
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
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平成30年度 市民図書館講座
「めざせ！畑づくり名人！！」

　DVDを見ながら畑づくりのコツと裏ワザをわか
りやすく紹介します。この講座を聞いて楽しく畑
づくりを始めてみませんか。
◆日時　平成31年１月27日（日）
　　　　10時～11時30分
◆場所　桜城館２階�研修室
◆講師　佐

さ
藤
とう
　圭
けい
さん（農山漁村文化協会）

◆定員　50人（先着順）
◆申込方法　申込用紙に記入し、市民図書館（三
日月館・小城館・牛津分室・芦刈分室）カウンター
へ提出してください。電話でも受け付けます。
◆参加費　無料
◆申込期間　平成31年１月5日（土）～20日（日）

 市民図書館　小城館　☎７１・１１３１

市役所年末年始の業務案内

　市役所は12月29日（土）～平成31年１月3日
（木）は休みとなりますが、下記の業務のみ市役所
（警備室）で受け付けを行います。24時間受け付
け可能です。
≪出生・死亡・婚姻などの戸籍の届出≫

 市民課（西館１階）　☎３７・６１00

平成31年
小城市消防団出初式

　どなたでも見学できます。
　ぜひ会場へお越しください。
◆日時　平成31年１月13日（日）　９時～
◆場所　小城公園グラウンド　（自楽園）
　　　　※雨天時：桜岡小学校体育館

 防災対策課（西館２階）　☎３７・６１１9

平成30年度 小城市モデル子ども
クラブ発表会を開催します！

　各地区の子どもクラブが取り組んだ、新入生の
歓迎会、地域の美化活動、灯付け、クリスマス会
など１年間のさまざまな活動を子どもたちが元気
いっぱいに発表します。
◆日時
　平成31年１月27日（日）　９時30分～12時
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆発表地区
　桜岡地区‥‥岡町、朝日町
　岩松地区‥‥二瀬川、永泉寺・須の木
　晴田地区‥‥平原、中善寺
　三里地区‥‥三里ふれあい自然塾
　三日月地区‥芦田、上中久米
　牛津地区‥‥友田、勝
　芦刈地区‥‥東戸崎、西道免
◆アトラクション
　牛津宿場華太鼓鼓

こ
天
て
津
つ
の演奏

◆対象者　どなたでも
◆入場料　無料

 小城市青少年育成市民会議事務局
　（生涯学習課内）　☎３７・６１３2

新蕎麦会を開催します

　江里山蕎麦の会では、今年も無農薬で栽培した
蕎麦粉を使った新蕎麦会を開催します。
◆日時　平成31年１月27日（日）　10時～
◆場所　江里山公民館
　　　　（小城市小城町岩蔵）
◆参加費　2,000円
◆持参するもの
　包丁、手ぬぐい、マイ蕎麦ちょこ、マイ箸

 江里山蕎麦の会　☎６６・0８2６
　　　☎090・８７６2・８３2６（田中）
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こどもたちと作る
小城のフリーペーパー

詳しくは
こどもおぎなう 検索 おぎなう編集局 ☎0952-73-4113

おぎなうこどもライターＴＶ出演おぎなうこどもライターＴＶ出演！！

2019年１月21日（月）　19時30分～20時43分放送日

こどもライターたちが、NHK 『鶴瓶の家族に乾杯』に出演
して小城市をＰＲ。ぜひご覧ください。
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Kids Fun「主役はきみだ！」
出演者・司会者を募集！

　ドゥイング三日月のステージで発表してみませ
んか。子どもが主役の発表会です。
　きみのパフォーマンスを待っています！
◆参加資格
　市内で活動する高校生までの団体および個人
　・�出演者会議（４月および開催前日リハーサル）
に参加できること。

　・�開催当日、開会式から閉会式まで参加できること。
　・ピアノ以外の道具は持参すること。
　・出演にかかる経費は各自で負担すること。
　・�司会者は、原則２人１組とする。
◆募集定員　出演者：10組程度
　　　　　　司会者：１組
◆応募期限　平成31年２月１日（金）
◆内容　舞台発表ができれば、なんでもＯＫ。
◆公演日時　2019年5月12日（日）13時30分～
◆公演場所　ドゥイング三日月　多目的ホール

 小城市こども未来塾 〜あゆの会〜
　　　〒８４５−８５１１
　　　小城市役所 生涯学習課内
　　　「Kids Fun 主役はきみだ！募集」係
　　　☎３７・６１３2
　　　  syougaigakusyuu＠city.ogi.lg.jp

来館50万人達成　３周年記念
「新春 明けて　びっくり感謝祭」

　ゆめぷらっと小城は、平成28年１月４日に開館
して、3周年を迎えます。楽しい催しと、感謝の
お菓子を用意して、皆さんをお待ちしています。
◆日時　平成31年１月４日（金）・5日（土）
　　　　８時30分～16時（予定）
◆内容　獅子舞、大道芸、バルーンアートなど
※先着1,000人に感謝のお菓子プレゼント！

 ゆめぷらっと小城管理室　☎３７・６６0１

将棋体験クラブのスタッフ
（ボランティア）を募集します

　砥川地域連携室（砥地連こみっとがわ）では
｢砥川小学校の子どもたちと地域を繋ぐ｣ ことに取
り組んでおり、その一環として昨年12月より、「将
棋体験クラブ｣ を開催しています。将棋を通して
子どもたちと触れ合いませんか。ご応募お待ちし
ています。
◆日時　毎月第２・第４水曜日
　　　　13時10分～45分
※�毎回ではなく、来れる時のみの参加で構いませ
ん。気軽に参加ください。

◆場所　砥川地域連携室（砥川小学校内）
・砥川地域連携室（こみっとがわ）

　　　　☎６６・６00６
　　　・牛津公民館　☎３７・６１４３

第７回 小城市綱引大会

　同僚・地域・友人・家族みんなで一致団結して
参加しませんか。
◆日時　平成31年２月3日（日）
　　　　受付�８時20分
　　　　開会�９時
◆場所　三日月体育館
◆対象者　市内在住の人、市内企業に勤務している人
◆種目　・一般の部（男性、女性、混合）各８人
　　　　・ジュニアの部　6人
◆参加費　１チーム　1,000円
◆申込方法　小城市体育協会へ郵送またはFAXで
申し込みください。（申込用紙は各公民館・体育館
に置いています）
◆申込期限　平成31年１月10日（木）

 小城市体育協会　〒８４５−000４
　　　小城市小城町松尾４0３2−５
　　　☎７2・１200　FAX ７2・１20１
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☎0952－73－4113
小城市小城町253番地４
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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

生活援助型訪問サービス
ヘルパー養成研修を開催します

　この研修を受けることで介護保険の「生活援助
型訪問サービス」（※生活援助（調理・洗濯・掃除
など）のみのサービス）のヘルパーとして資格を
取ることができます。
◆日時　平成31年２月20日（水）、26日（火）の
　　　　２日間
◆場所　アバンセ
◆定員　20人
◆受講料　2，000円（テキスト代）
◆対象者
　①・②のいずれかの人
　①�小城市、佐賀市、多久市、神埼市、吉野ヶ里
町に在住し、生活援助型訪問サービスに従事
する意志のある人

　②�佐賀中部広域連合の生活援助型訪問サービス
など（居宅サービスを含む）の指定を受けた
事業所に勤務する人または採用を予定されて
いる人

 公益財団法人
　　　介護労働安定センター佐賀支所
　　　☎2８・0３2６

第２回
絵本の読み聞かせ会と音楽

　ジャズ音楽ユニット「ビジョンズ」が演奏する
音楽に合わせて絵本の読み聞かせ会を開催します。
読み語りはKBC「アサデス。」に出演中でフリーア
ナウンサーの徳

とく
永
なが
玲
れい
子
こ
さんが行います。

◆日時
　平成31年１月27日（日）　13時～約１時間
◆場所
　ゆめぷらっと小城　２階　天山ホール
◆定員　100人（先着）
◆参加費　500円　※子ども無料
◆ 申込方法
　平成31年１月７日（月）８時30分から受付を開
始します。参加希望の人は、窓口、電話、メール
で申し込みください。

 小城市観光協会　☎７2・７４2３
　　　  info@ogi-kankou.com

火災のない明るい新年を
迎えるために！

　年末の大掃除で出たごみを家の外に置いたまま
にしていませんか。
　放火は毎年、全国の火災発生
原因の上位に入っています。放
火による被害を防ぐため、次の
ことに注意しましょう。
・周囲に燃えやすい物を置かない
・ポストに新聞などを溜めこまない
・照明の設置により暗がりをなくす
・ごみは指定された場所、日時以外は出さない
・外出時には、隣近所に一声かけて協力を求める
　一人一人の心がけと地域全体で火災のない１年
にしましょう！！

 佐賀広域消防局　予防課　☎３３・６７６５

林
はやし

田
だ

龍
たつ

信
のぶ

回想展＆第43回黄美展

　小城高校で金
かね
子
こ
剛
つよし
さんに絵の指導を受けた者に

よるOB会の作品と、昨年、志半ばで他界した黄美
会のメンバーで小城市の画家・林田龍信さんの作
品展を開催します。
　皆さんの来場をお待ちしています。
◆期間　平成31年１月４日（金）～14日（月・祝）
◆場所　ゆめぷらっと小城　１階　ギャラリー
◆入場料　無料

 黄美会事務局
　　☎090・８６６2・４４３５（村山）
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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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労働保険の成立手続きは
お済みですか

　労働者を一人でも雇っている事業所は労働保険
への加入が必要です。佐賀労働局では「労働保険
適用促進」を行っています。

 佐賀労働局　労働保険徴収室　☎３2・７１６８

職業訓練受講生募集

　平成31年3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
◆応募期間　�平成31年１月７日（月）～２月１日（金）
◆選考日　平成31年２月９日（土）
　　　　　※筆記試験、面接
◆訓練期間　�平成31年3月5日（火）～８月29日（木）
◆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
CAD/NCオペレーション科

各15人板金・溶接施工科

電気システム施工科
（若年者訓練コース）

住環境CAD科 24人水道管にも冬支度を！！

　過去には記録的な大寒波で、多くの漏水事故が
発生しました。早めの対策をお願いします。
〜夜の冷え込みにご注意〜
　気温が低下すると水道管が凍ったり、破裂した
りします。特に氷点下４度以下になる場合では、
屋内の水栓も破損する可能性があり
ますので、ご注意ください。
　寒い時期は、天気予報に気をつけ、
凍結の恐れがあるときには防寒など
の処置をしてください。
〜防寒の方法〜
　屋外で露出している水道管や水栓は市販の保温
カバーや布を巻いて、これらが雨などで濡れない
ように、上からビニールなどで覆い、保温してく
ださい。
〜宅内の漏水確認方法〜
①�宅内の蛇口を全て閉める。
②�水道メーターのパイロット
（水を出したら回転する所）
を確認してください。もし、
回っていれば漏水の可能性
があります。
③�漏水を確認した場合には、指定給水装置工事店
で早めに修理をお願いします。
 ・水道課（ゆめぷらっと小城内）☎７３・８８0４

　　・西佐賀水道企業団　☎６８・222５

ゆめさが大学佐賀校 学生募集

　仲間と一緒に楽しみながら学べ、地域に生かせ
る内容です。
◆応募資格　おおむね60歳以上
◆ 講義内容　佐賀の歴史、栄養と健康、文化・芸術、
パソコンなど年間60講義

◆募集期限　平成31年3月15日（金）
◆ 申込方法　入学願書の提出が必要です。詳細は、
下記まで問い合わせください。

 ゆめさが大学事務局
　　　（公益財団法人　佐賀県長寿社会振興財団）
　　　☎３１・４１６５
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