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　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

好
評
受
付
中
！！

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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牛津分室
クリスマスおはなしかい

　大きな絵本やパネルシアターなど盛りだくさん
のクリスマスおはなしかいです。楽しい工作もあ
ります！ぜひ遊びにきてください♪
◆日時　12月16日（日）
　　　　開演�11時（開場�10時50分）
◆場所　牛津公民館　２階和室　２−２研修室
◆内容　大型絵本・パネルシアター・工作など

 市民図書館　牛津分室　☎37・6144

雑誌付録プレゼントのお知らせ

　市民図書館で購入している雑誌の付録を抽選で
プレゼントします。
◆応募期間　（三日月館・小城館・牛津分室・芦刈分室）
　　　　　　12月４日（火）～28日（金）
◆応募方法　図書館内に設置している応募箱に、欲
しいプレゼントの番号を書いて応募してください。
◆対象者　市民図書館のカード登録をされている人
◆当選発表　平成31年１月５日（土）

 小城館　　☎71・1131
　　三日月館　☎72・4946
　　牛津分室　☎37・6144
　　芦刈分室　☎37・6141

市民図書館 三日月館
クリスマス会

　楽しいおはなしや、すてきな音楽が
いっぱい♪サンタさんもやってきま
す！プレゼントもありますよ！みな
さん、ぜひ遊びに来てください。
◆日時　12月２日（日）　14時～15時
◆場所　ドゥイング三日月　大ホール

 市民図書館　三日月館　☎72・4946

平成30年度「小城市市民公開講座」
−在宅医療・介護連携推進事業−

　高齢者が可能な限り住み慣れた地域や自宅で安
心して暮らしていくために、一緒にこれからの人
生の歩み方について考えてみませんか。
　ぜひ、ご参加ください。
◆日時　12月１日（土）
　　　　13時30分～15時30分（受付13時～）
◆場所　桜楽館　多目的ホール
◆テーマ　いのちの生き方と終

しま
い方

◆講師　牧
まき
　大

ひろ
雄
お
さん

　　　　（宗教法人　種
しゅ
福
ふく
山
ざん
天
てん
德
とく
寺
じ
　住職）

◆申込方法
　参加希望の人は事前に電話で申し込みください。
　（当日参加も可）
◆入場料　無料

 高齢障がい支援課（西館１階）
　　　☎37・6108

「訪韓少年の翼」団員募集

　韓国の文化を学び、ホームステイで楽しい思い
出を作ろう！
◆日時　平成31年３月26日（火）～28日（木）
◆場所　韓国釜山市　明倫初等学校
　　　　慶州市　ナザレ園
◆対象者　�佐賀県子ども会連合会に加入している

小学５～６年生
　　　　　※事前研修にも参加できる人
◆定員　小城市から５人（先着順）
◆募集期限　12月14日（金）
◆参加費
　12歳未満　51,000円（本人負担　36,000円）
　12歳以上　53,000円（本人負担　38,000円）
※県子ども会連合会および市より助成があります。

 生涯学習課（東館２階）　☎37・6132
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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
！！

有
料
広
告

2019年度 償却資産の
申告をお願いします

【償却資産とは…】
　事業経営（製造業、建設業、サービス業、農業など）
や駐車場、アパートなどの貸し付けを行う事業の
ために必要な資産（機械、工具、器具、備品など）

【申告義務（地方税法第83条）】
　平成31年１月１日現在、償却資産を所有してい
る法人や個人経営者は申告しなければなりません。
※�事業用や個人住宅で全量売電されている太陽光
発電設備も申告の対象となります。

【申告書】
　12月中に申告書を発送します。
　事業開始などにより、新たに申告の必要がある
人は下記へご連絡ください。
◆提出期限　平成31年１月31日（木）
◆提出先
・持参の場合　税務課または各出張所市民課窓口
・郵送の場合　〒845−8511（市役所専用番号）
　　　　　　　小城市役所　税務課　資産税係

 税務課（西館１階）　☎37・6103

平成30年度標語　最優秀作品
「たすけあい　すこしゆうき　ひろがるきずな」
　この週間を通して、犯罪被
害者などが置かれている状
況や犯罪被害者などの名誉
または平穏な生活への配慮
の重要性について理解を深
めましょう。
　小城市でも平成29年４月１日に小城市犯罪被害
者等支援条例を施行し、被害者支援に取り組んで
います。

 社会福祉課（西館１階）　☎37・6107

11月25日～12月１日は
「犯罪被害者週間」です

体験講座を開催します

　新たな趣味として、友人や家族を誘って参加し
てみませんか。どなたでも参加できます。

【文化箏】
◆日時　12月７日（金）　11時～12時
◆場所　あしぱる
◆参加費　無料

【絵手紙】
◆日時　12月12日（水）　10時～12時
◆場所　あしぱる
◆参加費　１回200円（材料代）

 芦刈公民館　☎37・6140

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　12月15日（土）　13時～16時
◆集合　ドゥイング三日月（バス移動あり）
　　　　野外研修センター　→　清水の滝
　　　　※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（３～５㎞程度）
◆定員　40人
◆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　３日前まで
　（定員になり次第締め切ります）
※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

犯罪被害者等支援
シンボルマーク
「ギュっとちゃん」
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☎0952－73－4113
小城市小城町253番地４

Plan
企画

Print
印刷

Web
ウェブ

Process
加工

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
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開催案内

小城町老連
老人クラブ交流大会を開催

◆日時　12月16日（日）　10時～15時
◆場所　桜楽館　多目的ホール
◆内容
　・市長による講話
　・小城保育園児による歌、遊戯
　・大正琴、相撲甚句などサークル活動の成果発表
　・�お譲り会（大事なものだけど、人に譲って生
かしてもらいたいものをお譲りします）

※�小城町老人クラブ会員に限らず、どなたでも自
由に参加できますのでぜひお越しください。
 小城町老人クラブ連合会事務局

　　☎72・1226（野中）

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　12月１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　代表　東島
　　☎72・5211

「高
たか

田
だ

保
やす

馬
ま

博士顕彰記念」
書道・文学作品募集

　三日月町が生んだ著名な経済・社会学者で、歌
人の高田保馬博士を顕彰して、「書道部門」と「文
学作品部門」の作品を募集します。
　年齢別のテーマや、字数制限、申込方法など詳
細は、三日月幼稚園とドゥイング三日月に置いて
いる募集要項をご確認ください。
◆応募期間　平成31年１月10日（木）～11日（金）
・持参の場合
　ドゥイング三日月　中研修室　15時～17時
・郵送の場合　１月11日（金）必着
※�入賞者は２月３日（日）開催の「高田保馬博士を
たたえる会」で表彰し、賞状・賞品を授与します。

 〒845−0001
　　　小城町158−４　桜城館内
　　　高田保馬博士顕彰会事務局
　　　☎73・8809

親子で作るクリスマス料理と
ケーキづくり

　料理を通して親子の絆を深
めましょう！参加をお待ちし
ています。
◆日時　12月２日（日）
　　　　10時～14時
◆場所　アイル　調理実習室
◆対象者　ひとり親家庭の親子
◆申込期限　11月25日（日）
◆持参品
　エプロン・三角巾
　（代用できる大きさのハンカチでも可）
◆参加費　無料
※必ず保護者と一緒にご参加ください。

 小城市母子寡婦福祉会
　　　☎090・5478・7429 （岡本）

三遊亭 竜
りゅう

楽
らく

独演会

◆日時　12月23日（日・祝）
　　　　開演�14時（開場�13時30分）
◆場所　牛津赤れんが館
◆入場料　1,000円　※前売り券・当日券

 牛津赤レンガ会事務局　 ☎080・4694・3158
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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

2019年版
さが県民手帳を発売中です

　佐賀県の過去10年間の天気や県・各市町の主要
な統計資料が掲載された大変便利な手帳です。
　下記のとおり販売していますので、ぜひご利用
ください。
◆価格

サイズ 金額 色

大型（15.4㎝×8.8㎝） 700円 黒
・
白

（アイボリー）小型（11.8㎝×7.0㎝） 550円

◆販売場所　企画政策課、各出張所市民課窓口
※�佐賀県書店商業組合加盟書店（ブックスグリー
ンウッド小城店、積文館書店佐賀三日月店）、県
内のセブン−イレブンなどでも購入できます。
 企画政策課（西館２階）　☎37・6115

MOVIE × LIVE
コラボイベント in OGI

　小城市を中心にロケ撮影、制作が行われた短編
映画３作品の完成披露上映＆主題歌ライブを開催
します。「家族」をテーマにしたオリジナルストー
リーです。
◆日時　12月22日（土）
　開場　13時　 第１部開映　13時30分～
　　　　　　　 第２部開映　16時30分～
◆場所　ゆめぷらっと小城
◆入場料　無料
　右記のQRコードを読み取ると、
映画の予告編動画（YouTube）を
見ることができます。

 SAGA SHORT FILM 
　　  freelancer_1985@yahoo.co.jp

放送大学入学生募集

　放送大学はテレビ・ラジオ・インターネットで
授業を行う通信制の大学です。働きながら大学を
卒業したい、学びを楽しみたいなど、さまざまな
目的で、幅広い世代の人が学んでいます。
　現在、2019年４月入学生を募集しています。詳
しい資料を送付しますので、気軽に問い合わせく
ださい。
◆出願期間
　12月１日（土）～平成31年３月17日（日）
　（インターネット出願も受け付けています）

 〒840−0815　佐賀市天神３−２−11
　　　放送大学佐賀学習センター　☎22・3308

「マイナス１歳＝妻の妊娠期」から
はじめよう！プレパパセミナー

　赤ちゃんのお世話が始まる「産後の暮らしシミュ
レーション」を通して、夫婦でわが家流育児スタ
イルを楽しく話し合いませんか。産後すぐに必要
な実用的な知識やスキルも習得できます。
◆日時　12月９日（日）
　　　　10時30分～12時
◆場所　ゆめぷらっと小城　研修室
◆対象者　夫婦、または男性のみ
※�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人におす
すめです！

◆定員　20組
※無料託児あり（要予約・先着順）
◆申込　�WEBサイトの申込フォームから申し込み

ください。

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

佐賀　マイナス１歳 検索
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開催案内

飲酒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　毎週土曜日　13時30分～15時
◆場所　多久市中央公民館　１階研修室

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

サガファームランドを
開催します

　佐賀の農業の歴史と未来をテーマに、見て、触
れて、感じることができ、子どもから大人まで楽
しめる体験型の企画展です。
◆期間　11月23日（金・祝）～12月16日（日）
◆場所　こころざしのもり（県立図書館南広場）
◆内容　・ドローンなど最新機械の展示や操作体験
　　　　・佐賀のおいしい農畜産物の紹介や試食
　　　　・農業に関連した楽しい体験活動　など
◆入場料　無料（�体験活動によっては、参加費が

必要な場合もあります）
 佐賀県庁　農政企画課　☎25・7257

佐賀県後期高齢者医療広域連合 第４次
広域計画（案）についての意見を募集します

　この計画は広域連合および構成市町が相互にそ
の役割を担い、連携を取りながら総合的かつ計画
的に広域行政事務を行うための基本的な指針とな
るものです。
　そのため、この計画（案）に対する皆さんからの
意見を募集します。
◆募集期間　12月３日（月）～26日（水）
◆公表する資料の閲覧場所
・�佐賀県後期高齢者医療広域連合のホームページ
および事務局の窓口
・小城市役所　国保年金課窓口（西館１階）

 佐賀県後期高齢者医療広域連合 総務課
　　☎64・8476

自衛官候補生募集

◆受験資格　18歳以上33歳未満
　※採用年齢が引き上げになりました。
◆受験日　平成31年１月26日（土）
◆試験場所
　陸上自衛隊　目達原駐屯地
　詳細は、自衛隊佐賀地方協力本部ホームページ
でご覧ください。

 自衛隊佐賀地方協力本部　佐賀募集案内所　
　　☎31・5002

子育てセミナーを開催します

◆日時　12月23日（日・祝）　10時～11時30分
◆内容　「変わる時代の子育て…反抗期」
◆場所　ドゥイング三日月
◆講師　入

いり
口
ぐち
裕
ゆ
美
み
子
こ
さん

　　　��(一般社団法人　倫理研究所　生涯局講師）
◆参加費　200円
　　　　　（テキスト代、お茶菓子代など）
　※無料託児あります。

 家庭倫理の会　佐賀西部
　　☎090・8289・4863（井手）
　　☎090・2717・8877（堤）

エイズ検査を受けてみませんか

　12月１日の世界エイズデーに合わせて、夜間検
査を実施します。
　正確な検査のために、性的接触など心配なこと
があった日から３カ月以降に受けてください。予
約不要、匿名・無料で行います。
　採血後１時間程度で結果がわかります。
◆日時
　12月１日（土）　12時～16時
　12月３日（月）　17時～19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）
　上記の日以外にも、エイズ検査や電話相談を行っ
ています。詳細は問い合わせください。

 佐賀中部保健福祉事務所　感染症対策担当
　　☎30・3622
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自動車事故により被害に
遭われた人に対する支援制度

　N
ナ　ス　バ
ASVA（自動車事故対策機構）では、自動車事

故による重度後遺障害者の人や自動車事故被害者
への支援を行っています。自損事故・他損事故を
問いません。
◆重度後遺障害者介護料支援制度
　自動車事故により、脳・脊髄または胸腹部臓器
を損傷し、重度の後遺障害により日常生活動作に
ついて常時または随時介護を必要とする人に対し
て、介護料を支給します。
◆交通遺児等貸付制度（無利子貸付）
　自動車事故により保護者が死亡したり重度の後
遺障害が残った家庭の中学卒業までの子どもに対
し、育成資金の無利子貸付を行います。
　※所得制限があります。
　詳細は問い合わせください。

 独立行政法人 自動車事故対策機構 佐賀支所
　　☎29・9023　 ナスバ 検索

精神障がい者家族などで行う
集い（例会）に参加しませんか

　精神障がいを持つ家族のことで「他人に言いに
くい」「言ってもわかってもらえない」など、不安
や心配事を一人で悩んでいませんか。
　同じ悩みや体験を語ったり、分かち合うことで
心の支えになります。また、病気を正しく理解す
ることで本人への理解や対応も深まります。
　きよみずの会（家族会）とNPO佐賀げんき会で
合同例会を行っています。参加したい時だけでも
参加できます。まずは、気軽に問い合わせください。
◆日時　毎月第４日曜日　10時～12時
◆場所　佐賀みょうが塾
　　　　（小城市小城町畑田1374番地１）

　・NPO佐賀げんき会
　　　☎090・5282・3429（野田）
　　・きよみずの会
　　　☎090・8414・1751（深村）

特定健診を受けましょう

　９月１日より新病院がオープンしました！
　新しい病院で特定健診を受けてみませんか。
◆日程　・12月２日（日）
　　　　・平成31年２月17日（日）
※�事前予約制です。前日の12時までにご予約くだ
さい。

◆場所　医療法人ロコメディカル　江口病院
◆受付時間　９時～11時
◆対象者　協会けんぽ加入の被扶養者（40～74
歳）で平成30年度の特定健康診査が未実施の人
◆費用　500円
　健診内容は身体計測、検尿、採血、医師の診察
で所要時間は１時間30分程度です。オプション検
査で骨密度測定（無料）を実施します。ぜひこの
機会に健康診断を受け、健康の保持増進に役立て
てください。
◆持ってくるもの
　特定健康診査受診券・健康保険証・問診票
　（事前に注意事項や問診票は自宅へ郵送します）

 医療法人ロコメディカル　江口病院
　　　健診センター
　　　☎73・5020

ウィンドウディスプレイ
コンテスト

　小城のまちなかの商店街を舞台に、学生による
ディスプレイコンテストを開催します。展示期間
中（11月18日（日）～12月24日（月・振休））は
個性あふれる華やかなディスプレイで来訪者を楽
しませます。
◆ディスプレイ参加店舗（小城町商店街20店舗）
　水田羊羹本舗、山田老舗、小栁酒造㈱、
　みつばや小城羊羹製造本舗、ひらまつ病院、
　㈲原田電気、シンゴスポーツ、㈲池田商店、
　今泉薬局、STUDIO�K、FLaTPLaT、
　お花の店のうとみ、パンシュクル、小城写真館、
　ヤマダ電器、橘屋八頭司羊羹本舗、
　八頭司伝吉本舗、桜月堂総本舗、JR小城駅、
　小城鍋島家Ten
あなたの１票が力になる！
　お気に入りのディス
プレイ店舗に投票をお
願いします。各参加店
に投票用紙を設置して
います。
◆投票期限　11月30日（金）

 小城町ウィンドウディスプレイコンテスト
　　事務局　☎72・5324
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