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令和２年 小城市消防団出初式
　どなたでも見学できます。
　ぜひ会場へお越しください。
◆日時　令和２年１月12日（日）　９時〜
◆場所　小城公園グラウンド（自楽園）
　　　　※雨天時：桜岡小学校体育館

防災対策課（西館２階）　☎37・6119
　
令和元年度小城市モデル 
子どもクラブ発表会を開催します！

　各地区の子どもクラブが取り組んだ、新入生の歓
迎会、地域の美化活動、灯付け、クリスマス会など
１年間のさまざまな活動を子どもたちが元気いっぱ
いに発表します。
　どうぞ、お越しください。
◆日時　令和２年１月26日（日）
　　　　９時30分〜12時
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆対象者　どなたでも
◆発表地区
　桜岡地区……本町、北小路
　岩松地区……松尾、三間寺・住吉
　晴田地区……宿、畑田
　三里地区……三里ふれあい自然塾
　三日月地区…道辺、 社
　牛津地区……江津、
　　　　　　　下砥川（寺町・柳鶴・蒲原・牛津永田）
　芦刈地区……小路・中溝、道免・中村
◆アトラクション
　子どもたちのバレエ公演　H

ハルヨ

aruyo B
バレエ

allet
◆入場料　無料

小城市青少年育成市民会議事務局
☎37・6132

イ ベ ン ト小城市民図書館小城館一般向け講座 
「特殊詐欺に遭わないために」
　特殊詐欺とは、面識のない不特定の人に対して、
電話、はがき、メールなどを使って、現金をだまし
取る詐欺のことです。自分はきっと大丈夫と思って
いませんか？
　詐欺の魔の手はすぐそこまで来ているかもしれま
せん。でも、詐欺に対する予備知識を持っていれば、
もしものときにも安心ですね。巧みな詐欺の手口や、
対処法など、消費者センターの相談員による、事例
を含めたお話です。
◆日時　令和２年２月23日（日・祝）
　　　　10時30分〜12時
◆場所　桜城館　２階　研修室
◆講師　小城市消費者センター　相談員
◆対象者　どなたでも
◆定員　50人（先着順）
◆参加費　無料
◆申込方法　事前に申し込みが必要です。
　前日までに定員に満たない時は、当日受付可。

小城館　　☎71・1131
三日月館　☎72・４9４6
牛津分室　☎37・61４４
芦刈分室　☎37・61４1

　
令和元年度“社会を明るくする運動” 
作文発表会
　小城市、多久市の小・中学生268人の応募者の中
から、優秀作品に選ばれた８人の子どもたちが、自
分の作品を発表します。
◆日時　令和２年１月11日（土）
　　　　10時30分〜
◆場所　ゆめりあ
◆主催　小城・多久地区保護司会

小城・多久地区サポートセンター
☎72・791５
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忘・新年会
承ります
忘・新年会
承ります お友達募集中

ID @yorankan

久保田町久富

焼肉レストラン

TEL68－4777

アルバイト募集
ホールスタッフ
　9：30～14：30
17：00～22：00（週3日勤務）

職種

各種保険など待遇

勤務
時間

安全・安心・新鮮　ぜひ与羅ん館へおこしください。
※委細面談の上。電話連絡後、履歴書
　持参で面接におこしください。
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博士をたたえる会
　三日月町が生んだ著名な経済・社会学者・文学者
である高田保馬博士の業績をたたえる会を開催しま
す。皆さんのご来場をお待ちしています。
◆日時　令和２年２月２日（日）　９時〜12時
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆内容
　・アトラクション（書道、うたごえ、お話）
　・小・中学生による作文発表
　・書道・文学作品コンクール表彰
※ 作品を１月27日（月）〜２月２日（日）の期間、

ドゥイング三日月に展示します。
高田保馬博士顕彰会事務局（上野）
☎73・８８09（桜城館）

小城市公民館体験講座 
「普茶料理を作ってみませんか」
　小城市に伝わる伝統食・普茶料理を一緒に作って
味わってみませんか？皆さんのご参加をお待ちして
います。
◆日時　令和２年２月７日（金）
　　　　９時〜会食後解散
◆場所　ゆめぷらっと小城　クッキングスタジオ
◆講師　祥光山星巌寺伝承「普茶料理おぎ春香会」
◆対象者　どなたでも
◆定員　20人（先着順）
◆参加費　１人1,000円（材料代）
◆持ってくるもの　三角巾、エプロン、筆記用具
◆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

募 　 　 集

ホストファミリーバンク登録者を 
募集しています！

　佐賀県教育委員会では、留学や学校交流などで佐
賀を訪れる外国人生徒のホームステイを受け入れて
くださるホストファミリーを募集しています。
　留学生などを家族として迎え、日々の生活の中で
異文化交流を体験してみたい人、語学のスキルアッ
プを目指したい人、海外の人々とつながりを持ちた
い人など、ぜひお申し込みください！
　詳細は、ホームページをご覧ください。
　https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00369353/
index.html（県ホームページ）

佐賀県教育庁教育振興課　☎2５・7４11
�global-jinzai@pref.saga.lg.jp

　

　令和２年度　松
しょう

濤
と う

学舎入舎生募集
　松濤学舎とは公益財団法人佐賀育英会が運営する
関東圏の大学で学ぶ男子学生のための寮です。
◆申込期間　令和２年１月13日（月・祝）
　　　　　　　　　〜２月12日（水）
◆申込方法　 出身高校を通して松濤学舎に提出して

ください。
◆募集人数　20人程度（令和２年度新入生に限る）
◆応募資格
　・ 佐賀県出身者であって、寮費などの支払能力の

ある保護者および確実な保証人がある人
　・ 人物、学業成績ともに良好であって、大学の課

程を順調に進むものと認められ、出身高等学校
長から推薦を受けた人

　※ 申請書類は、ホームページまたは在学高等学校
で入手してください。詳細はお問い合わせくだ
さい。

公益財団法人　佐賀育英会　松濤学舎
☎0４2・3８1・3676

松濤学舎 検索
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フリーダイヤル

0120-874-006

九州の老舗印刷屋が運営する印刷通販

電話受付時間／ 9：00～17：30（土・日・祝日を除く）
運営会社／日之出印刷株式会社

詳しくは 印刷通販ちょっとプラス 検 索

https://www.chottoplus.com

画像補正・
色補正プラス

データ修正
プラス

オリジナル
デザイン作成

展
開
予
定
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「なすやってみよう！！セミナー」 
参加者募集！

　就農希望者を対象に、なすの収穫体験、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　令和２年１月19日（日）　９時～12時
　　　　（※受付�８時30分～）
◆集合場所　JAさが佐城地区中央支所
　　　　　　（小城市小城町東小路158−１）
　　　　　　※駐車場有り。
◆ 内容　 なすの収穫体験、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・神埼市在住の

就農希望者または新規作付け希望の農家
◆募集人員　20人
※ 当日は収穫体験がありますので、汚れてもよい服

装（長靴持参）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　１月15日（水）
◆参加費　無料

・JAさが佐城エリア園芸部　園芸指導課
　☎72・５137　FAX 72・４1４４
・中部農林事務所
　佐城農業改良普及センター
　☎４５・８８８８　FAX ４５・８８８0

　
　　　　 　「主役はきみだ！」 
出演者・司会者を募集！
　ドゥイング三日月のステージで発表してみません
か。子どもが主役の発表会です。
　きみのパフォーマンスを待っています！
◆参加資格
　市内で活動する高校生までの団体および個人
　・�出演者会議（４月および開催前日リハーサル）
に参加できること。

　・�開催当日、開会式から閉会式まで参加できること。

Kids Fun

　・ピアノ以外の道具は持参すること。
　・�司会者は、原則２人１組とする。
◆募集定員　出演者：10組程度
　　　　　　司会者：１組
◆応募期限　令和２年１月31日（金）
◆内容　舞台で発表ができれば、なんでもOK。
◆公演日時　５月17日（日）　13時30分～
◆公演場所　ドゥイング三日月　多目的ホール

小城市こども未来塾 〜あゆの会〜
〒８４５−８５11　小城市役所 生涯学習課内

「Kids Fun 主役はきみだ！募集」係
☎37・6132
�syougaigakushuu＠city.ogi.lg.jp

　

「イクメン・カジメン」の写真募集！
　育児や家事に楽しく取り組んでいるジジ・パパの
皆さんの写真を募集します。
◆テーマ
　「育児家事に楽しく取り組む男性（ジジ・パパ）」
◆応募方法　写真は１人3枚まで。
　写真は縮小せずに１枚ずつデータで、下記アドレ
スまでお送りください。
　応募先：  matsunami41@yahoo.co.jp
　応募者全員に記念品を差し上げます。
※ いただいた写真を用いて資料を作成し、市内で配

布する場合がありますので、あらかじめご了承く
ださい。

◆応募期限　令和２年１月17日（金）
【写真展の開催】
　応募いただいた写真は、下記の日程で展示します。
◆展示期間　１月27日（月）　13時 〜
　　　　　　２月２日（日）　15時
◆場所　ゆめぷらっと小城　ギャラリー

小城市男女共同参画ネットワーク
☎090・５0５6・320５（松並）
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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！

広告募集中
広告効果バツグン！

約16,000戸に配布
小城市内小城市の皆さんへ

あなたの会社や
お店をPRできます

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
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第８回　小城市綱引大会
　健康づくりや地域との関わり合いを深めるため綱
引大会を開催します。同僚・地域・友人・家族で一
致団結して参加しませんか？
◆日時
　令和２年２月９日（日）
　受付�８時20分〜　開会 ９時
◆場所　芦刈文化体育館
◆対象者
　市内在住の人、市内企業に勤務している人
◆種目
　・一般の部（男性、女性、混合）各８人
　・ジュニアの部　６人
◆参加費　１チーム　1,000円
◆申込期限　１月10日（金）
◆申込方法
　申込用紙に記入し、小城市体育協会へ郵送または
FAXで提出してください。

小城市体育協会
（〒８４５−000４　小城町松尾４032−５）
☎72・1200　FAX 72・1201

　

自衛官候補生採用試験
◆日時　令和２年１月25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　１月20日（月）

自衛隊佐賀地方協力本部佐賀募集案内所
☎2５・6700

職業訓練受講生募集
　令和２年3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　令和２年２月８日（土）
　　　　　※筆記試験、面接
◆募集期間　12月23日（月）〜１月31日（金）
◆訓練期間　3月3日（火）〜８月28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

九州電力から感電事故防止のお願い
　凧

たこ

あげの季節になりましたが、感電事故防止のた
め、電線付近で凧あげを行ったり、電柱や鉄塔に昇っ
たりしないようお願いします。
　なお、万一凧が電線などにかかった場合は、自分
で取ろうとせず、お近くの九州電力までご連絡をお
願いします。

九州電力株式会社　佐賀配電事業所
☎0120・9８6・303

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
電気保全サービス科 15人

　　※２月生の人数も含みます。

お 知 ら せ

情
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小城市民図書館全館　休館のお知らせ
　図書館システムの更新に伴い、小城市民図書館は
全館休館します。コンピューターが停止しますので、
貸出・返却・予約など、各種お問い合わせの受け付
けができません。また、ホームページからの予約も
できません。ご迷惑をおかけしますが、ご理解をよ
ろしくお願いします。
◆期間
　令和２年１月14日（火）〜31日（金）
◆対象館
　三日月館・小城館・牛津分室・芦刈分室
　自動車図書館「本丸くん」

小城館　　☎71・1131
三日月館　☎72・４9４6

　
誘導区域外での開発・建築など 
には届出が必要です

　市では ｢立地適正化計画｣ を策定し、コンパクト
なまちづくりを進めています。住宅や民間施設など
の立地を緩やかに誘導し、その動きを事前に把握す
るため、居住誘導区域外における一定規模以上の住
宅開発・建築などや、都市機能誘導区域外で誘導施
設の整備などを行う場合、または都市機能誘導区域
内で誘導施設を休廃止する場合には、都市再生特別
措置法に基づき市への届出が必要です。
◆誘導区域・届出対象の行為
　都市機能誘導区域と居住誘導区域を設定していま
す。それぞれの区域や対象となる施設および行為の
詳細は、市ホームページをご覧ください。
◆届出時期　開発・建設等着手の30日前まで
◆その他
　届出義務に関する規定が、宅地建物取引業法に規
定する重要事項説明の対象となります。
　届出をしなかったり、虚偽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。

都市計画課（東館１階）　☎37・6121
　

農林業センサスを実施します
　農林業センサスは、全国の生産構造、就業構造お
よび農山村などの農林業をとりまく実態を明らかに
し、農林行政の推進に必要な基礎資料の整備を目的
として実施されます。

　調査によって得られたデータは、地域の農林業施
策の推進などにも活用されます。調査員が伺った際
には、回答をお願いします。
◆調査時期　令和２年１月中旬〜２月上旬
◆対象者　 農林業を営んでいる人、農地を所有して

いる人など
◆調査方法　 県知事が任命する調査員が調査票を配

布・回収します。
企画政策課（西館２階）　☎37・611５

　
冬季に多発する入浴中の事故に 
ご注意ください！

　高齢者の事故のうち、「不慮の溺死および溺水によ
る死亡者」は、年々増加傾向にあります。

【事故を防ぐためのポイント】
①入浴前に脱衣所や浴室を暖めましょう。
② 湯温は41度以下、湯につかる時間は10分までを

目安にしましょう。
③ 浴槽から急に立ち上がらないようにしましょう。
④ 食後すぐの入浴、またアルコールが抜けていない

状態での入浴は控えましょう。
⑤ 精神安定剤、睡眠薬などの服用後の

入浴は危険ですので注意しましょう。
⑥ 入浴する前に同居者に一声掛けて、

見回ってもらいましょう。
（ 出典：消費者庁ホームページ〜冬季に多発する入

浴中の事故に御注意ください！）
佐賀広域消防局　消防課救急防災係
☎33・6761

　

火災のない新年を迎えるために！
　年末の大掃除で出たごみを、家の外に置いたまま
にしていませんか？
　放火は毎年、全国の火災発生原因の上位に入って
います。被害を防ぐため、次のことに注意しましょう。
・家の周囲に燃えやすい物を置かない
・ポストに新聞などを溜めこまない
・照明の設置により暗がりをなくす
・ごみは指定された場所、日時以外は出さない
・外出時には、隣近所に一声かけて協力を求める
　一人一人の心がけと地域全体で、火災のない一年
にしましょう！

佐賀広域消防局　予防課　☎33・676５
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