
Akiko Hiramatsu
�in ca� clinic

しみ・小じわ・たるみ・疲れ・薄毛・肥満などでお悩みの方、ご相談ください。

小城市小城町 815－1
（ひらまつクリニック透析センター東側入口）
営業時間：10：00～18：00（月～金）　不定休

TEL （0952）73－7003

完全予約制アキコ ヒラマツ

スキンケア  クリニック
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開催案内

一日図書館職員になろう！！

　「図書館の仕事ってどんなことをするんだろう？
やってみたいな！」そう思ったことはありません
か？一日図書館職員になって図書館の仕事を体験
してみませんか？
◆日時　《小 城 館》３月26日（火）
　　　　　　　　　　８時30分～12時
　　　　《三日月館》３月27日（水）
　　　　　　　　　　８時30分～12時
◆対象者　市内在住の小学３年生～６年生
◆募集期限　３月３日（日）
◆応募方法　市民図書館全館カウンター・電話
※�応募者多数の場合は抽選を行い、後日結果をお
知らせします。

 市民図書館　小 城 館　☎7１・１１3１
　　　　　　　　　三日月館　☎7２・４９４６

芦刈分室　ブックリサイクル

　図書館で保存期限が過ぎた雑誌、本などを無料
でおゆずりします。1人何冊でもお持ち帰りいた
だけます。市内、市外問わず参加できますので、
ぜひお越しください。
　当日は、本を入れる袋などをご持参ください。
◆日時　３月17日（日）　10時～16時
※�なくなり次第終了となります。
◆場所　あしぱる内　和室

 市民図書館　芦刈分室　☎37・６１４１

「農業！やってみようセミナー」
を開催します

　農業を職業として検討されている人、セミナー
に参加してみませんか。
◆日時　３月17日（日）　９時～
　　　　（受付�８時30分～）
◆場所　小城市役所　西館　２−６会議室
◆対象者　市内で農業を始めたい人
◆対象品目
　アスパラガス、きゅうり（ハウス栽培）など
◆内容
・栽培技術や農地の取得の説明
・圃場の現地視察
・農業次世代人材投資資金の説明など
※当日は軽装でお越しください。
◆申込期限　３月８日（金）
◆申込方法　電話で受け付けます。

 農林水産課（東館１階）　☎37・６１２５

第29回 小城市三里牛尾梅まつり

　小城町牛尾梅林一帯で、梅まつりが開催されま
す。梅加工品、農産物などの販売や、特設ステー
ジでのイベントなど楽しい催し物もありますので、
ぜひお出かけください。
◆日時　３月２日（土）・３日（日）
◆会場　牛尾神社（小城町池上牛尾）
※�まつり当日は、会場周辺駐車場から無料シャト
ルバスを運行しますので、牛尾山周辺の交通規
制にご協力をお願いします。
 農林水産課（東館１階）　☎37・６１２５

第４回
ぷら～っと手づくりマルシェ

　春だ！マルシェだ！ゆめぷらっとだ！
　開放感のある素敵な会場で、ゆっくり・のんび
りお買い物しませんか。ワクワク・楽しい・かわ
いい品を見つけに来ませんか。食べてニコニコ、
おいしいものもたくさんありますよ。
◆日時　３月24日（日）　10時～16時
◆場所　ゆめぷらっと小城
◆入場料　無料

 ゆめぷらっと小城　管理室　☎37・６６０１
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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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◆日時　３月10日（日）　９時～12時
◆集合　あしぱる
※小雨決行。雨天時は中止します。
◆内容　芦刈町内コース
　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（先着順）
◆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月７日（木）までにお電話ください。
※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

小城市公民館体験講座
「ノルディックウォーク体験教室」

小城市公民館体験講座 世界の料理
を作ってみよう～フィリピン料理～

　料理を作って、フィリピンという国を学んでみ
ませんか。
◆日時　３月21日（木・祝）　10時～14時
◆場所　ゆめぷらっと小城　クッキングスタジオ
◆対象者　市内在住の人
　　　　　（小学生以下は保護者同伴）
◆参加費　500円
◆定員　16人（先着順）
◆内容　フィリピン料理作りとお話し
◆持ってくるもの
　エプロン、三角巾、米1合、飲み物
◆講師　マーク・キハーノさん（フィリピン出身）
◆申込期限　３月８日（金）

 小城公民館　☎73・3２１５

小城市公民館体験講座
「コミュニケーション教室」

　実習を中心に、人間
関係を築くために身に
つけておきたいスキル
を学びます。
◆日時　３月28日（木）
　　　　19時～21時頃
◆場所　ドゥイング三日月　視聴覚室
◆対象者　市内在住の人
◆参加費　無料
◆定員　40人（先着順）
◆申込期限　３月22日（金）までにお電話ください。

 芦刈公民館　☎37・６１４０

パパと子どものクッキング

　パパと子どもが一緒に参加する料理教室を開催
します！皆さんの参加をお待ちしています。
◆日時　３月10日（日）　10時～13時頃
◆場所　ドゥイング三日月　生活工房
◆講師　圓

えん
城
じょう
寺
じ
森
もり
光
みつ
さん・洸

こう
英
えい
さん（父子）

◆定員　父子10組
◆参加費　大人500円、子ども1人につき200円
◆持ってくるもの　エプロン、三角巾、飲み物
◆メニュー　～簡単！男カフェ飯～
　サンマ缶の炊き込みご飯、
　わかめと卵の中華スープ、
　グリルチキン、彩りサラダ
※�メニューは変更になる場合
もあります。

◆申込期限　２月28日（木）までにお電話ください。
 小城市男女共同参画ネットワーク

　　　☎０９０・５０５６・3２０５（松並）
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☎0952－73－4113
小城市小城町253番地４

Plan
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Print
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Process
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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

フットパスに参加しませんか

　桜の花がほころび始めた小城の小
こ
径
みち
をゆったり

と歩きませんか。
◆日時　３月23日（土）　９時30分�受付
◆集合場所　ゆめぷらっと小城　1階
◆参加費　1,000円（弁当、保険料金含む）
◆持ってくるもの　水筒、タオル
◆定員　先着30人
◆申込期限　３月15日（金）
※小雨決行。歩きやすい服装でお越しください。

 小城フットパスクラブ
　　　☎０９０・５４37・１４４５（西岡）

緑の募金にご協力をお願いします

　「緑の募金」運動は年
に２回行われます。この
期間に集まった募金は、
身の回りの緑化や森林の
整備などの幅広いボラン
ティア活動を支援し、森
林・緑づくりに役立って
います。
　地球温暖化防止や水の供給源として欠くことの
できない森林・緑を次代へ引き継ぐため、ご協力
をお願いします。
◆運動期間　春期　３月1日～�５月31日
　　　　　　秋期　９月1日～10月31日

 美しい緑の郷土づくり県民運動
　　小城市推進協議会（農林水産課内）
　　☎37・６１２５

JRウォークが開催されます

　心地よい早春の風を感じな
がら、風情感じる長崎街道や
ひなまつり、牛尾梅林の梅ま
つりに触れ、地元グルメ、野
鳥観察も楽しめる約11kmの
コースを歩きます。のんびり
牛津の町を散歩して心と体の
リフレッシュをしませんか。
◆日時　３月３日（日）
◆スタート受付　８時30分～11時
　　　　　　　　（事前予約不要）
◆ゴール受付　15時まで
◆受付場所　牛津駅
　詳細は� JRウォーク 検索

 佐賀鉄道部　☎２3・２９3９

2019 クローバ会絵画展Ⅲ

　絵画教室むつごろう、水彩画クラブ「コスモス」、
デッサン教室「菜花会」の共同で絵画展を開催し
ます。水彩画、油彩画、デッサンといろいろ楽し
めるので、ぜひご来場ください。
◆日時　３月18日（月）～22日（金）
　　　　８時30分～22時
　　　　（初日13時30分～、最終日は15時まで）
◆場所　ゆめぷらっと小城

 三日月公民館　☎7２・１６１６

警察・消防・自衛隊
合同職業説明会

◆日時　４月14日（日）　10時～15時
◆場所　アバンセ　３階　美術工芸室
◆対象者　公安系公務員を希望する人
　　　　　（保護者同伴歓迎）
　入場無料・服装自由・履歴書不要です。
　都合の良い時間にお越しください。

 自衛隊佐賀地方協力本部　佐賀募集案内所
　　☎２５・６7００
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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

農業者の皆さんへ
「青色申告を始めましょう！」

・�青色申告を行う農業者（個人・法人）は収入保
険に加入できます。
・�収入保険は、全ての農産物を対象に自然災害や
価格低下などによる収入減少が生じた場合に補
償する保険です。詳細は、佐賀県農業共済組合
連合会または最寄りの農業共済組合へご相談く
ださい。

収入保険は農業収入の減少を広く補償します！
・自然災害や鳥獣害などで収量が下がった
・市場価格が下がった
・災害で作付不能になった
・けがや病気で収穫ができない
・倉庫が浸水して売り物にならない
・取引先が倒産した
・盗難や運搬中の事故にあった
・輸出したが為替変動で大損した　など

 佐賀県農業共済組合連合会
　　☎3１・４１7１

「春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　３月1日（金）～７日（木）
★住宅用火災警報器を設置しましょう。
　設置をされている家は、点検とお手入れを忘れ
ずに！

 佐賀広域消防局　予防課　☎33・６7６５

小城市放課後児童クラブ
支援員募集

　「子どもが大好きだから子ども関係の仕事をして
みたい」「子どもたちの育ちに関わってみたい」「放
課後児童クラブに興味がある」人、小城市放課後
児童クラブで支援員として働いてみませんか？
　「まずは、話を聞いてみたい」という人も大歓迎。
気軽にお電話ください。
◆勤務期間　2020年３月31日まで
※契約更新の可能性あり
◆勤務時間　・平日14時～18時
　　　　　　・土曜・長期休暇
　　　　　　８時～18時の内６時間～８時間程度
　　　　　　※終業は19時まで延長する場合もあり
◆勤務内容　放課後の児童健全育成支援
◆賃金　850円／時給
◆その他　月給制の働き方もあり
※その他詳細は問い合わせください。

 特定非営利活動法人
　　　佐賀県放課後児童クラブ連絡会
　　　☎37・８５５3（山口）

風しんの抗体検査・予防接種
費用の全額助成があります

　佐賀県では、「先天性風しん症候群」の発生を予
防し、県内の女性が将来も安心して妊娠・出産で
きるように1月８日から妊娠を希望する女性など
を対象に、風しん抗体検査・予防接種の全額助成
をしています。助成は抗体検査・予防接種ともに
1人1回のみです。助成希望者は、医療機関で風
しん抗体検査・予防接種を受ける前に、県内の保
健福祉事務所の窓口で受け付けが必要です。
　対象、申請方法などの詳細は、佐賀県のホーム
ページを確認するか、下記へご相談ください。
◆助成期限　３月31日（日）

 佐賀中部保健福祉事務所　☎3０・3６２２
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ジェネリック医薬品に
関するお知らせ

　佐賀県後期高齢者医療広域連合では、現在服用
している薬をジェネリック医薬品（後発医薬品）
に切り替えられた場合に、薬代の自己負担額をど
のくらい軽減できるか試算した差額通知はがきを
発送しています。
◆通知の対象者
　昨年10月に処方された先発医薬品をジェネリッ
ク医薬品に切り替えた場合に、1カ月あたりの自
己負担額の軽減が一定額以上見込まれる人。
※必ずしも全ての人に届くわけではありません。
◆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販売さ
れる医薬品です。
　国の厳しい審査基準を満たし、先発医薬品と同
等の有効成分・効能・効果をもつ医薬品ですが、まっ
たく同一というわけではありません。
　ジェネリック医薬品を希望する場合は、まずは、
かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

 佐賀県後期高齢者医療広域連合
　　☎６４・８４7６

職業訓練受講生募集

　５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　４月10日（水）　※筆記試験、面接
◆訓練期間　５月８日（水）～11月28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。
◆応募期間　２月25日（月）～４月３日（水）

 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 ３科で

15人溶接技術科

住環境CAD科

「医療費控除の明細書」を
送付します

　佐賀県後期高齢者医療広
域連合からお送りしている
「後期高齢者医療に係る医
療費のお知らせ」（９～12
月診療分）を、２月22日
（金）に発送します。
　このお知らせは、医療費控除の申告手続で医療
費の明細書として使用することができます。医療
機関などからの請求書が遅れているなどの理由で
記載されていない場合は、別途領収書に基づいて
「医療費控除の明細書」を作成し、その明細書を申
告書に添付していただく必要があります。
　なお、医療費控除の申告に関することは、佐賀
税務署に問い合わせください。

 ［ 申告に関すること ］
　　　佐賀税務署　☎3２・7５１１
　　［ 医療費のお知らせに関すること ］
　　　佐賀県後期高齢者医療広域連合
　　　☎６４・８４7６

佐賀県がん患者・家族集いの会

◆日時　３月11日（月）
　　　　受付�12時30分～
◆場所　佐賀県健康づくり財団　1階
　　　　（佐賀市水ヶ江1丁目12−10）
◆定員　がん患者・その家族　30人（受付順）
◆内容　・13時～14時
　　　　　今すぐ作れる“簡単クッキー”
　　　　　講師　松

まつ
本
もと
美
み
佐
さ
子
こ
さん

　　　　・14時～16時
　　　　　親睦・交流会
◆参加費　1人300円（お茶菓子付き）
※エプロンと三角巾をご持参ください。
◆ 申込方法　住所、氏名、電話番号、家族同伴の
有無を電話でご連絡ください。
　（�電話受付は、平日の月～金の９時30分～13時、
14時～16時30分のみ）

◆申込期限　３月８日（金）
 佐賀県がん総合支援センター

　　　☎０１２０・２４６・3８８
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