
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
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市民図書館　三日月館・
自動車図書館の休館のお知らせ

　蔵書点検のため、三日月館
と自動車図書館（本丸くん）
は休館します。
◆休館期間
　１月29日（火）～２月７日（木）
　休館中は、資料貸出・予約・各種問い合わせは
受け付けていません。
　三日月館への返却は、本の返却ポスト（正面玄
関入口の右側）に入れていただくか、小城館また
は各分室へ返却してください。
　ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。
　小城館、牛津、芦刈分室は、通常どおり開館します。
�市民図書館　三日月館　☎72・４９４6

県民文化フォーラムが
開催されます！

　芸術文化に関する情報交換や課題を共有する
フォーラムに参加しませんか！
　多くの皆さんの来場をお待ちしています。
◆日時　２月2３日（土）　１３時３０分～
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆内容　・佐賀県芸術文化賞等表彰式
　　　　・県民文化フォーラム
　　　　　「佐賀文化・未来への提言」
◆対象者　どなたでも
◆参加費　無料
�小城市文化連盟（生涯学習課内）

　　☎37・6132

誘導区域外での開発・建築など
には届出が必要です

　市では ｢立地適正化計画｣ を策定し、コンパク
トなまちづくりを進めています。住宅や民間施設
などの立地を緩やかに誘導し、その動きを事前に
把握するため、居住誘導区域外における一定規模
以上の住宅開発・建築などや、都市機能誘導区域外
で誘導施設の整備などを行う場合、または都市機
能誘導区域内で誘導施設を休廃止する場合には、都
市再生特別措置法に基づき市への届出が必要です。
◆誘導区域・届出対象の行為
　都市機能誘導区域と居住誘導区域を設定してい
ます。それぞれの区域や対象となる施設および行
為の詳細は、市ホームページをご覧ください。
◆届出時期　開発・建設等着手の３０日前まで
◆その他
　届出義務に関する規定が、宅地建物取引業法に
規定する重要事項説明の対象となります。
　届出をしなかったり、虚偽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。
�都市計画課（東館１階）　☎37・6121

おぎまんが展を開催

　今まで描いた作品の原画
スケッチの展示やおぎまん
がで描く小城の風景を展示
します。
　来場者には、おぎまんが
冊子、ポストカード、ポス
タープレゼント！
（数量限定）
◆日程
　１月29日（火）
　～２月７日（木）
◆場所
　ゆめぷらっと小城
◆特別イベント
　作者�小城乃はなさんによる
　サイン会&あなたの似顔絵プレゼント
　２月２日（土）　１０時～　先着2０人
�総合戦略課（西館２階）　☎37・611０

◀
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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
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第17回 おぎア・カペラ
コンテストを開催

　素敵な歌声を聞きに来ませんか。
◆日時　２月３日（日）　１2時３０分～
◆場所　ゆめぷらっと小城
　　　　２階　天山ホール
◆入場料　無料
�♪おぎおん事務局　☎０９０・7９８８・2523

女性人材バンクへの登録者を
募集しています

　市では、政策・方針決定
過程への女性の参画を促進
し、2０2１年度までに女性
の審議会などへの参画率
３５％を目指しています。
（平成３０年３月３１日現在　女性参画率３０.2％）
　昨今、女性ならではの視点や感性が、さまざま
な分野で求められています。
　あなたの経験、知識、やる気を市政や地域社会
の発展に生かしてみませんか。
　女性の皆さんの登録をお待ちしています。
◆登録要件
　市内に居住、またはお勤めの2０歳以上の女性で、
市政に関心を持ち、市の審議会などの委員として
活動する意欲のある人
◆応募方法
　「女性人材バンク登録申込書」に必要事項を記入
の上、郵送または持参ください。（登録は随時受け
付けています）
◆申込書の設置場所
・企画政策課（西館２階）
・�市ホームページからもダウンロードできます。
※�登録情報は、審議会委員選考の目的のみに使用
し、それ以外には使用しません。
�企画政策課（西館２階）　☎37・6115

教育講演会を開催します

◆日時　２月９日（土）　１４時～１6時
◆場所　牛津公民館　ホール
◆演題　子どもは未来を紡ぐ�～地域で子育て～
◆講師　中

なか
村
むら
洋
よう
子
こ
さん

　　　　（香蘭女子短期大学准教授）
◆講師プロフィール
　次女にハンディキャップがあり、育児のため一
度は教員退職を余儀なくされる。心身ともに疲れ
果てる中、地域からの支援で徐々に社会との繋が
りを取り戻し、“恩送り”という形で地域に還元。
現在は未来の保育従事者の育成にあたっている。
◆定員　１５０人
◆対象者　どなたでも
◆参加費　無料
　（託児を希望する人は１月３１日（木）までに申
し込みください）

�牛津地区青少年育成会（事務局：牛津公民館）
　　　☎37・61４3

「市民便利帳」を官民協働で
発行します

　行政情報や地域情報などを盛り込んだ暮らしに
役立つ情報誌、小城市「市民便利帳」を発行します。
　これは、株式会社サイネックスと市が官民協働
事業として共同発行するもので、市が行政情報な
どの提供を、サイネックスが企画編集や広告募集
活動などを担当し、発行に関わる経費は全て広告
収入で賄われます。
　今後、サイネックスの社員が広告掲載の募集の
ため、市内の事業所などを訪問しますので、ご理
解とご協力をよろしくお願いします。
◆発行時期　７月（予定）
※�市内全世帯および転入世帯に配付します。
�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
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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

　地域の皆さんと協働
で、今年も「津の里こど
もまつり」を開催します。
ぜひお越しください。
◆日時　２月2４日（日）
　　　　９時５０分（オープニング）
　　　　１０時～１５時
◆場所　牛津公民館、牛津体育センター
◆�内容　子ども実行委員会による企画イベント、
工作・手作りゲーム、体験コーナー、働く車の
展示（パトカー、消防車、工事現場で活躍する
車など）
◆参加費　無料
�牛津っ子支援ネットワーク事務局

　（牛津公民館内）　☎37・61４3

第13回 津の里こどもまつり

第24回 高
たか

田
だ

保
やす

馬
ま

博士を
たたえる会を開催

　三日月町が生んだ著名な
経済・社会学者・文学者で
ある高田保馬博士の業績を
たたえる会を開催します。
皆さんのご来場をお待ちし
ています。
◆日時　２月３日（日）　９時～１2時
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆内容
　・アトラクション（書道、うたごえ、お話）
　・小・中学生による作文発表
　・書道・文学作品コンクール表彰
※作品を１月2８日（月）～２月３日（日）の期間
　ドゥイング三日月に展示します。
�高田保馬博士顕彰会事務局（桜城館）

　　☎73・８８０９

第59回 郡市対抗県内一周駅伝大会
の応援をよろしくお願いします

　今回の大会では７連覇を目指しています。
　皆さんの声援が選手を後押しします。
　小城市選手団の応援をよろしくお願いします。
◆期間　２月１５日（金）
　　　　　～１７日（日）
《小城市内の応援ポイント》
◎２月15日（金）
　１３時2０分ごろ、久保田町与
羅ん館を通過し、国道４４４号線
（芦刈町）を抜け福富方面へ。
◎２月17日（日）
※�前回から走路が変更になっています。
　１2時４０分から江北町役場を出発し、国道３４号
線砥川新宿交差点を左折。
　多久・古賀宿交差点まで北上し、１３時2０分ごろ
三里山崎公民館で中継。石木交差点を左折し、１３
時３０分ごろ小城新生興業社で中継。
　小城駅前を通過し、中町交差点を抜け大和方面へ。
�一般財団法人　小城市体育協会事務局

　　☎72・12００

▲昨年の様子

表千家茶道クラブ　体験講座

　部屋での正しい歩き方、礼の仕方、道具の名前
や拝見の仕方、扱い方など、一緒に礼儀作法の基
本やお茶の世界を学びませんか。ぜひ、この機会
に体験してください。
◆日時　２月９日（土）
　　　　９時３０分～１１時３０分
◆場所　あしぱる
◆参加費　１回５００円（お茶・お菓子代）
　　　　　※当日徴収します。
◆対象者　どなたでも参加可

�芦刈公民館　☎37・61４０

19 小城市広報 2 0 1 9年2月号



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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農業漁業体験民宿を始めませんか
～農業・漁業に従事している皆さんへ～

　特別なことはいりません。普段どおりの生活の
中で、都市部からの来訪者に農業・漁業の作業を
手伝ってもらい、一緒に夕食を作り、みんなで夕
食を食べ、そしてゆっくり泊まっていただく、と
いうものです。
　小城ならではの空
気、空、山、海、田ん
ぼや畑を味わってもら
い、思い出を作って持
ち帰ってもらいます。
　随時説明会を開催し
ていますので、気軽に
問い合わせください。
�一般社団法人　小城市観光協会　☎72・7４23

県下一斉無料法律相談会

　不動産の相続・売買・贈
与・会社設立・役員変更な
どの登記、供託、債務整理
（破産、クレジット・サラ
金トラブル、ヤミ金など）、
成年後見、遺言、各種裁判
手続など、司法書士業務全
般に関してのご相談をお受
けします。※予約不要
◆日時　２月１6日（土）
　　　　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）
※当日は、電話相談も受け付けます。
　専用ダイヤル　☎29・０6３５／☎29・０７2０
�佐賀県司法書士会　事務局

　　☎2９・０626

（一財）小城市体育協会嘱託職員
およびアルバイト募集

【体育施設勤務（嘱託職員）】
◆採用人数　３人
◆�職務内容　体育施設管理人（体育館維持管理業
務、敷地内清掃、剪定、除草作業など）
◆採用条件
　・パソコンができる人（ワード・エクセル）
　・施設の簡易な修繕などできる人
　・普通自動車免許
◆勤務場所　市内体育館のいずれか
◆給与　月額１１０,０００円（社会保険・雇用保険有）
◆勤務形態
　８時３０分～22時の間で１日２交代勤務
　（３人のローテーション）
【事務局勤務（アルバイト）】
◆採用人数　１人
◆職務内容　事務・経理全般
◆採用条件
　・パソコンができる人（ワード・エクセル）
　・簿記ができる人
　・普通自動車免許
◆勤務場所　小城市体育協会　事務局
◆時給　８26円（雇用保険有）
◆勤務形態　９時～１6時の間で週2０時間内。
　　　　　　勤務時間は相談に応じます。
　　　　　　※原則　土・日・祝日は休み
◆雇用期間　１年
【共通事項】
◆採用予定日　４月１日
◆応募方法
　履歴書（写真添付）を郵送または持参ください。
　書類選考後、面接予定者へ通知します。
◆申込期限　２月５日（火）必着

�〒845-0004　小城市小城町松尾４０32番地５
　　　一般財団法人　小城市体育協会事務局
　　　☎72・12００
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観光ボランティア　会員募集

　校外学習の子どもたちやガイドを希望する人に、
市内を散策しながら神社や歴史を分かりやすく紹
介する活動をしています。
　観光ボランティアをすることで小城のことを深
く知ることができ、まちがもっと好きになります！
　歴史や観光が好きな人はもちろん、これからま
すます増える外国人観光客を案内できるように外
国語が話せる人も大募集です！
◆活動　現地研修、歴史学習会、街歩きガイドなど
◆活動日　毎月第１、第３木曜日　１３時～１6時
◆場所　桜城館　２階　研修室

�一般社団法人　小城市観光協会
　　　☎72・7４23

中小企業の退職金
国の制度がサポートします

　中小企業退職金共済制度は国の制度で、掛け金
の一部を国が助成します。掛け金は全額非課税で
手数料も不要です。
　パートタイマーの人や家族従業員も加入できま
す。詳細は問い合わせください。
�独立行政法人　勤労者退職金共済機構

　　中小企業退職金共済事業本部
　　☎０3・6９０7・123４

普茶料理「おぎ春香会」
会員募集

　おぎ春香会は祥光山星巌寺に伝わる「普茶料理」
を伝承する活動をしています。
　「普茶料理」とは、黄

おう
檗
ばく
宗
しゅう
の寺院に伝わる精進料

理です。星巌寺が廃寺となってしばらく途絶えて
いましたが、それを復活し、春と秋に「普茶料理
食事会」を開催しています。一緒に「普茶料理」
を作りましょう！
◆活動（勉強会）
　２、３、５、６、７、９、
　１０月の第３土曜日
　９時～昼ごろ
◆場所　晴田支館

�一般社団法人　小城市観光協会
　　　☎72・7４23

子育てセミナーを開催します

◆日時　２月2４日（日）　１０時～１１時３０分
◆内容　「�苦手な気持ちを変えたい…自信を持たせ

るためには」
◆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）

「遺言と成年後見制度」の説明会

　後見人、保佐人、補助人などの成年後見制度と
任意後見制度の利用方法、遺言書の作り方などの
説明会を開催します。※個別相談も可能です。
◆日時　２月２日（土）　１０時～１2時
◆場所　アバンセ　４階　第３研修室
◆定員　５０人
◆参加費　無料
◆申込方法　電話で申し込みください。
　　　　　　（当日参加も可）

��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

　　　☎2９・０626

福祉マンパワー合同就職面談会

◆日時　２月５日（火）　１３時３０分～１５時３０分
　　　　（受付１３時～１５時）
◆場所
　ガーデンテラス佐賀ホテル&マリトピア　３階
　（佐賀市新栄東３丁目７一８）
◆�対象者　�県内の福祉施設や病院、在宅介護サー

ビス事業所、保育園などで働きたい人。
◆内容
・参加者と参加事業所との面談会
・�福祉に関連する資格の取得方法や福祉分野の仕
事内容についての相談
◆参加費　無料（申込不要）
�佐賀公共職業安定所　☎2４・４362
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募集情報

開催案内

自衛官候補生募集

◆募集種目　自衛官候補生（４月入隊予定）
◆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　３月２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

感電事故防止のお願い

　たこ揚げの季節になりまし
たが、感電事故防止のため、
電線付近でたこ揚げを行った
り、電柱や鉄塔に昇ったりし
ないようお願いします。
　なお、万が一たこが電線な
どにかかった場合は、自分で
取ろうとせず、お近くの九州
電力までご連絡ください。
�九州電力　佐賀配電事業所

　　☎０12０・９８6・3０3

無料で乳がん検診が
受けられます！

　乳がんは女性にできるがんで一番多いがんです。
女性の皆さん、決して他人事ではありません。
◆日時　３月２日（土）、３日（日）
　　　　８時３０分～１０時３０分
◆場所　公益財団法人�佐賀県健康づくり財団
　　　　女性検診エリア
　　　　（佐賀市水ヶ江１丁目１2－１０
　　　　佐賀メディカルセンタービル２階）
◆対象者
　次のいずれにも該当する人
　①佐賀県内に居住する４０歳以上の女性
　（基準日は平成３１年３月３１日現在）
　②�過去に乳がん検診（マンモグラフィ）を受け
たことがない人、または、前回受診後３年以
上経過している人

◆検診内容　乳がん検診（マンモグラフィ）
◆定員　２日間あわせて１００人（予約先着順）
◆料金　無料
◆申込日時　２月１８日（月）～22日（金）
　　　　　　８時３０分～１７時

�佐賀県健康づくり財団　健診部
　　　☎37・3335

10月１日から小規模な飲食店にも
消火器が必要です！！

◆対象となる飲食店
　飲食業として、提供する飲食物の調理のために
使用するガスコンロ、ガスレンジなど火を使用す
る設備・器具が設けられている店舗
　次のいずれかに該当する場合は、火を使用する
設備・器具には含まれません
①電子レンジやIHコンロなどの電磁調理器
②�調理油過熱防止装置がついているもの
③�フード用自動消火設備（ダクト用自動消火設備
を除く）がついているもの
④圧力感知安全装置がついているもの
※�消防職員が調査を行うために訪問する場合があ
りますので、ご協力お願いします。
　なお、職員による消火器などの斡旋などは行っ
ていませんので、悪質な訪問販売には十分注意し
てください。
�佐賀広域消防局　予防課　☎33・6765

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　２月2０日（水）、３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　☎３2・７１6１）
※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）
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