
小城町畑田2399-３（旧ドライブインふくち）

麺工房こうき
陶芸家がつくる自家製麺

ごぼう天うどん
サクッと
　ロングな

人気No.１

孔子味噌が
　味の決め

手！

肉みそうどん

もっちりとした手打ちの自家製麺と、
　　　天然素材から旨味を引き出した自慢のだし！
もっちりとした手打ちの自家製麺と、
　　　天然素材から旨味を引き出した自慢のだし！

☎ 0952-72-1333
〔営業時間〕 11：00～21：00（オーダーストップ）

●
コスモ石油

国道203号線

佐賀市→←多久市

小城町畑田ココ

小城店オープン！
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「ブックリサイクル」を開催します

　図書館で不要になった本・雑誌を無料でお譲り
します。当日は本を入れる袋などをご持参ください。
◆日時　１0月27日（土）　１0時～１5時
◆場所　ドゥイング三日月　玄関前

 市民図書館　三日月館　☎７２・４9４６

三日月館ティーンズ講座
参加者募集！

　世界にひとつだけ！あなただけのオリジナルの
ノートを作りませんか？事前の申し込みが必要です。
◆日時　１１月１8日（日）　１3時～１5時
◆場所　ドゥイング三日月　１階　大研修室
◆対象者　小学５年生～高校生
◆定員　20人程度
◆参加費　無料
◆申込期限　１１月４日（日）

 市民図書館　三日月館　☎７２・４9４６

小城市少年少女の声大会
を開催します！

　市内の小・中学生が、日ごろ社会との関わりの
中で考えていること、感じていることを発表します。
　ぜひ、その思いや考えを、子どもたちの言葉で
お聞きください。多くの人の来場をお待ちしてい
ます。
◆日時　１１月１7日（土）　９時30分～
◆場所　ドゥイング三日月　ホール
◆出場者　市内の小・中学校の代表者　各１人
◆アトラクション　少林寺拳法演武
　　　　　　　　　「佐賀小城スポーツ少年団」
◆入場料　無料
◆対象者　どなたでも

 小城市青少年育成市民会議事務局
　　（生涯学習課内）　☎３７・６１３２

◆日時　１１月25日（日）　１0時～１7時
◆場所　ゆめぷらっと小城
※ 小城市役所から無料シャトルバスあり。
※ 同時開催で小城の特産品フェアがあります。

 一般社団法人　小城市観光協会　☎７２・７４２３

日本一！ようかん祭りを開催

2018年漁業センサスを
実施します

　漁業センサスは、漁業の生産構造、就業構造な
どを明らかにするとともに、漁村、流通・加工業
などの漁業を取り巻く実態を総合的に把握するこ
とを目的に、５年ごとに行う全国一斉の統計調査
です。
　１0月中旬から、調査対象者宅へ調査員がお伺い
しますので、ご協力をお願いします。
◆基準日　１１月１日（木）

 企画政策課（西館２階）　☎３７・６１１５

南九州市との友好姉妹都市
提携協定締結10周年

　市は平成20年１１月４日に鹿児島県南九州市と友
好姉妹都市提携協定を締結し、１0周年を迎えます。
　南九州市との交流は旧小城町と旧知覧町時代に
さかのぼります。
　行政視察で旧知覧町を訪問した際、知覧特攻平
和会館で「ホタルになって帰ってきます」と言っ
て出征して行った軍曹と１匹のホタルの秘話を聞
いたことや、旧知覧町がホタルの里づくりを計画
してゲンジボタルを探していたことが交流の始ま
りです。
　それぞれの町は合併し、小城市、南九州市となっ
た後も、平和や文化による交流を続けています。

 企画政策課（西館２階）　☎３７・６１１５
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TEL 0952–73–4113 http://www.otonari.co.jp/dezacore/

　オリジナルポストカード
「言葉の贈り物」
　プレゼント

　オリジナルポストカード
「言葉の贈り物」
　プレゼント

店頭にてお申し込みの際に
「広報さくら」を見たよ！と言っていただくと

数に限りが
ありますので
お早めに！

ご来店者限定特典

お問合せ・お申込み

1１
月
１
日
（木）

　
　受付
ス
タ
ー
ト
！！

年賀状印刷
なかよし割

2人以上の同時注文でとってもお得です

※なかよし割は２人以上での同時注文に
　限ります。但し、注文・納品・支払いの
　すべてが一緒に出来る方のみとなります
※他の割引との併用はできません
※詳細はお問合せください
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11月12日（月）～25日（日）は
「女性に対する暴力をなくす運動」期間

◆女性に対する暴力とは
　DV（ドメスティック・バイオレ
ンス）、性犯罪、ストーカー行為、
売買春、人身取引、セクシュアル・
ハラスメントなど「女性の人権を
侵害するあらゆる行為」のことです。
◆相談窓口　～ひとりで悩まずご相談ください～

 ・企画政策課（西館２階）　☎３７・６１１５
　 ・社会福祉課（西館１階）　☎３７・６１０７

社会福祉課 ☎37・6１07 月～金／８時30分～１7時１5分
土・日・祝日／休み

配偶者暴力
相談支援
センター

☎26・00１8
火～土／９時～2１時
日・祝日／９時～１6時30分
月／休み

☎26・１2１2
月～金／８時30分～１7時１5分
土・日・祝日／休み
※緊急の場合は2４時間受付

警察
レディース
テレホン

☎28・４１87 月～金／
８時30分～１7時１5分

女性に対する暴力
根絶のマーク

文化箏 箏
そう

遊
ゆう

会
かい

　体験講座

　昔ながらの優雅で美しく、やさしい音色を楽し
んでみませんか？どなたでも参加できます。
◆日時　１１月１6日（金）　１１時～１2時
◆場所　あしぱる
◆定員　１0人
◆参加費　無料
◆持ってくる物　なし　（手ぶらでお越しください）

 芦刈公民館　☎３７・６１４０

平成30年度公開講座を開催

　健康・福祉・教育・教養などさまざまな講座が
あります。シリーズ講座・単発講座など各分野別
に大学教員が専門を生かし、分かりやすく説明を
行います。
※ 受講料・開催日・時間などは同センターへ直接

問い合わせください。
 西九州大学・西九州大学短期大学部

　　健康福祉・生涯学習センター
　　☎３２・１３１４

公民館体験講座「知っておきたい
ライフプランと資産形成」受講者募集！

　将来を楽しく過ごすためのお金の知識や知って
得する資産形成のコツを学び、お金にまつわる疑
問を解決しましょう！
◆日時
　①１１月 ７日（水）　１9時～20時30分
　②１１月１４日（水）　１9時～20時30分
　※①②の講座内容は同じです。
◆会場　①ドゥイング三日月　②牛津公民館
◆講師　広

ひろ
井
い

健
たけ

真
まさ

さん（野村證券㈱ 投資情報部）
◆対象者　市内在住の人
◆定員　30人（先着順）
◆参加料　無料
◆申込期限　各開催日の３日前まで

 牛津公民館　☎３７・６１４３

最低賃金
１時間737円→762円

　１0月４日から佐賀県最低賃金が改定されました。
　佐賀県特定（産業別）最低賃金は別途決定され
る予定です。

 佐賀労働局　賃金室　☎３２・７１７9
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【こどもおぎなう】【おぎなう】が日本タウン誌・
フリーペーパー大賞へエントリー中です!!

小城のフリーペーパーこどもおぎなうと
おぎなうへの投票をそれぞれ
よろしくお願いします !!

応援ページにて1日１回の
クリックが応援となります投票期間：10月1日～11月9日（予定）

投票・詳細はここ
からアクセス

投票は１日１回ずつできます
問TEL 0952-73-4113

みなさんの応援
まってます

有
料
広
告

小城町映画オーディション
参加者を募集します！

小城町映画タイトル
「天

や
山
ま

の如く！〜その男、正直なり！〜」
　子どもたちが地元を愛し、地元に住み続けたい
と思うような、夢のあるドキュメンタリー映画の
製作に取り掛かっています。
　そこで、出演者を決めるにあたり、以下の配役
をオーディションにより募集します。多くの皆さ
んの参加をお待ちしています！
・若き中林梧竹役（男性・１0代～20代）
・中林梧竹役（男性・30代～50代）
・若き江藤新平役（男性・１0代～20代）
・江藤新平役（男性・30代～４0代）
・江藤新平の母役（女性・30代～60代）
・弁財天役（女性・30代～60代）
※ 上記以外の配役も募集します。
※ 出演希望の人は必ず事前にご連絡ください。
◆オーディション日時　１１月１8日（日）　１9時～
◆場所　小城文化センター
※ 中世・明治時代風の衣装やかつらを探していま

す。お持ちの人はぜひご連絡をお願いします。
 小城町映画製作準備委員会　事務局

　　　☎０9０・４３５１・７３３４（江島）
　　　☎０9０・５０５６・３２０５（松並）

わくわく自然体験の中から防災について
学ぼう！！親子防災キャンプ 2018

　もしもという時、冷静
な判断をして自分の身は
自分で守り、助け合うこ
とができるように、自然
体験の中から防災への知
識を実践で学んでみませ
んか。ぜひ親子でご参加
ください！
◆日時　１１月１7日（土）　１0時から
　　　　１１月１8日（日）　１１時まで
◆場所　野外研修センター「さんさん」
◆対象者　市内在住の小学１年生～中学３年生
　　　　　（小学３年生以下は、保護者１人同伴）
◆定員　30人（保護者含む）　※先着順
◆参加費　１人 １,000円（３食分の材料代）
◆申込期間　１0月25日（木）１１時～ １１月５日（月）
　※受付後、決定通知をご自宅に郵送します。

 ま・まんでぃ
　　　☎０9０・２３9８・9６３４（圓城寺）

列車運休のお知らせ

　JR唐津線では、山本～久保田間で線路修繕工事
を行います。これに伴い、工事時間帯の西唐津・
唐津～佐賀間の列車が運休となりますので、ご注
意ください。
◆工事期間　１１月１４日（水）　１０時〜１６時頃
　なお、同区間のバスおよびタクシーによる代行
輸送は実施しません。

 JR九州唐津鉄道事業部　☎０9５５・７５・０３８２

第３回歴史・文化講座
「恵比須探訪まち歩き」参加者募集

　講座と小城のまちなかを散策しながらまちかど
にある「恵比須さん」を見つけて、「恵比須さん」
のことを広く、深く知ってみませんか。
※ 当日はまち歩きをしますので、運動靴、動きや

すい服装で、飲み物持参のうえ、ご参加ください。
※雨天の場合、室内の講座だけの開催。
◆日時　１１月１8日（日）　１４時～１6時
◆場所　ゆめぷらっと小城　１階　研修室
　　　　近隣まち歩き
◆定員　50人（要事前申込）

 ゆめぷらっと小城管理室
　　　☎３７・６６０１
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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。
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開催案内

お酒と健康について
考えるフォーラム

　お酒に関するミニ講座やアルコール依存症など、
お酒と健康について考えるフォーラムです。
　ロックミュージシャンのZ

ジ ギ ー
IGGY 森

もり
重
しげ

樹
じゅ

一
いち

さん
の対談や、ミニライブもあります。
◆日時
　１１月１１日（日）
　１3時30分～１6時30分（受付１3時～）
◆場所　アバンセホール（佐賀市天神３丁目２－１１）
◆参加費　無料
◆定員　300人（要事前申込）
◆申込期限　１0月30日（火）

 佐賀県精神保健福祉センター
　　　☎７３・５０６０

カジュ家事！
家事実践講座を開催します！

　家事を手伝いたいけれども帰る時間も遅いし、
何をやっていいのか分からないパパ。毎日のこと
だから、「カジュアル＝気軽」にアイロンがけを体
験して、日常生活に生かしてみませんか？
◆日時　１１月１0日（土）　１４時～１6時30分
◆場所　牛津公民館　ホール
◆内容
　第１部　家事講座（アイロン基礎講座）
　第２部　家事実践編（５分deアイロン男家事）
◆講師　梶

かじ
野
の

智
ち

絵
え

さん
◆持ってくるもの
　アイロン１つ、ワイシャツ１枚
◆募集人数　夫婦25組
◆参加費　無料
◆募集期限　１0月3１日（水）
※ 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（要予約・無料）。
※申込方法など、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）

「イクメン・カジメン」
の写真募集！

　育児や家事に楽しく取り組んでいるジジ・パパ
の皆さんの写真を募集します。
◆テーマ
　「育児家事に楽しく取り組む男性（ジジ・パパ）」
◆応募方法　写真は１人３枚まで。
　写真は縮小せずに１枚ずつデータで、下記アド
レスまでお送りください。
　応募先：  ogisankaku@yahoo.co.jp
　応募者全員に記念品を差し上げます。
◆応募期限　１１月20日（火）

【写真展の開催】
　応募いただいた写真は、下記の日程で展示します。
◆日程
　１１月26日（月）～１2月２日（日）
◆場所
　ゆめぷらっと小城　ギャラリー

 小城市男女共同参画ネットワーク
　　　☎０８０・9１０５・８５99（古川）

秋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　
　１１月１8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）
　１１月１日（木）～　なくなり次第終了

 一般社団法人　小城市観光協会　☎７２・７４２３
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　１１月１１日～１7日は、税を考える週間です。
　国税庁ホームページでは、「国税庁の取組」や「税
に関する情報」を紹介しています。
※ 右記のQRコードは、今後変更

する場合があります。
税を考える週間 検索

 佐賀税務署　☎３２・７５１１

税を考える週間

「介護の日」無料相談会を開催

　１１月１１日は介護の日です。高齢者の介護につい
て質問や相談をお受けします。介護事業所の相談
員と介護支援専門員が対応します。
◆日時　１１月９日（金）　９時～１3時30分
◆場所　メディカルモールおぎ
　　　　（タイヘイ薬局入口横）

 佐賀県介護保険事業連合会　☎３７・１１３１

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間

　夫やパートナーからの暴力（DV）、職場でのセ
クシュアル・ハラスメント、ストーカー行為といっ
た女性をめぐるさまざまな人権問題について相談
を受け付ける専用電話相談窓口です。秘密は固く
守られますので、１人で悩まず、気軽にご相談くだ
さい。
◆実施期間
　１１月１2日（月）～１8日（日）　７日間
　８時30分～１9時（土・日は１0時～１7時）
◆専用電話番号　☎0570・070・8１0
◆相談担当者　法務局職員、人権擁護委員
◆相談料　無料

 佐賀地方法務局　人権擁護課
　　☎２６・２１9５

平成30年度（平成31年４月採用）
天山地区共同斎場組合職員募集

◆試験区分・採用予定　技能労務職
◆採用人数　１人
◆業務内容　火葬業務
◆受験資格　昭和5４年４月２日から平成５年４月
１日までに生まれた人で、佐賀市、小城市、多久
市に居住し住民登録をしている人（学歴不問）
◆試験日　平成3１年１月１3日（日）
◆試験科目　作文試験・面接試験
◆場所　多久市役所
◆申し込み方法　市販の履歴書に必要事項を記入
し、３カ月以内に撮影した写真を添付し、2４2円
分の切手を合わせて郵送（特定記録郵便）または
持参してください。
◆受付期間　１１月20日（火）～１2月１9日（水）
　８時30分から１7時１5分まで
　（土・日・祝日も受け付けます）

 天山地区共同斎場組合
　　　〒８４６−００１２
　　　多久市東多久町大字別府２9４9−７４３
　　　☎７６・２６５７

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　１１月2１日（水）、１2月１9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）
◆予約
　前日の正午まで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）

第38回 小城市牛津産業まつり
～西の浪花の復活祭　この町と一緒に～

◆日時　１１月１１日（日）　９時～１6時
◆場所
　セリオ会場、中町会場、中央時計店西隣駐車場、
牛津赤れんが館、中町・立町・西町通り商店街
◆内容　・メガモッツお笑いライブ
　　　　・お楽しみ抽選会
　　　　・ビアガーデン　など

 小城市牛津産業まつり実行委員会
　（小城市商工会内）　☎６６・０２２２
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開催案内

国営「筑後川下流農業水利事業」
が完了します

　昭和5１年から着工していた「筑後川下流農業水
利事業」は、平成30年度をもって完了します。
　市民の皆さんのご理解とご協力、ありがとうご
ざいました。
　小城市では、嘉瀬川ダムを水源とした農業用水
を川

かわ
上
かみ

頭
とう

首
しゅ

工
こう

から取水し、平成2４年度から佐賀西
部導水路、平成26年度から佐賀西部高域線、今年
６月には多久導水路へと順次パイプラインによる
通水を開始したところです。
　今後、関連事業が全て完成すれば、市内の約
3,200haの農地に嘉瀬川ダムの水が配水される計
画であり、地域農業の活性化に向けての取り組み
が期待されます。

 九州農政局　筑後川下流農業水利事務所
　　☎０9４２・３８・４３２５
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職業訓練受講生募集

　平成3１年１月入所生を募集します。

◆ 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
◆選考日　１2月５日（水）　※筆記試験、面接
◆訓練期間
　平成3１年１月８日（火）～６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。
◆応募期間　１１月５日（月）～28日（水）

 ポリテクセンター佐賀　☎２６・9５１６

募集科名 定員

電気設備施工科 １8人

機械ものづくり科
（若年者訓練コース） １2人

軽減税率制度説明会
を開催します

◆日時　１１月７日（水）
　　　　１４時～１5時
◆場所　ドゥイング三日月　視聴覚室
※事前の申し込みが必要です。

 佐賀税務署　個人課税第１部門
　　　☎３２・７５１１
　　　（ 電話の際は、音声ガイダンスに沿って「２」

を選択してください）

「秋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
い時季を迎えるに当たり、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３０年度全国統一防火標語】
「忘れてない？サイフにスマホに火の確認」
◆実施期間　１１月９日（金）～１5日（木）
※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

平成30年７月豪雨で
被害を受けられた皆さんへ

　災害により国税の申告、申請、請求、納税など
を期限までにできないときは、期限の延長や納税
の猶予ができる場合があります。
　詳細は、福岡国税局ホームページをご覧になる
か、最寄りの税務署にお尋ねください。

 佐賀税務署　☎３２・７５１１
福岡国税局 検索
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