
くらしの
情　報

市からのお知らせなどを
配信しています

小城市広報 Twitter

右記のQRコードを読み込んでください。

●「友だち追加」から「小城市」を検索し、
　「友だちに追加」ボタンを押してください。
●スマートフォンなどで右記のQRコード
　（友だち追加用）を読み込んでください。

小城市広報 ID

＠ogicity

相談名 相談日 場所 時間

健康相談
☎37・6106

毎月第2・4木曜日 三日月町　ゆめりあ ９：30

〜
11：30

毎月第2・4金曜日 小城町　桜楽館
毎月第1・3水曜日 牛津町　アイル

行政相談
人権相談
☎37・6112
（要予約）

（※）

毎月第１火曜日 芦刈町　あしぱる

13：30

〜

15：30

毎月第２火曜日 市役所別館
（ゆめりあ北側）

毎月第３火曜日 小城町　桜楽館
毎月第４火曜日 牛津公民館

障がい者
相談

毎週
月〜金曜日

小城・多久障害者相談
支援センター（桜楽館内）

☎71・12５0

８：30

〜

17：15
消費生活

相談
（要予約）

毎週
月・火・水・金

曜日

小城市役所
消費生活センター

☎72・５667

９：30

〜

16：30

（家族による
家族のための）
精神障害
悩み相談

毎週月曜日
精神保健福祉
連合会事務局
☎72・4797

10：00

〜

13：00毎週火〜日曜日
☎090・83５7・7963（松田）

各種相談

８月の納期 税金は納期内に
納めましょう！

こんなトラブルにご注意を！！

除菌や消毒をうたった商品について
★有効な消毒方法は
　手指からの新型コロナウイルスの除去には、流水と
石鹸を使った丁寧な手洗いが有効です。
　手洗いができない時に、手などの消毒を行う場合は
消毒用アルコールを、物の表面の消毒には次亜塩素酸
ナトリウムが有効であることが分かっています。
①アルコール
�　消毒に用いるアルコールは、70％のエタノールが
使用されます。メタノールは人体への毒性が高いので
使用してはいけません。
②次亜塩素酸ナトリウム
�　家庭用塩素系漂白剤です。身近なものを消毒する際
は、水で0.05％に薄めてふいた後、水拭きしましょう。
噴霧は絶対行わないでください。
＊�次亜塩素酸水、第４級アンモニウム塩を新型コロナウイル
ス対策として消毒に活用することについては、現在評価中
です。

� （令和２年５月15日�国民生活センター報道発表）

夜
間
納
税
相
談

税金の納付や納税相談を行っています。
【相談日】�８月13日（木）・27日（木）
【時　間】�17時30分～20時
【場　所】�税務課（西館１階）　☎37・6104

市県民税（２期） 国民健康保険税（３期）

消費生活センター（西館１階）　☎72・５６６7
（月・火・水・金曜日９時30分〜1６時30分）

問

新型コロナウイルス感染症に
関する相談

各種支援に関する相談

新型コロナウイルス感染症対策課（西館２階）
☎37・6156
【受付時間】�８時30分～17時15分（平日のみ）

健康相談

健康増進課（西館１階）　☎37・6106
【受付時間】�８時30分～17時15分（平日のみ）

小城市広報番組

【テレビ】ぶんぶんテレビ

［小城市だより］　８月３日（月）～16日（日）
�①９時45分～　②17時～　③19時45分～
※時間は変更になることがあります。

小城市だより 検索小城市ホームページから

（※）電話での相談も受け付けています。
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利用時間  10時～18時（土、日曜日は17時まで）（金曜日は三日月館・小城館は19時まで）図書館 ホームページ  http://library.city.ogi.saga.jp
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新しい本 出会いとの
司
書
さ
ん

オ
ス
ス
メ
の

１
冊

Read!

Let’s
 

なにが「いる」の？
大人に読んで欲しい
“詩”の絵本

　表紙がちょっと黒っぽ
いですが、こわい絵本で
はありません！
“「おはよう」というと
太陽がウッス”お茶目な
言葉たちで紡がれる詩

と、モノクロだけどどこか温かいイラスト。
　大人になって忘れてしまっていた、なにか大切
な気持ちを思い出させてくれる、お守りのような
１冊です。

『スパイスでおいしくなる
　and CURRYのカレーレッスン』
阿部 由希奈・著
（立東舎）　ISBN：978-4-8456-3374-6

料理が苦手な方にも！
カレーの世界を冒険

しよう！！

　今年の夏はスパイス
を使ったカレーに挑戦
してみませんか？
　この本には「爽やか」
「ちょっと大人」「がっ
つり」など、気分や体

調に合ったカレーのレシピが満載です。
　きっと忘れられない一皿に！

三日月館にあります！ 芦刈分室にあります！

くどうなおこ・作／松本大洋・絵　
（スイッチ・パブリッシング）　
ISBN：978-4-88418-455-1

まつ もと たい よう

『「いる」じゃん』 芦刈分室
はし

橋　　
づめ

爪　　 さん
オススメ

芦刈分室
もと

本　　
い

告　　 さん
オススメあ べ ゆ き な

巡回日 時間 場所

４日（火）
10：30～11：00 有料老人ホーム　光２号館
14：30～15：15 ケアハウス　アミジア
15：30～16：00 ゆめぷらっと小城

６日（木） 10：15～10：45 西分農村公園
７日（金） 10：00～10：30 大地町駐在所

１９日（水）
11：10～11：40 赤れんが館
12：00～12：30 遠江（九州コーユー駐車場）

２１日（金）
11：45～12：15 桜楽館
14：45～15：15 北島紙器（旧小城市授産場）

２5日（火） 14：30～15：00 松尾山大成園

８月の本丸くん巡回表８月の休館日
日 月 火 水 木 金 土

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

■ 牛津・芦刈分室のみ休室　　■ 全館休館日
　 牛津分室のみ休室

※�新型コロナウイルス感染症予防対策のため休館
日が変更になることがあります。

※ 休館日や閉館後の本・雑誌の返却は返却ポスト
をご利用ください。

�牛津分室は、空調設備改修工事のため、８月
25日（火）から11月30日（月）まで休室します。
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