
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
！！
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小城館　夏のおはなしかい
　楽しいことがいっぱいつまった夏のおはなしかい
です。ぜひ、遊びにきてください！
◆日時　８月３日（土）
　　　　14時30分〜（１時間程度）
◆場所　桜城館　２階研修室
◆ 内容　ブラックパネルシアター、ペープサート、
工作など
市民図書館　小城館　☎71・1131

　
牛津分室 
夏の大きなおはなし会
　大きな絵本やパネルシアターなど盛りだくさんの�
夏の大きなおはなし会です。
　楽しい工作もします！�
◆日時
　8月8日（木）��（１時間程度）
　開場�10時５0分／開演�11時
◆場所　牛津公民館　２階
　　　　２−２研修室
◆内容　大型絵本、パネルシアター、工作など�
※毎月第３日曜日のおはなし会はありません。

市民図書館　牛津分室　☎37・61４４
　

消防団夏季訓練を行います！
　当日は観覧用テントを設置
しますので、お誘い合わせの
上、ぜひご観覧ください。
◆日時　8月18日（日）
　６時30分～（小雨決行）
◆場所　芦刈中学校グラウンド

防災対策課（西館２階）　☎37・611９

イ ベ ン ト知覧特攻平和会館　パネル展
　小城市と友好姉妹都市である鹿児島県南九州市の
知覧特攻平和会館が連携して、特攻関係資料のパネ
ル展を開催します。
　知覧特攻平和会館が所蔵する資料の中から、特攻
隊員たちが書き残した遺書や手紙などのパネルを展
示しますので、ぜひお立ち寄りください。
◆日時
　8月１日（木）～8日（木）
　8時30分～22時
◆場所
　ゆめぷらっと小城　１階　ギャラリー

企画政策課（西館２階）　☎37・611５
　
小城市公民館体験講座 

「浴衣・着物の着付け体験」
　浴衣や着物の着付けについて、学ぶことができる
講座です。
　家で眠っている浴衣や着物がある人、自分で着付
けをしてみたい人、この機会にチャレンジしてはい
かがでしょうか？
　浴衣や着物でお出かけしましょう！
◆日時　8月17日（土）
　　　　10時～12時
◆場所　牛津公民館別館　２階（和室）
◆対象者　市内在住で着付けに興味がある人
◆定員　20人
◆参加費　無料
◆持参するもの
　浴衣・着物一式、着替えを入れるもの
◆申込期限　8月９日（金）

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
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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

有
料
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小城市公民館体験講座 
「アロマで遊ぼう」
　癒しのアロマグッズ。好きな香りで、自分だけの
作品を作ってみませんか？
　夏の思い出づくりに、ぜひ、ご参加ください。
◆内容　アロマバスボムづくり
◆講師　木

この

葉
は

木
き

屑
くず

さん
　　　　（認定アロマテラピーインストラクター）
◆日時　8月24日（土）　10時～12時
◆場所　牛津公民館　別館
◆対象者　市内在住者（年齢制限なし）
　　　　　※小学３年生以下は保護者同伴
◆定員　15人（先着順）
◆参加費　１人500円
◆申込期限　開催日の３日前まで

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 

「スポーツウエルネス吹矢」
　スポーツウエルネス吹矢は年齢、性別を問わず、
誰でもゲーム感覚で楽しめる健康スポーツです。
◆日時　8月31日（土）　９時30分～12時
　　　　９月１日（日）　９時30分～12時
◆場所　ドゥイング三日月　ホール
◆対象者　市内在住の人
◆定員　各日先着30人。両日参加も可。
◆参加費　300円（マウスピース代他）
◆持参するもの　体育館シューズ、飲み物
◆申込期限　8月28日（水）

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

有明海クリーンアップ作戦2019
　有明海は、さまざまな生物が生息する自然の宝庫。
その環境を守るため、有明海沿岸４県（佐賀・福岡・
長崎・熊本）の県民と漁業者が行う海岸清掃にあな
たも参加してみませんか。
　参加者には記念品があります。
◆日時　8月17日（土）　７時45分～
　※�荒天の場合は、8月18日（日）に順延します。
◆場所　東与賀海岸（干潟よか公園集合）

佐賀県　水産課　☎2５・71４４
　

第26回 21世紀社会福祉セミナー
　成年後見制度や市民後見人の意義について知識を
深め、佐賀県での今後の取り組みについて、皆さん
と考えます。
◆日時　8月４日（日）　13時～16時30分
　　　　（受付�12時30分～）
◆場所　アバンセ（佐賀市）
◆定員　300人
◆テーマ　「地域で支えあう成年後見の新たなしくみ
　　　　　　～広めよう市民後見の活動～」
◆申込期限　8月２日（金）※当日参加可
◆参加費　無料

佐賀県社会福祉士会　☎36・５833

小城のお宝 
絵画・調べ学習コンクール
　小城市の文化や施設、歴史や人物などを調べて応
募してみませんか？
◆募集期間　8月１日（木）～９月６日（金）
◆対象者　小学１年生～中学３年生
◆表彰式　９月28日（土）

募 　 　 集
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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

有
料
広
告

◆展示場所　桜城館
◆展示期間　９月27日（金）～10月23日（水）
 　詳細は、小城市民図書館のホームページをご覧く
ださい。

市民図書館　小城館　　☎71・1131
　　　　　　三日月館　☎72・４９４6

　
小城市放課後児童クラブ支援員 
を募集します
　「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　７月22日（月）～8月30日（金）
　　　　　　（夏休み期間中）
◆勤務時間　8時～19時（内６時間～8時間程度）
◆勤務内容　放課後の児童健全育成支援
◆賃金　850円／時給
　　　　※月給職員の募集もあります。
　詳細はお問い合わせください。

NPO法人佐賀県放課後児童クラブ連絡会
☎37・8５５3（山口）

　

じんけん啓発ポスター作品募集
◆題材
　人権をテーマとしたもの
◆対象者
　市内在住の中学生
◆用紙
　４つ切り画用紙（縦横自由）
◆画材　水彩絵具、
　クレヨン、パステルなど
◆募集期限　９月６日（金）

◆提出先
・通学している中学校
・市外の学校に通学している人は各公民館

　応募者には参加賞があります。入賞者は、12月
の人権週間にあわせた「じんけんふれあい講演会」
で表彰式を行います。たくさんの応募をお待ちして
います。

小城市社会人権・同和教育推進協議会
（人権・同和対策室内）　☎37・6136

　
「つくってみらんね 
アスパラガスセミナー」参加者募集！
　就農希望者を対象に、アスパラガスの収穫体験、
経営の概要、就農までのノウハウを紹介するセミ
ナーを開催します。
◆日時　８月2５日（日）　９時〜12時
　　　　（※受付�８時30分〜）
◆集合場所　JAさが中部地区総合野菜集荷場
　　　　　　（佐賀市本庄町大字鹿子1239−１）
　　　　　　※駐車場有り。
◆ 内容
　�アスパラガスの圃

ほ

場
じょう

視察、収穫体験、室内研修に
て栽培や経営、就農支援の情報提供など

◆ 対象者
　�小城市・佐賀市・多久市在住の就農希望者または
新規作付け希望の農家

◆募集人員　30人
※�当日は収穫体験がありますので、汚れてもよい服
装でご参加ください。

◆応募方法
　電話またはFAXでお申し込みください。
◆応募期限　開催日の前日まで
◆参加費　無料

JAさが佐城エリア園芸部　佐城野菜課
☎72・５137　FAX 72・４1４４ ▲︎平成30年度入賞作品

情
報
い
ろ
い
ろ

情
報
い
ろ
い
ろ

27 小城市広報 2 0 1 9年8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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料
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令和元年度　佐賀西部広域水道企業団 
職員採用試験（統一試験）

◆試験区分　一般事務・化学（学歴不問）
◆採用予定　各若干名
◆職務内容
　【一般事務】工務業務、浄水業務、総務業務
　【化学】水質業務
◆第１次試験　９月22日（日）
◆試験会場　佐賀県立佐賀工業高等学校（予定）
　試験の詳細は、佐賀西部広域水道企業団のホーム
ページをご覧ください。

佐賀西部広域水道企業団　総務課
☎68・3181

　

職業訓練受講生募集
　10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られる人
◆受講料　無料
◆選考日　９月４日（水）　※筆記試験、面接
◆訓練期間
　10月３日（木）～令和２年３月30日（月）
　※�「ものづくりベーシック科」のみ、令和２年１月
30日（木）まで

◆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。

募集科名 定員

ものづくりベーシック科 15人

電気設備施工科 15人

機械ものづくり科
（若年者訓練コース） 12人

◆応募期間　７月29日（月）～8月28日（水）
ポリテクセンター佐賀　
☎26・９５16

　
令和元年度　佐賀中部広域連合 
消防職員採用試験

◆ 受験資格
・消防Ａ
　�　平成３年４月２日から平成10年４月１日まで
に生まれた人で、４年制大学を卒業した人または
令和２年３月31日までに卒業見込みの人

・消防Ｂ
　�　平成７年４月２日から平成14年４月１日まで
に生まれた人（４年制大学を卒業した人および卒
業見込みの人を除く）
　�　平成３年４月２日から平成12年４月１日まで
に生まれた人で、救急救命士の免許を有する人
　（�４年制大学を卒業した人および卒業見込みの人
を除く）

◆ 受付期間　７月29日（月）～8月23日（金）
　　　　　　※土・日・祝は除く
◆ 第１次試験　９月22日（日）
◆ 試験案内・受験申込票
　�　佐賀中部広域連合のホームページからダウン
ロードできます。佐賀広域消防局総務課、管内の
各消防署（分署・出張所を含む）などにも設置し
ています。郵送により請求する場合は、下記まで
お問い合わせください。

〒8４９−0９1９　佐賀市兵庫北３丁目５番１号
佐賀広域消防局　総務課　人事係
☎30・0111

　
令和元年度　天山地区共同衛生処理場 
組合職員採用試験

◆試験区分・採用予定　一般事務　１人
◆業務内容　し尿処理施設業務全般
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◆ 受験資格　平成６年４月２日から平成14年４月
１日までに生まれた人で、次の要件を満たす人。
（学歴不問）
　ア　�現（公告日）に佐賀市、小城市、多久市に居

住し、住民登録をしている人。
　イ　�過去（公告前）に佐賀市、小城市、多久市内

に居住し、住民登録をしたことのある人。
　ウ　�佐賀、小城、多久市内に居住している人（ア

に準ずる。）を扶養している人で、佐賀、小城、
多久市外に居住している人。

　エ　�佐賀、小城、多久市内に居住している人（ア
に準ずる。）の扶養または仕送りを受け、佐賀、
小城、多久市外に居住している人。

◆第一次試験
　９月22日（日）10時～
　ア　教養試験
　イ　適性試験
　佐賀県立佐賀工業高等学校（佐賀市）
◆第二次試験
　第一次試験合格者に後日通知します。
◆ 受験手続
　�　申込書および試験案内は、天山地区共同衛生処
理場組合で交付します。
　�　申込書は天山地区共同衛生処理場組合に郵送ま
たは提出してください。

◆受付期限
　8月16日（金）
　土、日、祝日を除く8時30分～17時15分。
　※当日消印有効。

天山地区共同衛生処理場組合
事務局（庶務係）　☎66・0４6４

平和祈念の黙祷にご協力ください
　戦没者のご冥福と恒久平和の実現を祈念するた
め、サイレンの吹鳴（30秒間）を行います。
　皆さんのご理解と職場やご家庭での黙祷につい
て、ご協力をお願いします。
◆実施日時
　【原爆犠牲者への追悼】
　　・8月６日（火）　8時15分
　　・8月９日（金）　11時02分

お 知 ら せ

　【戦没者への追悼】
　　・8月15日（木）　12時

社会福祉課（西館１階）　☎37・6107
　
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　8月31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（東島）
☎72・５211

　

24時間テレビチャリティー募金活動
　市内の中学生が、24時間テレビチャリティー募
金活動を行います。皆さんのご協力をお願いします。
◆日にち　8月24日（土）
◆時間・場所

〈小城中学校〉
　10時30分～14時　スーパーモリナガ小城店
　　　　　　　　　　ダイレックス小城店

〈三日月中学校〉
　10時～15時　ザ・ビッグ三日月店

〈牛津中学校〉
　９時50分～12時　ショッピングプラザ�セリオ

〈芦刈中学校〉
　９時～12時　ユートク食品館�牛津店

小城市社会福祉協議会
☎73・2700

　
あいのりタクシーの時刻表が 
変更になりました
　牛津駅から白石町福富区間を運行している福富線
（あいのりタクシー）の運行区間、運行便数、時刻
表が７月１日（月）から変更になりました。
　市ホームページでご確認いただくか、下記までお
問い合わせください。
※�あいのりタクシー時刻表は、市ホームページから
ダウンロードできます。
天満タクシー　☎66・0016
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全国一斉「子どもの人権110番」 
強化週間
　いじめ・虐待など、子どもの人権に関わる悩みご
と、心配ごとなどの相談に応じます。相談内容につ
いての秘密は固く守られますので、ひとりで悩まず、
お気軽にご相談ください。
◆実施期間
　8月29日（木）～９月４日（水）��７日間
　8時30分～19時（土・日は10時～17時）
◆専用電話番号
　☎0120・007・110（フリーダイヤル）
◆相談担当者
　法務局職員、人権擁護委員
◆相談料　無料

佐賀地方法務局　人権擁護課
☎26・21９５

　
令和元年度　下水道排水設備工事 
責任技術者資格試験

◆試験日　10月３日（木）
◆会場　佐賀市文化会館　
　　　　３階　大会議室
◆受験料　5,000円
◆申込書配布・受付期間
　8月１日（木）～19日（月）　（当日消印有効）
◆申込書配布場所
　小城市下水道課　☎37・6122
◆申込方法
　佐賀県下水道協会へ直接郵送ください。
※�試験科目・受験申込手続・手数料などについては、
受験案内をご覧ください。

【受験講習会】
◆講習日　９月27日（金）
◆会場　佐賀市文化会館
　　　　３階　大会議室
◆受講料　3,000円
◆テキスト代　2,500円
　（�受験案内を確認の上、受講者でご購入ください）

佐賀県下水道協会
☎33・1330

　

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、現在服用さ

れているお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、お薬代の自己負担額をど
のくらい軽減できるかを試算した差額通知はがきを
「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」として送
付しています。
◆通知の対象となる人
　平成31年４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られた場合に、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が
対象となります。
　※必ずしも全員に届くわけではありません。
◆通知の記載内容について
１．�お薬にかかった金額のみを表示しています。実

際の窓口でのお支払いには、技術料・管理料な
どの別費用が含まれていることがあります。

２．�ジェネリック医薬品に切り替えるとお薬代が安
くなる可能性があることをお伝えするもので、
切り替えを強制するものではありません。

◆通知はがきに関するお問い合わせ窓口
　�　通知はがきに関するお問い合わせ専用窓口とし
て「国民健康保険中央会コールセンター」を設け
ています。通知ハガキ裏面にコールセンターのフ
リーダイヤルを記載していますので、ご利用くだ
さい。
佐賀県後期高齢者医療広域連合　業務課
☎6４・8４76

　
建築士による住宅に関する 
無料相談窓口のご案内

◆日時　毎週水曜日、日曜日
　　　　（９時～17時）
◆場所
　佐賀県在宅生活サポートセンター
　（さがサポセンターいきいき館内）
　佐賀市神野東２丁目６番１号
◆内容
　住宅のバリアフリー化を主とする各種住宅に関す
る無料相談窓口を設置しています。住宅に関するこ
となら何でも電話または窓口で相談を受け付けてい
ますので、お気軽にお問い合わせください。
（受託者：一般社団法人　佐賀県建築士会）

佐賀県在宅生活サポートセンター
（毎週水曜日・日曜日　９時～17時）
☎30・20５５
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