 牛津小学校　☎66・0047

図書館　小城館は特別整理期間
のため休館します

◆休館期間
　10月９日（火）～19日（金）
　整理期間には、蔵書点検や書架の整理などを行
います。そのため、期間中は、貸出・予約・各種
問い合わせは受け付けできません。
　小城館の返却は「返却ポスト」（正面玄関入口の
右手）に入れていただくか、三日月館または分室
へ返却してください。ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願いします。
　なお、三日月館・牛津分室・芦刈分室は通常ど
おり開館しています。

 市民図書館　小城館　☎71･1131

「小城のお宝」　絵画・調べ学習
コンクール応募作品を展示します！

　小城市の文化や歴史、人物などをテーマにした
調べ学習や絵画など、子どもたちの力作が盛りだ
くさんです！ぜひ、ご来場ください。
◆展示期間
　９月28日（金）～10月24日（水）
◆場所　桜城館

 市民図書館　小城館　☎71・1131
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民の
書道・絵画（水墨画）作品展

　中国浙江省海鹽県の県
民と小城市民の交流事業
の一つとして、書道・絵
画などの作品を送り合う
交流を行い、海鹽県から
は、34点の作品を送って
いただきました。
　市内の公民館などで巡
回展示を行っています。
　ぜひ、お立ち寄りくだ
さい。
◆牛津公民館
　９月26日（水）～10月８日（月・祝）
◆ドゥイング三日月
　10月10日（水）～21日（日）
◆ゆめぷらっと小城
　10月23日（火）～28日（日）

 企画政策課（西館２階）　☎37・6115

住宅・土地統計調査
を実施します

　総務省統計局（佐賀県・小城市）では、10月１
日現在で住宅・土地統計調査を実施します。
　調査の対象となった世帯には、９月下旬ごろ、
調査員が訪問して調査票を配布しますので、ご回
答をお願いします。また今回の調査から「スマー
トフォン」や「タブレット」での回答も可能になっ
ていますので、積極的にご活用ください。

 企画政策課（西館２階）　☎37・6115

学校法人牛津ルーテル学園　幼保連携型認定こども園

牛津ルーテルこども園

ＨＰ http://park18.wakwak.com/̃ushiduyoutien.hp/

（牛津中学校　体育館にて） （10時頃　未就園児かけっこ）

お問い合わせ TEL ６６－０３４７

＊運動会
ご案内

10月6日（土）8：30～

＊平成31年度入園説明会・体験入園 10月19日（金）受付 　9：40～開始 10：00～

平成31年2月
新園舎完成☆
０～２歳児は定員増
での募集となります！

有
料
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告
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こどもたちと作る
小城のフリーペーパー

小城市内の小学5・6年生の5人がライターとなって小城の
企業やお店をPR！取材・撮影そして誌面のデザインなど
子ども達の想いが詰まった１冊が出来上がりました。

詳しくは

こどもおぎなう 検索 おぎなう編集局 ☎0952-73-4113

有
料
広
告

大規模な土地取引には
届出が必要です

　一定面積以上の土地を、売買などの取引をした
場合は、国土利用計画法により当該土地の所在す
る市町の長を通して佐賀県知事に届け出なければ
なりません。
　その利用目的が、公表されている土地利用に関す
る計画に適合しているかなどを審査し、場合によっ
ては利用目的の変更を勧告することがあります。
　届出をしなかったり、偽りの届出をしたりする
と罰則が科せられることがあります。
◆届出対象面積　5,000㎡以上（市内全域）
◆届出義務者　買主
◆届出時期
　契約締結後、契約日も含め２週間以内
◆届出先　当該土地の所在する市町
◆罰則
　６カ月以下の懲役または100万円以下の罰金

 ・佐賀県　土地対策課　　　☎２5・7034
　  ・都市計画課（東館１階）　☎37・61２1

佐賀相撲甚句会体験講座

　どなたでも気軽にご参加ください。
◆日時　10月14日（日）　10時～11時30分
◆場所　あしぱる
◆講師　江

え
里
り
口
ぐち
益
ます
夫
お
さん

◆参加料　無料
 牛津公民館　☎37・6143

作って食べよう！
中国の家庭料理

　肉まん・餃子・スープなど、本場の中国料理に
挑戦してみませんか。
◆日時　10月13日（土）　10時～14時
◆場所　ゆめぷらっと小城
　　　　クッキングスタジオ
◆講師　孫

そん
麗
れい
娜
な
さん

◆参加費　500円
◆持ってくるもの　エプロン、三角布
◆定員　20人（先着順）
　参加を希望される人は、電話で申し込みください。

 おぎにほんご教室（池田）
　　　☎090・19２4・7637

公民館体験講座「ママの笑顔が
増える子育てサポート講座」

　子育てに悩んだり、迷ったりしていませんか？
子育て中は、何かとストレスがたまりがち。
　そんなママやパパに、子育てアナリストである
講師が、子どもの分析シートをもとに楽しく子育
てするコツをお話します。子育て中の家族のご参
加も大歓迎です。
◆日時　10月12日（金）　10時～12時
◆場所　ゆめぷらっと小城　研修室
◆参加費　500円（分析シート作成料）
◆託児　あり（年齢、性別などお聞きします）
◆定員　15家族
◆申込期限　９月28日（金）※要予約

 芦刈公民館　☎37・6140　

有明海へのごみなどの流出防止に
ご協力ください

　10月、11月は海苔の採苗育苗期です。
　農業用水路・クリークなどの水落としは海苔の
採苗育苗期に集中しないよう計画的な分散放流を
お願いします。また、水落としの際にはホテイア
オイなどの水草が河川などに流出しないように、
適切な樋

ひ
門
もん
操作をお願いします。

 ・佐賀県有明海漁協芦刈支所　☎66・1２２5
　  ・農林水産課（東館１階）　　☎37・61２5
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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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家事講座＆ワールドカフェ
を開催します

　共働きの家庭が増え、仕事も育児も家事もして
いるママは大変です。手伝いたいけれど帰る時間
も遅く、何をやっていいのか分からないパパ、時
短家事・家事楽々の講座を受けて、家事にトライ
しませんか。
◆日時　10月13日（土）　14時～16時30分
◆場所　ゆめぷらっと小城　天山ホール
◆内容
　第１部　家事講座（時短家事・家事楽々）
　　　　　　　　講師：梶

かじ
野
の
智
ち
絵
え
さん

　第２部　ワールドカフェ
　　　　　（テーマ：夫婦で家事を共有するために）
◆募集人数　夫婦25組
◆参加費　無料
◆募集締切　９月30日（日）
※�佐賀県男手（de）子育てチャレンジ補助金事業です。
※子どもの一時保育もできます。
※�11月10日（土）には、家事実践講座（アイロン基礎
講座、ちょこっと簡単シミ取り講座）を行います。
※申し込み方法など、詳細は問い合わせください。

 小城市男女共同参画ネットワーク
　　　☎090・5056・3２05（松並）

第67回
小城本町シャンシャン祭

◆日時　10月14日（日）　８時30分～16時30分
◆会場・内容

《本町通り》
・みこしde婚活（８時30分～）
・みこし出発（10時～）
・道行き～総おどり～（13時～）
・ほたるカード会のサイコロゲーム（13時～）

《メイン会場・下町交差点》
・�小城中吹奏楽部、翔謡会、小城太鼓、小城ルーテル
子ども園�園児によるお遊戯、多久孔子の里獅子
舞、西九州大学軽音楽サークルが出演（11時～）
・大抽選会（15時～）
※�当日は本町通り平川鮮魚店前～小城下町交差点
は９時～17時の間、全面車両通行止めです。
 シャンシャン祭祭典委員会

　　☎73・3２10（力武）

家に眠っている振袖
ありませんか？

　小城公園内で開催される「秋のさくらまつり」
に合わせて、「小城鍋島家お姫様道中」を開催しま
す。皆さんの家に眠っている振袖の寄付を募り、
参加者に着ていただくイベントです。
※振袖はお返しできません。
◆日程　11月２日（金）～
　　　　４日（日）のいずれか１日
　　　　※日時の詳細未定
◆場所　小城公園
◆募集内容　①振袖の寄付
　　　　　　②お姫様の参加者（高校生以上）
◆申込期限　10月20日（土）
　　　　　　詳細は、下記へ問い合わせください。

 （一社）文化芸術の泉　アール・フォンテヌ
　　　☎7２・53２4（古川）

洋裁教室ソーイング体験講座

　裁縫が好きな人、小物作りを体験してみません
か？どなたでも参加できます。
◆日時　10月15日（月）
　　　　13時30分～16時30分
◆場所　あしぱる
◆定員　10人
◆参加費　500円（材料費）※当日徴収します
◆持ってくるもの　裁縫道具

 芦刈公民館　☎37・6140
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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

全国一斉！法務局休日相談所

◆日時・内容　10月７日（日）

※全て事前予約をお願いします。
※秘密は厳守されます。
◆場所　佐賀市保健福祉会館（ほほえみ館）４階
◆参加費　無料

 佐賀地方法務局　総務課　☎２6・２149

内容 時間

相談
（法務局職員、公証人、
司法書士、土地家屋調査士、
人権擁護委員がお受けします）

10時～15時

講演会
「次世代につなぐ相続登記」
講師　法務局職員

10時～11時

第５５回佐賀県精神保健福祉大会
を開催します

　県民一人ひとりが心の健康を考えるとともに、
精神障害をお持ちの人への理解と認識を深める場
として、精神保健福祉大会を開催します。
◆日時　10月16日（火）　11時30分～15時40分
　（展示、即売　11時30分～15時40分）
　（オープニングリサイタル　12時20分～13時）
　（式典および特別講演　13時15分～15時30分）
◆場所　唐津市相知交流文化センター
　　　　（唐津市相知町中山3600−８）
◆内容
　講演「精神障害者やその家族を地域で支えるた
めに地域ができること、家族ができること」（仮）
◆講師　高

たか
橋
はし
聡
さと
美
み
さん

　　　　（防衛医科大学校看護学科精神看護学教授）
◆オープニングリサイタル
　「ピアノ独奏」　天

あま
本
もと
三
み
香
か
子
こ
さん

　知事感謝状贈呈や精神障害者の作品展示・即売
なども実施します。

 佐賀県　障害福祉課　☎２5・7401

ジャズライブ＆音楽クリニック

　ニューヨーク在住のジャズピアニスト上
うえ
野
の
香
か
織
おり

さんが、同じくニューヨークで活躍するミュージ
シャンを引き連れてライブを開催します。
　ジャズの本場ニューヨークの音色と、地酒を楽
しむ大人のライブです。
◆日時　10月20日（土）　14時30分～開演
　　　　（11時～　音楽クリニック：チケット購入者のみ）
◆場所　牛津赤れんが館
◆チケット
　3,000円（前売）、3,500円（当日）
　※１ドリンク付き（地酒、ワインなど）

 牛津赤れんが会　☎080・4694・3158

ウィメンズカレッジ受講
のご案内

　小城市地域婦人会では、日々の暮らしを心豊か
に過ごすための講座を開催します。
　どなたでも気軽にご参加ください。
◆日時　10月26日（金）　10時～11時30分
◆場所　アイル　集団指導室
◆内容
　「みんなで楽しもう！スポーツの秋」
　カローリング（室内カーリング）、いごてだま、
室内ペタンク
※�参加状況により、内容が変更となる場合があります。
◆講師　佐

さ
伯
えき
博
ひろ
文
ふみ
さん

　　　　（小城市スポーツ推進委員協議会�会長）
◆受講料　無料

 小城市地域婦人会（古賀）　☎66・２6２6
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佐賀県警察職員を募集します

◆職種　「科学捜査研究所研究員」
　　　　「臨床心理士」
　　　　「情報技術専門員」
◆採用予定人員　各職種１人
◆試験日　10月20日（土）
　　　　　※情報技術専門員のみ10月21日（日）
◆申込期限　９月28日（金）
　受験資格などの詳細は、佐賀県警察本部のホー
ムページをご覧いただくか、下記へ問い合わせく
ださい。

 佐賀県警察本部 警務課採用係
　　　☎２4・1111

無料調停相談会

◆日時　10月21日（日）　10時～15時
◆場所　アバンセ４階　第３研修室
　　　　佐賀市天神三丁目２−11　※予約不要
◆相談内容
　�借金、近隣トラブル、不動産、交通事故、離婚、
養育費、相続、家庭内トラブル　など

◆ 相談員　民事・家事調停委員
　　　　　（弁護士である調停委員を含む）

 佐賀調停協会（佐賀家庭裁判所内）
　　☎３８・５６04

第41回さが矯正展を開催します

◆日時　10月20日（土）　10時～16時
　　　　　　 21日（日）　10時～15時
◆場所　佐賀少年刑務所（佐賀市新生町２番１号）
　　　　※駐車場あり
◆内容　全国刑務所作業製品の展示・即売、施設見
学、更生保護女性会によるバザー、性格診断など

 佐賀少年刑務所　職業訓練担当
　　☎２6・3740

成年後見に関する無料相談会

◆日時　９月29日（土）　10時～15時
◆場所　アバンセ４階　第３研修室
　　　　（佐賀市天神３丁目２番11号）
◆相談内容　成年後見・相続・遺言に関すること
◆相談員　司法書士・社会福祉士
◆相談料　無料　※予約は不要です。

 公益社団法人
　　成年後見センター・リーガルサポート
　　佐賀支部（佐賀県司法書士会内）
　　☎２9・06２6

「ママとパパになりたい人のセミナー
（一般向け不妊研修会）」開催

　不妊治療専門の医師、臨床心理士の話や、体験
者の話を聞いてみませんか。
◆日時　10月13日（土）
　　　　14時～16時（受付13時30分～）
◆場所　アバンセ　第３研修室
　　　　（佐賀市天神３丁目２−11）
◆対象者
　不妊で悩んでいる人およびその家族（先着50人）
◆内容　講演、体験発表など
◆参加料　無料（要申込）

 佐賀中部保健福祉事務所
　　　母子保健福祉担当（不妊専門相談センター）
　　　☎30・２183　FAX 33・46２7

「マイナス１歳」からはじめよう！
プレパパ向けセミナー

　真のイクメンは、家事や育児が得意なことでは
ありません。主体的に子どもに関わり、パパ友を
作り、妻を大事にして、パパであることを楽しむ
ポイントを伝授します。
◆日時　９月30日（日）　10時30分～12時
◆場所　牛津公民館
◆内容　�産前産後の妻の状況や対応の手法などの

パパを楽しむための心得をお伝えします。
◆対象者　夫婦、男性のみの参加も可。
　※�特に、妻が妊娠中の人、今後子どもを持つこ
とを考えている夫婦にはおすすめです。

◆定員　20組程度　※無料託児あり（先着順）
◆申込方法
　WEBサイトの申込フォームから申し込みください。
　　　　　　　　　　　　　　で検索！

 NPO法人ファザーリング・ジャパン九州
　　　☎090・9168・6376（森島）

佐賀　マイナス１歳 検索
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介護に関する入門的研修

　介護のいろはを学びませんか？
　就労マッチングまでサポートします。
◆日程
　11月４日（日）、24日（土）、12月16日（日）、
　平成31年１月13日（日）、27日（日）
◆場所　佐賀県社会福祉士会館
　　　　（佐賀市八戸溝１丁目15番３号）
◆対象者　介護に興味がある人、介護初心者の人など
◆参加費　無料
◆定員　30人程度
◆申込期限　10月31日（水）　17時
　 佐賀県社会福祉士会 検索 　で検索！

 公益社団法人　佐賀県社会福祉士会
　　　☎36・5833

陸上自衛隊高等工科学校生徒
および自衛官候補生採用試験

陸上自衛隊高等工科学校生徒採用試験
【推薦採用試験】
◆試験日
　平成31年１月５日（土）～７日（月）
　※いずれか一日を指定します。
◆申込期間　11月１日（木）～30日（金）

【一般採用試験】
◆試験日　平成31年１月19日（土）
◆申込期間
　11月１日（木）～平成31年１月７日（月）

【共通】
◆応募資格　15歳以上17歳未満の男子で、中学校
卒業または中等教育学校の前期課程修了者（見込
みの人を含む）
自衛官候補生採用試験
◆試験日　11月10日（土）　８時～
◆場所
　目達原駐屯地（神埼郡吉野ヶ里町）
◆応募資格
　採用予定月の１日現在、18歳以上27歳未満の人
◆試験種目
　筆記試験（国語、数学、社会および作文）、
　口述試験、適性検査、身体検査

 自衛隊佐賀地方協力本部佐賀募集案内所
　　　☎31・500２

パパをもっと楽しもう！
遊ぼう・学ぼう・ふれあおう＠小城

　からだを使ったふれあい
遊びや絵本の読み聞かせな
ど、パパと子どもで一緒に
楽しむ方法を紹介します。
お子さんと一緒にご参加く
ださい。
◆日時　11月４日（日）
　　　　10時30分～12時
◆場所　桜楽館　多目的ホール
◆対象者　父親とその子ども（原則１歳～就学前）
◆定員　20組程度　※定員になり次第締切
◆講師　大阪教育大学教育学部准教授
　　　　小

こ
崎
ざき
恭
やす
弘
ひろ
さん

◆参加費　無料
◆申込方法
　①父親と子どもの氏名（フリガナ）、
　②子どもの年齢、
　③お住まいの市町名、
　④�電話番号を添えて、電話、FAX、Eメールのい
ずれかで、アバンセに申し込みください。

※�一時保育（原則６カ月～就学前まで・若干名）
を希望される人は10月25日（木）までにご予約
ください。

 佐賀県立男女共同参画センター（アバンセ）
　　　☎２6・0011　FAX ２5・5591
　　　  danjo＠avance.or.jp

歩いて学ぶ
糖尿病ウォークラリー in 伊万里

◆日時　10月21日（日）
　　　　集合時間�９時15分　解散予定�15時
◆集合場所　国見台体育館
◆ コース
　国見台体育館～伊萬里神社～前田家住宅（昼食）
～伊万里・鍋島ギャラリー（歩行距離の目安７km）
◆対象者
　ウォーキングに関心のある人はどなたでも
◆参加費　無料
◆申込締切　10月９日（火）

 佐賀大学医学部ウォークラリー事務局
　　　（佐賀市鍋島５−１−１）
　　　☎34・２546（平日９時～16時）
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お知らせ

募集情報

開催案内

里親制度をご存じですか

～里親制度へのご理解とご協力をお願いします～
　里親とは、親の病気や
死亡、育児放棄、虐待な
どのさまざまな事情によ
り、家庭で養育できない
子どもたちを自分の家庭
に迎え入れ、愛情と真心
をこめて養育してくださ
る人のことです。
　里親になるには、一定
の資格要件や研修の受講
が必要です。

【里親の種類】
◆養育里親　�親が育てられるようになるまでの期

間、自分の家庭で育ててくれる里親
◆親族里親　�両親がいない子どもを親族（祖父母

や兄姉）が育てている里親
◆専門里親　�虐待を受けた子どもや障がいのある

子どもなど専門的な対応を要する子
どもを育てる里親

◆養子縁組里親
　　　　　　将来、養子として育ててくれる里親

 ・佐賀県中央児童相談所（里親担当）
　　　☎２6・1２1２
　　・聖華園（里親支援専門相談員）
　　　☎98・1075
　　佐賀県庁ホームページから 里親 検索

ジェネリック医薬品を
ご存じですか？

ジェネリック医薬品とは？
　先発医薬品（新薬）の特許が切れた後に製造・
販売される「先発医薬品と同じ有効成分を同量含
んでおり、先発医薬品と同等の効き目がある」と
認められた医薬品です。

効き目や安全性は大丈夫？
　医薬品メーカーにおいてさまざまな試験が行わ
れており、それによって先発医薬品と効き目や安
全性が同等であることが証明されたものだけが、
厚生労働大臣によって承認されます。

どんなメリットがあるの？
　既に有効性や安全性に
ついて先発医薬品で確認
されていることから開発
期間やコストを大幅に抑
えられ、結果として薬の
値段も安くなります。
　薬のことで気になるこ
とがあれば、気軽に薬剤
師にご相談ください。

 ・一般社団法人　佐賀県薬剤師会
　　　☎２3・8931
　　・佐賀県後期高齢者医療広域連合
　　　☎64・8476　

10月1５日～21日は
行政相談週間です！

　登記、道路、年金、福祉など毎日の暮らしの中で、
役所の仕事についての苦情や意見・要望はありま
せんか。
　市では、国から委嘱された４人の行政相談員が、
皆さんの相談を受け付けています。詳細は、23ペー
ジをご覧ください。（相談日が祝日や年末・年始の
場合は、お休みとなります）
　相談は無料で、秘密は厳守されます。気軽にご
利用ください。

 総務省　佐賀行政相談センター
　　☎２２・２651

佐賀県立盲学校公開授業
のお知らせ

◆日時
　10月28日（日）
　８時30分～12時40分
◆場所　佐賀県立盲学校
◆内容
　幼稚部から高等部までの公開授業、
　個別の相談会、生徒の作品・教材教具の展示
◆申込み　不要
※�佐賀県立盲学校では、見えにくさや見えないこ
とでお困りの人への相談や支援も行っています。
佐賀県立盲学校「目の支援センターゆうあい」
までご連絡ください。
 佐賀県立盲学校　☎２3・467２

18小城市広報 2 0 1 8年1 0月号


