
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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牛津分室　ブックリサイクル
　図書館で不要になった本、雑誌を無料でお譲りし
ます。１人何冊でもお持ち帰りできます。当日は、
本を入れる袋をご持参ください。
◆日時　5月5日（日・祝）　10時～
◆場所　牛津公民館　１階　１－２研修室
※�本がなくなり次第、終了します。

市民図書館　牛津分室　☎３７・６１44
　
市民図書館�
でっかいおはなし会
　たのしいおはなし大集合！
絵本の読み語りや手遊びなど
がありますよ。どなたでも参
加できますので、ぜひ遊びに
来てください♪
◆日時　5月11日（土）　15時～
◆場所　ドゥイング三日月　大研修室

市民図書館　三日月館　☎７2・494６
　
第５回　　　　　　「主役はきみだ！」�
未来のスターを見に来てください！
　市内の子どもたちが主役の発表会を開催します。
　子どもたちの元気なパフォーマンスを、ぜひ見に
来てください！
◆日時　5月12日（日）　13時30分～
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆内容　�ダンス、ピアノや歌など、グループ・個人

による発表
◆入場料　無料
◆対象者　どなたでも

小城市こども未来塾 ～あゆの会～ 事務局
（生涯学習課）　☎３７・６１３2

イ ベ ン ト

Kids Fun

石工の里ふれあいウォーキング�
ゆっくり歩いてみませんか
　牛津町の砥川一帯は、江戸時代に活躍した砥川石
工たちが暮らした土地です。彼らが作った石仏・石
造物が数多く点在する寺社や自然が今も残されてい
ます。「ふれあいウォーキング」では、当時の庶民
信仰や石工の里の歴史・文化を体感できる10㎞の
コースを設定して歩きます。穏やかな陽ざしを受け
ながらパワースポットを巡り、心地よい汗をかきま
せんか？
◆日時　5月18日（土）　８時50分～16時
◆集合場所　永福寺（牛津町寺町、国道34号沿線）
◆受付　当日受付
　　　　（事前予約不要。弁当は当日注文受付）
◆参加費　500円
　　　　　（保険代含む。弁当は別途500円）
◆コース　永福寺（坐禅体験）～両新村～山神神社
　　　　　～長勝寺（昼食）～空山観音～仏舎利搭
　　　　　～常福寺～谷熊野権現～永福寺

うしづ石工の里を未来に伝える会
☎０9０・9492・６６29（事務局  大橋）

　

第７回�佐賀にわか座長大会
　県内トップクラスの佐賀にわか劇団の共演です。
笑いで元気になりましょう！
◆日時　5月12日（日）
　　　　13時30分�開場／14時�開演
◆場所　牛津公民館
◆入場料　500円（小学生以下は無料）
◆出演一座　・牛津仁〇加倶楽部（牛津町）
　　　　　　・はっぴぃ♡かむかむ（鹿島市）
　　　　　　・きんちゃん一座（佐賀市）
※�前売券の発売は、牛津赤れんが会に問い合わせく
ださい。(先着200人)
牛津赤れんが会　☎０８０・4６94・３１５８

22小城市広報 2 0 1 9年5月号



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
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覧
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だ
さ
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！！
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「子どもの安全を地域で見守る会」を�
開催します
　子どもたちの登下校の安全を青色
回転灯装備車で見守る「青色防犯パト
ロール」や、子どもたちが不審者と遭
遇したときの緊急避難所となる「子ど
も110番の家」など、小城市の子ども
たちの見守り活動に参加しませんか。
◆日時　5月24日（金）　19時30分～21時
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆内容　①青色防犯パトロールの講習
　　　　※後日、実施者証が交付されます
　　　　②現在活動されている皆さんからの報告
　　　　③�子ども110番の家に子どもが駆け込んで

来た時の対応についての研修
◆参加費　無料

小城市青少年育成市民会議（生涯学習課）
☎３７・６１３2

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　5月18日（土）　10時～12時
◆集合場所　ドゥイング三日月
※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
　　　　（5～10㎞程度)
◆定員　40人（先着順）
◆対象者　小城市在住の人
◆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　

募 　 　 集

※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

　

　佐賀中部広域連合　嘱託職員募集
◆職種　介護保険認定調査員（在宅）
◆採用人数　４人程度
◆業務内容　介護保険法に基づく認定調査
　佐賀中部広域連合管内の対象者宅へ自家用車で訪
問しての調査、調査票の作成
◆ 応募資格　保健師、正看護師、准看護師、介護支
援専門員、社会福祉士、介護福祉士のいずれかの
資格および普通自動車運転免許取得者
※�自家用車での訪問が可能でパソコンが実務レベル
で使用できる人。

◆雇用期間
　6月１日～平成32（2020）年３月31日まで
※�勤務成績が良好な場合は、雇用期間を年度ごとに
更新します。

◆ 勤務形態など
　�定められた勤務時間はありませんが、月１回程度
の研修や調査票の提出のために出勤します。
　なお、社会保険はありません。
◆報酬　認定調査１件につき5，000円
◆ 申込方法
　市販の履歴書、職務経歴書、資格証明書（写し）
を郵送または持参してください。
◆選考方法　面接およびパソコンによる文書作成試験
◆応募期限　5月15日（水）必着

佐賀中部広域連合　認定審査課
〒８4０－０８2６
佐賀市白山二丁目１番１2号
佐賀商工ビル５階　☎4０・１１３2
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ハロープリンティング 検索

もっ
と印刷で

彩りある暮らしへ

ハロー プリンティング

企画から印刷・配送まで全てを
トータルコーディネート

音成印刷
に

お任せく
ださい

ま
ず
は

ア
ク
セ
ス
!!

想いや出来る
ことを

紹介していま
す
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職業訓練受講生を募集します
　７月生を募集します。
◆募集科名　電気設備施工科
◆定員　15人
◆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
などを受けられる人
◆受講料　無料
◆応募期間　４月22日（月）～5月29日（水）
◆筆記試験・面接日　6月5日（水）
◆訓練期間
　6カ月（７月２日（火）～12月25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。

ポリテクセンター佐賀　☎2６・9５１６

おぎまんがを連載中です
　ふるさと小城市を楽しく
紹介する「おぎまんが」が
連載中です。主人公の謎の
狛犬と小城に住む高校生た
ちが繰り広げるドタバタ漫
画です。
　「おぎまんが」は、小城
市広報番組おぎゅっとホー
ムページ、フェイスブック
などで見ることができます。

総合戦略課（西館２階）
☎３７・６１１０
ホームページ　http://ogyutto.jimdo.com

お 知 ら せ

無料法律相談会を開催�
《５月３日は憲法記念日》
　金銭、土地、建物、交通事故、架空請求、振込詐
欺、相続、夫婦・親子関係、成年後見などご相談く
ださい。
◆日時　5月10日（金）
　【午前の部】10時～12時30分
　【午後の部】�13時～15時（受付は14時30分まで）
※�午前中で相談を受けられなかった人は、午後の部
でお受けする場合があります。
※相談時間は１人20分程度。
◆受付　当日、先着順で行います
◆場所　佐賀県弁護士会館２階
　　　　（佐賀市中の小路７番19号）
◆相談員
　弁護士、裁判所書記官、家庭裁判所調査官
※裁判所の職員は、裁判所の手続相談を受けます。

佐賀地方・家庭裁判所　総務課
☎３８・５６０4

　
西九州大学の図書館・学生食堂を�
ご利用ください
　西九州大学小城キャンパス（看護学部）が開学し、
２年目の春を迎えました！今年度は１年生と２年生
が小城の地で学びます。
　図書館、学生食堂および売店は一般開放されてい
ますので、ぜひご利用ください。
◆場所　西九州大学小城キャンパス
　　　　（小城町176－27）
◆一般開放期間
　◇図書館（２号館１階）
　　〈平日〉９時～21時（時期により変動あり）
　◇学生食堂（３号館１階）
　　〈平日〉11時30分～14時30分
　◇売店（３号館２階）
　　〈平日〉９時～18時

AR動画が
見られます
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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
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◆休業日　水・土・日・祝日
西九州大学小城キャンパス　☎３７・０249

　

5月は赤十字運動月間です
　日本赤十字社は、近年頻発する大規模災害などで
の救護活動、紛争犠牲者や飢餓・病気などで苦しむ
人びとを救援するための国際活動を筆頭に、救急法
をはじめとするいのちと健康を守る講習の普及、看
護師の養成、血液事業、医療事業などの活動を実施
しています。
　この赤十字活動をご理解いただき、赤十字会員と
して活動資金のご協力をよろしくお願いします。

小城市社会福祉協議会　☎７３・2７００
　
住宅用火災警報器を適切に�
管理しましょう

◆維持管理をしましょう
　・�定期的に点検ボタンを押すなどして作動確認を
してください。

　・�電池切れや故障の際に音で知らせてくれる機種
もあります。

　・�ホコリが入ると誤作動を起こす場合があります。
定期的に掃除をしてください。

◆交換しましょう
　�　住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿
命や電池切れなどで、火災を感知しなくなること
があります。10年を目安に交換しましょう。
※�まだ設置されていないご家庭は早急に設置しま
しょう！
佐賀広域消防局　予防課　☎３３・６７６５

　

感電事故防止のお願い
　感電事故防止のため、電線付近での鯉のぼりの掲

けい

揚
よう

や魚釣りは絶対に行わないようお願いします。

　万一、鯉のぼりや釣り糸が
電線にかかった場合は、自分
で取ろうとせずにお近くの九
州電力までご連絡ください。

九州電力株式会社
☎０１2０・9８６・３０３

　
ご自宅にお薬の飲み残しは�
ありませんか
　飲み残したお薬や飲まなくなったお薬をそのまま
にしておくと、古くなったお薬を飲んで飲み間違い
の原因になります。また、勝手な判断でお薬を飲ん
でしまうと、思わぬ副作用が起きることがあります。
　飲み残したお薬を「かかりつけ薬剤師・薬局」に
持っていくと、薬剤師が必要なお薬か処分した方が
良いお薬か判断します。
　飲み残しのお薬（残薬）を減らすことが医療費の
削減につながります。
　薬局では「おくすり整理そうだんバッグ」を無料
でもらえます。飲み残したお薬があったら「かかり
つけ薬剤師・薬局」に持って行ってください。
　お薬は正しく飲むことで本来の治療効果が期待で
きます。

【かかりつけ薬剤師・薬局】
　「かかりつけ薬剤師・薬
局」は、よく利用する薬局
の中からあなたが選ぶ薬剤
師・薬局のことです。お薬
や健康について気軽に相談
できるあなたの「かかりつ
け薬剤師・薬局」を持ちま
しょう。

・一般社団法人　佐賀県薬剤師会
　☎2３・８9３１
・佐賀県後期高齢者医療広域連合
　☎６4・８4７６

▲�おくすり整理
　そうだんバッグ
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