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「小城のお宝」　絵画・調べ学習 
コンクール応募作品を展示します！
　小城市の文化や歴史、人物などをテーマにした調
べ学習や絵画など、子どもたちの力作が盛りだくさ
んです！ぜひ、ご来場ください。
◆展示期間　９月27日（金）～10月23日（水）
◆場所　桜城館

市民図書館　小城館　☎71・1131
　

「ブックリサイクル」を開催します
　図書館で不要になった本・雑誌を無料でお譲りし
ます。当日は、本を入れる袋などをご持参ください。
◆日時　10月19日（土）　10時～15時
◆場所　ドゥイング三日月　玄関前

市民図書館　三日月館　☎7２・4946
　

牛津小学校運動会　幼年徒歩のご案内
◆日時　10月６日（日）　10時ごろ
◆場所　牛津小学校　運動場
　できるだけ、自転車や徒歩でお越しください。
　雨天の場合は、運動会は順延となり、幼年徒歩は
行いません。

牛津小学校　☎66・0047
　
小城市公民館体験講座 

「楽しいホームヨーガ」
◆内容　初心者向けのホームヨーガ
◆日時　①10月11日（金）　19時～20時30分
　　　　②10月20日（日）　19時～20時30分
◆場所　牛津公民館　別館
◆対象者　市内在住の成人（小学校高学年以上）
◆定員　30人（先着順）

イ ベ ン ト◆参加費　無料
◆ 持ってくるもの　ヨガマット（お持ちでない人は
バスタオルで可）、タオル、飲み物、動きやすい服装

◆申込期限　各日３日前まで
※1日のみの参加も可。

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

　
小城映画「天

や

山
ま

の如く～この男、正直
なり～」完成披露上映会
　オール小城の映画がついに完成しました！昨年
11月18日のオーディションで選ばれたキャスト、
ボランティアで参加してもらったスタッフ、多くの
エキストラ、行政や小城商工会議所をはじめ、オー
ル小城で作り上げたふるさと映画の完成披露上映会
を開催します。
　自家用車ご利用の人は乗り合わせをお願いします。
◆日時　10月27日（日）　14時30分～17時
◆場所　ゆめぷらっと小城　天山ホール　他

「ホタルもコイもよかきしょく
 −小城映画製作秘話−」
　監督、出演者、スタッフによるトークショーを開
催します。
◆日時　10月20日（日）　14時～16時
◆場所　ゆめぷらっと小城　1階　研修室

「小城映画写真展」
　撮影の様子などの写真を展示しますので、ぜひご
覧ください。
◆日時　10月16日（水）～29日（火）
　　　　８時30分～22時（29日のみ16時まで）
◆場所　ゆめぷらっと小城　1階　ギャラリー

小城市映画製作実行委員会
☎090・4351・7334（江島）
☎090・5056・3２05（松並）
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お問い合わせ ＪＡさが 本所園芸部 青果物コントロールセンター ☏ 0952-20-1920 佐賀市嘉瀬町荻野3041（担当：副島）
まずはお気軽にお電話下さい！！！ ※平日のみ受付 後日、面談日を調整致しますので、履歴書をご持参下さい。

佐賀市嘉瀬町荻野（JAさが流通センター）
時間／① 8：30～16：00

②13：00～16：00（個人選果品）
※①②とも出荷量に応じ時間変動あり

休日／シフト制、年末年始
待遇／各種手当（通勤・資格・業務など）あり、雇用・労災あり
※半日勤務なども対応可!!! ～詳細は面談にてご相談下さい～

数量品質等の検品、パック詰め作業
箱詰め梱包作業、冷蔵庫入出庫作業

11月中旬から５月下旬予定
※事前研修あり・未経験者歓迎
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第68回 小城本町シャンシャン祭
◆日時　10月20日（日）　９時～16時30分
◆会場・内容

《本町通り》
・みこし８台出発
　（10時～）
・道行き～総おどり～
　（13時～）
・フリーマーケット
・ほたるカード会のサイコロゲーム
　（13時30分～）

《メイン会場・BASEogi 駐車場》
・�小城太鼓、多久孔子の里獅子舞、翔謡会、
　西九州大学軽音楽サークルなどが出演
　（10時30分～）
・大抽選会
　（15時～）
※�当日は本町通り平川鮮魚店前～小城下町交差点は
９時～17時の間、全面車両通行止めです。
シャンシャン祭祭典委員会
☎7２・36２5（青栁）
☎73・30２0（蒲原）

　

オオキンケイギク駆除活動報告会
　「小城の自然を育てる会」では、県内に広く繁茂
する特定外来種オオキンケイギクの駆除活動を行っ
ています。今回の報告会では、活動報告やパネルディ
スカッションなどを予定しています。
◆日時　10月20日（日）
　　　　10時30分～11時50分
◆場所　ゆめぷらっと小城　1階　研修室
◆定員　60人
◆参加費　無料

小城の自然を育てる会　☎73・２003（小栁）

全国一斉！法務局休日相談所
◆日時・内容　10月６日（日）

　※�相談の事前予約は、９月25日（水）から受け
付けます。

　※秘密は厳守されます。
◆場所　ほほえみ館（佐賀市保健福祉会館）　４階
◆参加費　無料

佐賀地方法務局　総務課　☎２6・２149
　
大
お お

山
や ま

加
か

奈
な

さん（元全日本代表 
バレーボール選手）講演会
　日本を代表するプレーヤーとして活躍し、バレー
ボールの普及発展に幅広く活動中の大山加奈さんの
講演会を開催します。どなたでも聴講いただけます
ので、ぜひご来場ください。
◆日時　10月17日（木）
　　　　開場�13時30分
　　　　開演�14時（15時30分終了予定）
◆場所　ホテルマリターレ創世�佐賀
◆演題
　「繋ぐ�～バレーボールが教えてくれたこと～�」
◆参加費　無料（要事前申込み）

公益社団法人　佐賀法人会
☎31・5039

内容 時間

相談　※予約優先
（法務局職員、公証人、
司法書士、土地家屋調査士、
人権擁護委員がお受けします）

10時

～

15時

講演会　※予約不要
「未来につなぐ相続登記」
講師　法務局職員

10時
～

11時
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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
！！

有
料
広
告

第4回　外国人による 
日本語スピーチコンテスト
　佐賀県国際交流協会では、毎年県内に住む外国人
の意見発表の場として日本語スピーチコンテストを
開催しています。４回目となる今年は「夢」や「国
際理解」をテーマに発表します。会場で、実際の声
に耳を傾けてみませんか？
　当日は外国人と日本人の交流会もありますので、
ぜひ観覧に足をお運びください。
◆日時　10月27日（日）　13時～16時30分
◆場所　佐賀メディカルセンター　1階
　　　　健康支援センター　多目的ルーム
　　　　（佐賀市水ヶ江1丁目12−10）
◆観覧料　無料

公益財団法人　佐賀県国際交流協会（SPIRA）
☎２5・79２1

 info@spira.or.jp

ウィメンズカレッジ受講のご案内
　小城市地域婦人会では、日々の暮らしを心豊かに
過ごすための講座を開催します。
　どなたでも気軽にご参加ください。
◆日時　10月25日（金）　10時～11時30分
◆場所　アイル
◆内容　「みんなで楽しもう！スポーツの秋」
　　　　・いごてだま　・室内ペタンク
　　　　・カローリング（室内カーリング）
◆講師　川

かわ

﨑
さき

和
かず

矢
や

さん　
　　　　（小城市スポーツ推進委員協議会�事業部会長）
◆対象者　どなたでも（当日参加、男性可）
　※運動ができる服装でお越しください。
◆受講料　無料

小城市地域婦人会　吉田　☎7２・5８51

募 　 　 集

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（高卒程度）　1人
◆業務内容　�事務およびし尿処理施設の運転、維持

管理に関する業務全般
◆ 受験資格　平成元年４月２日～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。
　①�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。

　②�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。

◆第一次試験　書類選考
◆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。
◆受付期間　10月1日（火）～25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
☎66・0464

　

第1回　市民後見人養成講座
　“みんなの力で地域の暮らしを支えるしくみ”
　市民後見人になりませんか？
◆日程　10月30日（水）から毎週水曜日（全５日間）
◆場所　佐賀県社会福祉士館
◆ 対象者　小城市、佐賀市、神埼市、吉野ヶ里町、
多久市に在住の人（その他詳細は、佐賀県社会福
祉士会ホームページでご確認ください）

◆申込期限　10月７日（月）
公益社団法人　佐賀県社会福祉士会
☎36・5８33　FAX 36・6２63
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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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職業訓練受講生募集
　12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　11月６日（水）　※筆記試験、面接
◆募集期間
　９月24日（火）～10月30日（水）
◆訓練期間
　12月３日（火）～令和２年５月29日（金）
◆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

　
防衛医科大学校看護学科学生および 
医学科学生採用試験

〈看護学科学生採用試験〉
◆日時　10月19日（土）　８時～
◆場所　目達原駐屯地

〈医学科学生採用試験〉
◆日時　10月26日（土）　９時～
　　　　　　　27日（日）　９時～
◆場所　佐賀大学

【共通事項】
◆申込期限　９月30日（月）
◆応募資格　高卒（見込者を含む）21歳未満の人
◆試験種目
　筆記試験（国語・数学・英語・理科選択・小論文）

募集科名 定員

CAD/NCオペレーション科 15人
溶接技術科 12人
住環境CAD科 15人

自衛隊佐賀地方協力本部　佐賀募集案内所
☎２5・6700

図書館　三日月館・小城館は 
特別整理期間のため休館します
◆休館期間
・三日月館、自動車図書館「本丸くん」
　10月2３日（水）～11月１日（金）
・小城館
　９月３0日（月）～10月11日（金）
　整理期間には、蔵書点検や書架の整理などを行い
ます。そのため、期間中は、貸出・予約・各種問い
合わせは受け付けできません。
　返却は「返却ポスト」（正面玄関入口の右手）に
入れていただくか、分室へ返却してください。ご迷
惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いしま
す。なお、牛津分室・芦刈分室は通常どおり開館し
ています。

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

　

９月21日は世界アルツハイマーデーです
　認知症は誰もがなり得る病気です。
　認知症を理解し認知症の人を地域で支え見守るた
め、ポスター展示や図書コーナー設置を行います。
　足を運んでみませんか？

【ポスター、資料、写真等展示】
◆期間　～９月24日（火）
◆場所　ゆめぷらっと小城　1階　ギャラリー
【図書コーナー設置】
◆期間　～９月29日（日）
◆場所　市民図書館�小城館、三日月館

高齢障がい支援課（西館１階）　☎37・610８

お 知 ら せ
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10月は食品ロス削減月間です
　～おいしく、楽しく、食べきりましょう！！～
　食べ物を無駄にするのは、もったいないことです。
食品ロスを減らすために、一人一人ができることか
ら始めましょう！
＜買い物や料理をするときのポイント＞
・�買い物に出掛ける前に、冷蔵庫を確認しましょう。
・�週に1回は「冷蔵庫一掃デー」（消費期限が近い食
材を使い切る日）を設定しましょう。
・家族の予定を把握し、必要分だけ作りましょう。
＜食品の期限表示を正しく理解しましょう＞
　食品の期限表示は、「賞味期限」と「消費期限」
の２種類があります。「賞味期限」は、おいしく食
べることができる期限です。この期限を過ぎても、
すぐに食べられないということではありません。

環境課（西館１階）　☎37・610２
　

大規模な土地取引には届出が必要です
　一定面積以上の土地を、売買などの取引をした場
合は、国土利用計画法により当該土地の所在する市
町の長を通して佐賀県知事に届け出なければなりま
せん。
　その利用目的が、公表されている土地利用に関す
る計画に適合しているかなどを審査し、場合によっ
ては利用目的の変更を勧告することがあります。
　届出をしなかったり、偽り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。
◆届出対象面積　5,000㎡以上
◆届出義務者　買主
◆届出時期　契約締結後、契約日も含め２週間以内
◆届出先　当該土地の所在する市町
◆罰則　６カ月以下の懲役または100万円以下の罰金

・佐賀県　土地対策課　☎２5・7034
・都市計画課（東館１階）　☎37・61２1

　
介護予防・日常生活圏域 
ニーズ調査を実施します
　佐賀中部広域連合では、今後の介護保険や高齢者
福祉を検討するため、高齢者の実態調査を行います。
調査は、対象者に郵送で調査票を送付して行います。
安心して暮らせる地域づくりのために、皆さんのご
協力をお願いします。

◆目的
　�介護保険事業計画および高齢者福祉計画策定のた
めの基礎データの集積

◆調査基準日
　10月1日（火）
◆調査対象者
　�要介護認定を受けていない65歳
　以上の人（無作為に抽出）
◆調査方法
　郵送調査（９月下旬に郵送予定）

佐賀中部広域連合　総務課
☎２0・0８00　FAX 40・1165

　
有明海へのごみなどの流出防止に 
ご協力ください
　10月、11月はノリの採苗育苗期です。
　農業用水路・クリークなどの水落としはノリの採
苗育苗期に集中しないよう計画的な分散放流をお願
いします。また、水落としの際にはホテイアオイな
どの水草が河川などに流出しないように、適切な樋

ひ

門
もん

操作をお願いします。
・佐賀県有明海漁協芦刈支所　☎66・1２２5
・農林水産課（東館１階）　　☎37・61２5

　
第49回佐賀県人権・同和教育研究大会 

（分科会）
～確かな学びをもとに、人と人とがつながり合い、
 人権が確立された豊かな社会をつくろう！～
◆日時　10月18日（金）
　　　　９時30分～16時
◆内容・場所
　〈人権啓発〉〈人権のまちづくり〉
　嬉野市社会文化会館「リバティ」
　〈環境づくり〉
　太良町自然休養村管理センター
　〈人間関係づくり〉
　嬉野市中央体育館
　〈学習活動づくり〉
　鹿島市生涯学習センター ｢エイブル｣
◆参加費　1，500円（資料代を含む）
　詳細は佐賀県人権・同和教育研究協議会のホーム
ページをご覧ください。

佐賀県人権・同和教育研究協議会
☎6２・6434
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「労使間のトラブル相談」重点受付週間
　労働者と使用者（会社側）のトラブルについて、下
記の日程を重点受付週間として相談を受け付けます。
　解雇、雇い止め、パワハラ、セクハラ、賃金の未
払いなど、1人で悩まないでご相談ください。秘密
は守ります。
◆期間　10月５日（土）～11日（金）
　平日　８時30分～20時
　　　　（来所の受付は19時まで）
　土日　９時～17時
　　　　（来所の受付は16時まで）
　※�重点受付期間以外は、平日８時30分から17時
15分まで受け付けています。

◆相談料　無料
◆場所　佐賀県労働委員会事務局
　　　　（佐賀県庁南館　３階）

佐賀県労働委員会事務局
（佐賀市城内１−６−５）
☎２5・7２4２　FAX ２5・73２4

　
消費税率引き上げに伴い 
通行料金を改定します
　10月１日（火）から、厳木
多久有料道路の通行料金を改定
します。なお、９月３0日（月）
までに購入された回数通行券
は、10月１日以降もそのまま
ご利用いただけます。
　料金などの詳細は、佐賀県道路公社の
ホームページをご確認ください。

佐賀県道路公社　☎２0・２040
　

「かかりつけ薬剤師・薬局」と健康相談
　薬局では、どこの医療機関からの処方せんでも受
け付けています。気軽に相談できるあなたの「かか
りつけ薬剤師・薬局」を持ってはいかがですか。
　「３つのポイント」でお気に入りの薬剤師・薬局
を決めて、お薬のことや健康のことを何でも相談し
てみましょう！
・ポイント１　決めよう！
　�普段から利用する薬局を、「かかりつけ薬局」とし
て決めておきましょう

・ポイント２　探そう！
　�何でも相談できる「かかりつけ薬剤師」を探しま
しょう

・ポイント３　活用しよう！
　「かかりつけ薬剤師・薬局」を活用しましょう

・一般社団法人　佐賀県薬剤師会
　☎２3・８931　FAX ２3・８941
・佐賀県後期高齢者医療広域連合
　☎64・８476　FAX 6２・0150

　

介護に関する入門的研修
　介護の “いろは” を学びませんか。研修から就労
マッチングまでサポートします。
◆日程（全５日間＋就労マッチング）
　11月９日（土）、19日（火）、
　12月1日（日）、７日（土）、17日（火）
◆会場　佐賀県社会福祉士会館
◆定員　30人
◆申込期限　10月31日（木）※定員になり次第終了
◆申込方法　�電話、郵送、FAX、QRコードから
　　　　　　メール
◆受講料　無料
　詳細は、佐賀県社会福祉士会ホーム
ページをご確認ください。

公益社団法人　佐賀県社会福祉士会
（〒８49−0935　佐賀市八戸溝一丁目15−３）
☎36・5８33　FAX 36・6２63

　

10月７日～1３日は行政相談週間です！
　登記、道路、年金、福祉など毎日の暮らしの中で、
役所の仕事についての苦情や意見・要望はありませ
んか。国から委嘱された行政相談員が、皆さんの相
談を受け付けています。詳細は、28ページをご覧
ください。（相談日が祝日や年末・年始の場合は、
お休みとなります）
　相談は無料で、秘密は厳守されます。気軽にご利
用ください。
くらし・行政困りごと相談所
◆日時　10月11日（金）　10時～15時
◆場所　佐賀市文化会館　1階　イベントホール

総務省　佐賀行政相談センター　
☎２２・２651
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