
1１月１日（金） 受付スタート！！

TEL 0952 –73 –4113お問合せ・お申込み

なかよし割 2人以上の同時注文で
とってもお得です

年賀ハガキの準備から宛名印刷まで
2020年

（令和２年）年賀状印刷
※なかよし割は２人以上での同時注文に限ります。但し、注文・納品・支払いのすべてが一緒に出来る方のみとなります。
※他の割引との併用はできません。　※デザイナーズ年賀状・プレミアム年賀状・喪中はがき印刷は割引対象外です。

まるっと印刷屋におまかせ！！
佐賀の芸術家の作品が年賀
状になった「デザイナーズ年
賀状」や、名尾手すき和紙と
コラボした「プレミアム年賀
状」など種類も豊富です。

パンフレット
がアプリでも
読めます！
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芦刈分室　秋のおおきなおはなし会
　大型絵本やパネルシアターなど、秋にぴったりの
楽しいおはなしをたくさん準備しています。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　１１月１6日（土）　１4時～１5時
◆場所　あしぱる　和室

市民図書館　芦刈分室　☎３７・６１４１
　
小城市少年少女の声大会を 
開催します！

　小城市の小学生や中学生が、日ごろ社会との関わ
りの中で考えていること、感じていることを発表し
ます。
　ぜひその思いや考えを、子どもたちの言葉でお聞
きください。
　多くの皆さんのご来場をお待ちしています。
◆日時　１１月１6日（土）　９時30分～
◆場所　ドゥイング三日月　ホール
◆対象者　どなたでも
◆出場者　市内の小・中学校の代表者各１人
◆アトラクション
　短編映画「D

デュエル

UEL」上映とお話
　監督　江

え

口
ぐち

陽
ひゅう

向
が

さん（三日月中学校）
◆入場料　無料

小城市青少年育成市民会議事務局
生涯学習課内　☎３７・６１３2

　

秋の普茶料理食事会を開催
　普茶料理とは、江戸時代初期に中国から伝来した
黄
おう

檗
ばく

宗
しゅう

の精進料理です。
◆日時　１１月１7日（日）　１2時～
◆場所　小城公民館　晴田支館

イ ベ ン ト◆食事券　4,000円／人
◆食事券の販売　先着60人
　１0月28日（月）～
　なくなり次第終了

一般社団法人　小城市観光協会　☎７2・７４2３
　

オリーブまつり2019
　牛津高校では牛尾山での生産物を分けていただ
き、商品開発を行っています。今回、初となる牛尾
山でのイベント「オリーブまつり20１9」を開催し
ます。
　牛津高校の各学科から牛尾山の生産物を使用した
商品や地元の野菜販売、ピザ焼体験やオリーブの
リース作りなどのワークショップを行います。
　ポニーの乗馬もできます！ぜひ、ご家族そろって
お越しください！
◆日時　１0月26日（土）　１0時～１5時
◆場所　牛尾山　三里モンテ周辺
◆参加費　無料（各ワークショップや体験は有料・要申込）

ふるさと夢つむぎネットワーク
☎０9０・2５０３・１４１７（野口）

　
上
うえ

野
の

香
か

織
おり

ニューヨーク凱旋ジャズライブ② 
～ 牛津っ子和楽とジャズコラボ ～
　ニューヨークを拠点に活躍中のジャズピアニス
ト、上野香織さんの凱旋ライブを開催します。ぜひ
この機会に、ジャズの音色をご堪能ください。
◆日時　１１月９日（土）　１4時30分～（１4時開場）
◆場所　牛津赤れんが館
◆ゲストアーティスト
　ノア・ジャクソンさん（バス）
　ダリアン・ダグラスさん（ドラム）
◆入場料　前売券　2,000円／当日券　2,500円

【チケットについて】牛津赤れんが会
☎０8０・４６9４・３１５8
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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39回 小城市牛津産業まつり 
～西の浪花の復活祭～

◆日時　１１月１0日（日）　９時～１6時
◆場所　 旧長崎街道牛津宿（セリオ会場、中町・
　　　　立町・西町商店街、牛津赤れんが館　など）
◆内容
・佐賀県住みます芸人メタルラックお笑いライブ
・地元＆県内グルメ集合
・お楽しみ抽選会　など
※FM佐賀公開録音、牛津高校文化祭同日開催

小城市牛津産業まつり実行委員会
（小城市商工会内）☎６６・０222

　
「ストップ糖尿病・ストップ肝炎」 
イベント開催！

　糖尿病の予防に関する講演会などのイベントを開
催します。会場では各種測定や健康相談を行います。
　この機会に身近な病気である「糖尿病」の予防の
コツを身につけましょう。
◆内容　医師による講演、体験・相談コーナーなど
◆日時　１１月23日（土・祝）　１0時～１4時
◆場所　唐津市健康サポートセンター「さんて」
　　　　（旧唐津赤十字病院南病棟跡地
　　　　（唐津市二夕子１丁目５番１号））
◆参加費　無料　※事前申し込みは不要です。

佐賀県後期高齢者医療広域連合
（佐賀市大和町大字尼寺１8７０）
☎６４・8４７６　FAX ６2・０１５０
ホームページ　https://www.saga-kouiki.jp/

　
歩いて学ぶ糖尿病ウォークラリー 
in 嬉野
　数人のグループで参加者の体力に合わせ、コース
図にしたがってチェックポイントを探し、クイズを
解きながら楽しく歩く競技です。
　糖尿病患者さんとそのご家族、ご友人お誘いの上、

皆さんでご参加ください。
◆日時　１１月１7日（日）
◆受付時間　８時30分～９時１5分
　　　　　　（解散予定　１5時45分）
◆集合場所　嬉野市中央体育館
　　　　　　（嬉野市嬉野町下宿乙１１4１−１）
◆対象者　ウォーキングに関心のある人はどなたでも
◆参加費　無料（お弁当とタオル持参）
◆コース　嬉野市中央体育館 → チャオシル→
　　　　　嬉野市中央体育館（昼食）→
　　　　　ブーゲンハウス嬉野 → 足湯
　　　　　（歩行距離の目安８km）
◆申込方法　電話でお申し込みください。
◆申込期限　１１月５日（火）

〒8４9－8５０１　佐賀市鍋島５－１－１
佐賀大学医学部看護学科棟
糖尿病ウォークラリー事務局方
☎３４・2５４６（平日９時～１６時）

　
令和元年度佐賀県がん患者・ 
家族つどいの会

◆日時　１１月１7日（日）　１2時30分受付開始　
　　　　１3時～１4時　エコクラフトで小物作り
　　　　１4時～１6時　親睦・交流会（お茶菓子付き）
◆場所　佐賀県メディカルセンタービル　
　　　　３階研修室（佐賀市水ヶ江１丁目１2−１0）
◆対象者　がん患者・その家族
◆定員　30人（受付順）
◆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。
◆申込期限　１１月１5日（金）

佐賀県がん総合支援センター
“さん愛プラザ”　☎０１2０・2４６・３88
佐賀県健康づくり財団　内
電話受付　平日の９時３０分～１３時、
　　　　　　　　１４時～１６時３０分
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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
！！
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第42回さが矯正展
◆日時　１１月９日（土）　１0時～１6時
　　　　　　１0日（日）　１0時～１5時
◆場所　佐賀少年刑務所庁舎前
　　　　（佐賀市新生町２−１）※駐車場有

佐賀少年刑務所職業訓練担当　☎2６・３７４０
　

「介護の日」無料相談会を開催
　１１月１１日は介護の日です。高齢者の介護につい
て質問や相談をお受けします。介護事業所の相談員
と介護支援専門員が対応します。
◆日時　１１月１0日（日）　９時～１5時
◆場所　牛津産業まつり（会場）

佐賀県介護保険事業連合会　☎３７・１１３１

わくわく自然体験の中から防災について 
学ぼう！！親子防災キャンプ 2019
　もしもという時、冷静な判断をして自分の身は自
分で守り、助け合うことができるように、自然体験
の中から防災への知識を実践で学んでみませんか。
ぜひ親子でご参加ください！
◆日時　１１月１6日（土）　１0時から
　　　　１１月１7日（日）　１１時まで
◆場所　野外研修センター「さんさん」
◆対象者　市内在住の小学１年生～中学３年生
　　　　　（小学３年生以下は、保護者１人同伴）
◆定員　30人（保護者含む）　※先着順
◆参加費　１人１,000円（３食分の材料代）
◆申込期間
　１0月24日（木）１１時～ １１月４日（月・振休）
　※受付後、決定通知をご自宅に郵送します。

ま・まんでぃ　☎０9０・2３98・9６３４（圓城寺）

募 　 　 集

夫婦で子育てを100倍楽しむための 
セミナー in 小城市

　夫婦が協力して育児や家事を行うための方法や男
女の考え方の違いなどを学びませんか？
　自宅で簡単にできるペアストレッチやマッサージ
の方法を習得できるレッスン付き！
◆内容
　講座、夫婦間フィットネス（パパフィット）
　※動きやすい服装でお越しください。
◆日時
　１１月１7日（日）　１0時30分～１2時
◆場所　桜楽館
◆定員　夫婦20組（男性のみの参加も可）
◆参加費　無料
◆ 申込方法
　右のQRコードまたは「マイナス１
歳からのイクカジ公式サイト」の申込
フォーム、電話、またはメールでお申し
込みください。
　※ 一時保育（原則６カ月～就学前まで・若干名）

を希望される人は、１１月７日（木）までにお
申し込みください。

佐賀県立男女共同参画センター「アバンセ」
☎2６・００１１　 �danjo@avance.or.jp
公式サイトは 

　
生活援助型訪問サービスヘルパー 
養成研修

　介護福祉士などの資格がない人でも、この研修を
受けることで「生活援助型訪問サービス」（※生活援
助（調理・洗濯・掃除など）のみのサービス）のヘ
ルパーとして従事することが可能になります。
◆日時
　１１月20日（水）、１2月６日（金）の２日間
　９時～１7時
◆場所　アバンセ

佐賀　マイナス1歳 検索
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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
料
広
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◆対象者　①・②のいずれかの人
　① 小城市、佐賀市、多久市、神埼市、吉野ヶ里町

に在住し、生活援助型訪問サービスに従事する
意思のある人

　② 佐賀中部広域連合の生活援助型訪問サービスな
ど（居宅サービスを含む）の指定を受けた事業
所に勤務する人または採用を予定されている人

◆定員　20人
◆参加料　2,000円（テキスト代）
◆申込期限　１１月１3日（水）
◆申込先　公益財団法人
　　　　　介護労働安定センター佐賀支所
　　　　　☎28・0326　FAX 28・0328

佐賀中部広域連合給付課　包括支援係
☎４０・１１３４　FAX ４０・１１６５

職業訓練受講生募集
　令和２年１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
　１2月４日（水）　※筆記試験、面接
◆訓練期間
　令和２年１月７日（火）～６月30日（火）
◆応募期間
　１0月28日（月）～１１月27日（水）

ポリテクセンター佐賀
☎2６・9５１６

募集科名 定員

電気設備施工科 １5人

自衛官候補生採用試験
◆日時　１１月２日（土）　８時～
◆場所　目達原駐屯地
◆応募資格
　 採用予定月の１日現在、１8歳以上33歳未満の人
（詳細はお問い合わせください）

◆試験種目
　 筆記試験（国語・数学・社会・作文）、口述試験、

適性検査、身体検査
◆募集期限　１0月28日（月）

自衛隊佐賀地方協力本部佐賀募集案内所
☎2５・６７００

　

成年後見入門講座
◆日時　１１月30日（土）
　　　　１3時～１6時
◆場所
　「りふれ」（唐津市高齢者ふれあい会館）
　（唐津市二タ子３丁目１55番地４）
◆内容
①「成年後見制度について」
②「司法書士の現場から見た成年後見」
　講師　司法書士
③「社会福祉士の現場から見た成年後見」
　講師　社会福祉士
④質疑応答、個別相談
※都合により、講座内容変更の可能性あり。
◆定員　30人（先着順）
◆受講料　無料
◆申込方法
　電話でお申し込みください。（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

情
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全国一斉「女性の人権ホットライン」 
強化週間

　夫やパートナーからの暴力（DV）、職場でのセ
クシュアル・ハラスメント、ストーカー行為といっ
た女性をめぐるさまざまな人権問題について相談を
受け付ける専用電話相談窓口です。秘密は固く守ら
れますので、１人で悩まず、お気軽にご相談ください。
◆実施期間
　１１月１8日（月）～24日（日）　７日間
　８時30分～１9時
　（土・日は１0時～１7時）
◆専用電話番号　☎0570・070・8１0
◆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

　

唐津線の列車運休のお知らせ
　唐津線久保田～山本間において、線路修繕工事を
実施します。これに伴い、工事時間帯の佐賀～西唐
津間の列車が運休となります。
　なお、同区間のバスおよびタクシ―による代行輸
送は実施しません。大変ご迷惑をお掛けしますが、
あらかじめご了承ください。
◆日時　１１月20日（水）
　　　　１0時ごろ～１6時ごろ
◆運休列車
　 唐津線を運転する列車（佐賀～唐津・西唐津間の

列車が運休。伊万里～西唐津間の列車は運転しま
す）
唐津鉄道事業部　☎０9５５・７５・０３82

（平日９時～１７時３５分）
　
11月12日（火）～25日（月）は 

「女性に対する暴力をなくす運動」期間
◆女性に対する暴力とは
　DV（ドメスティック・バイオレ
ンス）、性犯罪、ストーカー行為、売
買春、人身取引、セクシュアル・ハ
ラスメントなど「女性の人権を侵
害するあらゆる行為」のことです。

お 知 ら せ

女性に対する暴力
根絶のマーク

◆相談窓口　～ひとりで悩まずご相談ください～

・企画政策課（西館２階）　☎３７・６１１５
・社会福祉課（西館１階）　☎３７・６１０７

　

税を考える週間
　11月11日～17日は、
税を考える週間です。
　国税庁ホームページで
は、「国税庁の取組」や「税
に関する情報」を紹介し
ています。

佐賀税務署
☎３2・７５１１

　
「秋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。

【2０１9年度全国統一防火標語】
「ひとつずつ　いいね！で確認　火の用心」
◆実施期間
　１１月９日（土）～１5日（金）
　住宅用火災警報器の設置は義務です。また、いざ
という時のために点検とお手入れを忘れずに！

佐賀広域消防局　予防課
☎３３・６７６５

社会福祉課 ☎37・6１07 月～金／８時30分～１7時１5分
土・日・祝日／休み

配偶者暴力
相談支援
センター

☎26・00１8
火～土／９時～2１時
日・祝日／９時～１6時30分
月／休み

☎26・１2１2
月～金／８時30分～１7時１5分
土・日・祝日／休み
※緊急の場合は24時間受付

警察本部
レディース
テレホン

☎28・4１87 月～金／８時30分～１7時１5分

性暴力救援
センター・
さが 
(さがmirai)

☎26・１750
月～金/９時～１7時
※ 救急受診はこの限りでは
　ありません。
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電気器具による火災を防ぎましょう
　電気器具は、使っている人の不注意や誤った使い
方で火災になってしまうため、下記のことに注意し
ましょう。
①電気器具を使っていない時はコンセントを抜く
②電気器具の近くに燃えやすいものを置かない
③ コンセントにほこりが溜まらないようにこまめな

掃除を心掛ける
④ 電源プラグはしっかりと差し込み、抜くときは

コードを引っ張らない
⑤たこ足配線は絶対にしない
⑥ テーブルタップを使用する場合は、電気容量を守る
⑦傷んだ電気コードは使わない
⑧家具などでコードを踏まない
⑨電気コードを束ねた状態で使わない

佐賀広域消防局　予防課　☎３３・６７６５
　

里親制度をご存じですか
～里親制度へのご理解とご協力をお願いします～

　里親とは、親の病気や死亡、育児放棄、虐待など
のさまざまな事情により、家庭で養育できない子ど
もたちを自分の家庭に迎え入れ、愛情と真心をこめ
て養育してくださる人のことです。
　里親になるには、一定の資格要件や研修の受講が
必要です。

【里親の種類】
◆養育里親
　 　親が育てられるようになるまでの期間、自分の

家庭で育ててくれる里親
◆親族里親
　 　両親がいない子どもを親族（祖父母や兄姉）が

育てている里親
◆専門里親
　 　虐待を受けた子どもや障がいのある子どもなど

専門的な対応を要する子どもを育てる里親
◆養子縁組里親
　将来、養子として育ててくれる里親

・佐賀県中央児童相談所（里親担当）
　☎2６・１2１2
・聖華園（里親支援専門相談員）
　☎98・１０７５
佐賀県庁のホームページから 里親 検索

最低賃金　１時間 762円 → 790円
　10月４日から、佐賀県最低賃金が改定されました。
　佐賀県特定（産業別）最低賃金は、別途決定され
る予定です。

佐賀労働局　賃金室
☎３2・７１７9

　
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。詳細はお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

　

鉄道近接工事にご注意ください！
　鉄道に関する事故は、一歩間違えれば脱線事故や
感電事故など、大惨事を引き起こす可能性がありま
す。建物の建設・解体や、庭木や山林の木の伐採な
ど、線路に近接した作業を行う場合は、JR九州へ
ご相談ください。
　線路と近接して樹木をお持ちの人は、線路側に倒
れないように管理をお願いします。

　※�作業内容や環境条件、使用重機によっては８ｍ
以上の場合でも近接工事の適用となる場合があ
ります。

・JR長崎本線沿線の場合：JR九州佐賀鉄道部
　☎2３・29３9
・JR唐津線沿線の場合：JR九州唐津鉄道事業部
　☎０9５５ ・７2・３82４
　JR九州のホームページから
 　

線路内
近接工事
おおむね８m おおむね８m

近接工事

安全へのお願い　JR九州 検索
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