
印刷通販ちょっとプラス 検 索
ご注文は
こちらから→

大好きなじいじとばあばに、お孫さんの写真をプリントして、
お揃いのマグカップをプレゼントしませんか。かわいい写真を
チョイスして贈りましょう。ほっこり笑顔が生まれます。

ギフトラッピング
も承ります

お孫さんの
写真入り敬老の日に

おすすめ
敬老の日に

おすすめ
が作れます！！ 有

料
広
告
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◆会場　江里山鑑賞広場周辺（小城町）
◆農産物・加工品販売　９時～16時

〈さが棚田展（同時開催）〉
　10時～16時

〈写真コンテスト（同時開催）〉
◆表彰式　11時～
◆展示期間　９月20日（日）～27日（日）
◆無料シャトルバス
　９月20日（日）はシャトルバスを運行します。
　詳細は市ホームページをご覧ください。

〈写真の出品を募集します！〉
◆募集期間　８月20日（木）～９月７日（月）
◆受付場所・時間　農林水産課　９時～16時
◆注意点
　・�江里山の棚田の風景をテーマとする。季節は問

わない。
　・�未発表の作品に限る。
　・サイズはA４以下とする。
　・作品はコンテスト終了後出品者に返却しない。

農林水産課（東館１階）  【担当】池田・大島
☎３７・６１25

　
第2０回　石体まつり 
〜スローライフ in しゃくちゃー〜

　皆さんの参加をお待ちしています。一緒に楽しみ
ましょう！
◆日時　９月20日（日）　10時～17時
◆場所　小城町石体　いやしの宿ほのか周辺
◆催し物　石体太鼓、篠笛演奏　など
◆展示販売　農産物、唐津焼、和小物
◆食べ物
　石体そば（手打ち）、せせりの炭火焼き、
　おにぎり、山菜おこわ、手作りこんにゃく、
　おはぎ、草だんご、ドリンク各種　ほか

笑うて暮そうやっ会（農家民宿ほのか）
☎７2・４６9３／☎０9０・７４5０・252６（大石）

「空
く う

・創
そ う

・感
か ん

」創造のガラス壁ギャラリー 
『田代利夫 作品展』（第２期①）開催
　歴史資料館では年間を
通して、創造のガラス壁
ギャラリーで黄美会会員
の作品を展示します。
　第２期（９月～11月）
は、４人の作品展を開催
する予定です。
　スタートを飾るのは、田

た

代
しろ

利
とし

夫
お

さんです。田代さ
んの作品は、白と黒のコントラストで描かれる漁船
が織りなす漁港、風景が特徴的です。
　ご来場いただき、お楽しみください。
◆会期　９月１日（火）～27日（日）
◆休館日　毎週月曜日・祝日・９月23日（水）
◆時間　９時～17時
◆会場　歴史資料館　２階�

【プロフィール】
　佐賀大学教育学部特別教科教
員養成課程美術科卒業。
　昭和60年４月美術教師とし
て呼子中学校に赴任して以来、
県内中学校に勤務。

　現在、玄海みらい学園（義務教育学校）勤務。
文化課（桜城館２館）  【担当】大橋・下川
☎７３・88０9

　

小城町江里山　ひがん花まつり
　ひがん花の見頃に合わせ、ひがん花まつりが開催
されます。農村景観百選・棚田百選に選ばれた小城
町江里山地区では、毎年９月中旬から下旬にかけて、
見事なひがん花が咲き競います。
◆日時　９月20日（日）　９時～

イ ベ ン ト

「帰港」
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広告募集中
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！

広告効果バツグン！

約16,000戸に配布
小城市内

広報「さくら」で小城市へPR！まずは
、

お気軽
に

お問い
合わせ

くださ
い。

小城市の皆さんへ あなたの会社やお店をPRできます

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☎0952-73-4113発行日／毎月20日

有
料
広
告

ウイメンズカレッジを開催
　小城市地域婦人会では、日々の暮らしを心豊かに
安心して過ごすための講座を開催しています。今回
は、防災に関するお話です。毎年どこかで繰り返さ
れる自然災害ですが、いざという時に備えて独自の
避難計画（マイプラン）を考えてみませんか？
◆日時　８月28日（金）　10時～12時
◆場所　アイル
◆テーマ　「いざという時に備え、家族で会議！」
◆講師　小城市防災対策課長　松

まつ

本
もと

浩
こう

一
いち

郎
ろう

さん
◆対象者　どなたでも
◆受講料　無料
※小城市防災ハザードマップをご持参ください。
※検温を済ませ、マスクを持参してください。

小城市地域婦人会
☎０9０・４４8０・７７３０（香月）

　
こころの健康セミナー 
９月１０日〜１６日は「⾃殺予防週間」です

　新型コロナウイルス感染症に関連したこころの不
調や、自殺に関係が深いうつ病の症状、ストレスケ
ア方法について学んでみませんか。
◆日時　９月12日（土）
　　　　14時～15時30分
◆場所　佐賀市文化会館　１階　イベントホール
◆対象者　県内在住の人
◆定員　70人程度
◆申込期限　９月10日（木）
◆内容　佐賀大学医学部精神医学講座
　　　　助教�松

まつ

島
しま

�淳
じゅん

さん（臨床心理士）による講演
◆参加費　無料

佐賀中部保健福祉事務所
精神保健福祉担当
☎３０・１６9１　FAX ３３・４６2７
 　  chuubuhokenfukushi@pref.saga.lg.jp

調停手続相談会
　調停制度の手続きや利用方法について、裁判所の
民事・家事調停委員および弁護士がご相談に応じま
す。（秘密は厳守されます）
　なお、お越しの際はマスクを着用してください。
◆日時　９月26日（土）　10時～15時
◆場所　アバンセ　４階　第２研修室
◆相談内容　金銭、土地、建物、交通事故、公害、
　　　　　　夫婦関係、養育費、相続など
◆参加費　無料
※事前予約不要

佐賀調停協会（佐賀家庭裁判所内）
☎３8・5６０４

ニュースポーツ出前講座を 
今年も行います

　「いつでも、どこでも、誰でも」気軽に楽しむこ
とができるニュースポーツの出前講座を行います。
婦人会、老人クラブ、子どもクラブなどの集まりの
時に体験してみませんか。
◆対象者　市内の団体
◆講師　小城市スポーツ推進委員
◆内容　ニュースポーツの体験
　　　　�いごてだま・カローリング・卓球バレーな

どの道具は事務局が準備します。
◆期間　10月～令和３年３月の土・日曜日
◆参加費　無料
◆募集　�４団体（先着順）、開催日の４週間前まで

に下記へお申し込みください。
◆主催　小城市スポーツ推進委員協議会

小城市スポーツ推進委員協議会事務局
（小城市教育委員会生涯学習課内）
☎７2・１６１６

募 　 　 集
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「頑張っています！小城市の子どもたち」 
出演者募集！

　小城市青少年育成市民会議では、「少年少女の声大
会」や「モデル子どもクラブ発表会」開催の折に、
日頃の活動を舞台で発表していただく個人・団体を
募集します。
　ドゥイング三日月の舞台で発表してみませんか。
（例：踊りやダンス、楽器の演奏、スポーツの型な
ど舞台で発表できるもの）
◆発表期日　①少年少女の声大会
　　　　　　　11月21日（土）
　　　　　　②モデル子どもクラブ発表会
　　　　　　　令和３年１月24日（日）

【出演は各１組：開催時間①②とも９時３０分〜１2時】
◆場所　ドゥイング三日月　多目的ホール
◆発表時間　10分～15分程度
◆対象者　市内在住の小・中・高校生
◆応募条件　�使用物品、楽器などを自分で持ち込め

る人。個人、団体を問いません。
◆応募期限　10月２日（金）
◆応募方法　電話でお申し込みください。
※応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。
※出演者には、謝礼をお渡しします。
※�新型コロナウイルス感染症対策として、開催およ
び内容を変更する場合があります。

小城市青少年育成市民会議　事務局
（生涯学習課内）　☎７2・１６１６

　

育児サポーター養成講座
　子育てを応援してみようと思う皆さん、育児サ
ポーターになってみませんか？
　ご希望の人は講座にご参加ください。
◆日程
　第１回 ｢育児サポーターの役割と心得｣ 　
　９月24日（木）　13時30分～14時30分
　第２回 ｢病気・病後の託児で気をつけること｣
　９月24日（木）　15時30分～16時30分
　第３回 ｢楽しい折り紙あそび｣（実技）
　９月28日（月）　10時～12時
　第４回 ｢小城市の子育て支援｣
　９月28日（月）　13時30分～15時30分
　第５回 ｢子どもの栄養と食生活｣（実技)
　９月30日（水）　10時～12時30分

　第６回 ｢小児看護の基礎知識｣
　９月30日（水）　13時30分～15時30分
　第７回 ｢読み聞かせの効果や方法｣
　10月２日（金）　13時30分～15時30分
　第８回 ｢ 子育てをみんなで支えるために
　　　　　－子どもたちの個性を大切に－｣
　10月５日（月）　10時～12時
　第９回 ｢ファミリーサポートセンターの援助内容｣
　10月５日（月）　13時30分～15時30分
　第１０回 ｢赤ちゃんとふれあうヨガ｣
　10月６日（火）　10時～12時
　第１１回 ｢乳幼児の安全法」（実技)
　10月６日（火）　13時30分～15時30分
◆受講料　無料
◆場所　桜楽館
◆申込期限　９月23日（水）
◆申込方法　�電話でお申し込みください。
※�新型コロナウイルス感染症の流行などで中止させ
ていただく場合があります。

小城市子育て相互支援センター
（小城市社会福祉協議会）　☎７３・2７００

　
有明海クリーンアップ作戦2０2０ 
参加者募集

　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、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。
◆日時　８月29日（土）　８時～
◆場所
　東与賀海岸（干潟よか公園集合）
◆ 申込方法
　サガテレビホームページ上の参加申込フォームか
ら事前にお申し込みください。

※佐賀県産品の景品あり。
※�新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マス
ク着用、人と人との距離の確保（できるだけ２ｍ）、
発熱などの症状がある人の参加自粛にご協力くだ
さい。
佐賀県　水産課　☎25・７１４４
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令和３年度 
佐賀県農業大学校学生を募集

　米麦大豆、野菜、果樹、花き、畜産などが学べます。
　生産から加工や販売など６次産業化にも対応！
◆定員　・本科（２年制）50人
　　　　・専科（１年制）若干名
◆願書受付期間
　・推薦　８月31日（月）～９月15日（火）
　・一般一次　11月９日（月）～25日（水）
　・一般二次�　令和３年１月12日（火）～２月３日（水）
◆試験日
　・推薦　10月２日（金）
　・一般一次　12月11日（金）
　・一般二次　令和３年２月19日（金）
◆場所　佐賀県農業大学校
◆応募資格
　�既高卒者または令和３年３月高卒見込の人

佐賀県農業大学校　養成部　教務担当
☎４5・2１４４　（佐賀市川副町南里１０88）

　
佐賀県シルバー人材連合会 
講習会参加者募集

【福祉車両送迎運転者講習】
◆日程　10月６日（火）、７日（水）　２日間
◆場所　佐賀市文化会館
◆内容　�一人では外出できない人たちに対する移送

サービスを行うための、介護技術と運転技
術の習得。

◆申込期限　９月28日（月）
【マンション管理員養成講習】
◆日程　10月14日（水）～16日（金）　３日間
◆場所　鳥栖市シルバー人材センター
◆内容　�マンションなどの管理員の役割、マンショ

ンの建設設備の仕組み、清掃作業の実習。
◆申込期限　10月５日（月）

【共通事項】
◆対象者
　・佐賀県在住で原則60歳以上の人
　・�受講後シルバー人材センターに入会を希望され

る人
◆受講料　無料

公益社団法人
佐賀県シルバ－人材センタ－連合会
☎2０・2０１１

一般曹候補生および 
⾃衛官候補生採用試験

◆試験日時　９月19日（土）
　　　　　　・一般曹候補生　９時～
　　　　　　・自衛官候補生　13時～
◆場所　佐賀大学
◆応募資格
　�採用予定月の１日現在、18歳以上33歳未満の人
◆試験種目
　・一般曹候補生
　　筆記試験　（国語、数学、英語、作文）
　・自衛官候補生
　　筆記試験　（国語、数学、社会、作文）
◆申込期限
　・一般曹候補生　９月10日（木）
　・自衛官候補生　９月14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（１１月入所生）

◆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
　10月７日（水）　※筆記試験、面接
◆募集期間
　８月24日（月）～９月30日（水）
◆訓練期間
　11月５日（木）～令和３年５月26日（水）
　※�最初の１カ月間は、本訓練に移行する前の導入

訓練となります。
◆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

募集科名 定員

CAD/NCオペレーション科
３科で
17人

溶接技術科

住環境CAD科
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「つくってみらんね！ 
アスパラガスセミナー」参加者募集

　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「アスパラガスセミ
ナー」を開催します。参加ご希望の
人は、電話でお申し込みください。
◆日時　９月13日（日）　９時～12時
　　　　受付��８時30分～
◆場所　JAさが中部地区営農経済センター
　　　　（佐賀市本庄町鹿の子1239−１）
◆定員　15人
◆内容　�アスパラガスの圃場視察、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

◆参加費　無料
◆申込期限　９月10日（木）

・ JAさが佐城北部営農経済センター
　園芸指導課
　☎７2・5１３７
・ JAさが中部地区営農経済センター
　園芸指導販売課
　☎29・9７5０
・佐城農業改良普及センター
　☎４5・8888

　

忘れても一人ひとりが主人公！ 
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うる病気です。
　2025年には認知症の人が５人に１人（65歳以上
のうち）になると見込まれています。認知症を自分
のこととしてとらえ学んでみませんか。
　認知症の人を地域で支え優しく見守りましょう。

【図書コーナーの設置】
◆日程
　９月10日（木）～30日（水）
◆場所
　市民図書館�小城館、三日月館、芦刈分室

高齢障がい支援課（西館１階）  
【担当】楠・古場　☎３７・６１０8

お 知 ら せ

低未利用土地の適切な利用・管理を 
促進するための特例措置について

　土地の有効活用を通じた投資の促進、地域活性化、
更なる所有者不明土地発生の予防に向け、令和２年
度税制改正において低未利用土地の適切な利用・管
理を促進するための特例措置が創設されました。
　この特例措置は、都市計画区域内（小城市は全域）
において、譲渡価格が500万円以下の一定の要件を
満たす低未利用土地等を譲渡した場合に、長期譲渡
所得から100万円が控除されるものです。
　低未利用土地の要件、申請書の様式など詳細は、
市ホームページまたは下記にお問い合わせください。
◆適用対象期間
　令和２年７月１日（水）～令和４年12月31日（土）
◆手続きの流れ
　①売主が市へ確認書の交付を申請
　②市が確認を実施し、確認書を交付
　③税務署で確定申告（確認書を提出）

都市計画課（東館１階）  【担当】冨永・圡井
☎３７・６１2１

　

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
　令和２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。

ジェネリック医薬品とは？
　ジェネリック医薬品とは、先発医薬品（新薬）の
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特許が切れた後に製造・販売さ
れる医薬品です。
　国の厳しい審査基準を満た
し、先発医薬品と同等の有効成
分・効能・効果を持つ医薬品で
すが、まったく同一というわけ
ではありません。
　ジェネリック医薬品を希望
される場合は、かかりつけの医
師・薬剤師にご相談ください。
ジェネリック医薬品の使用のメリットは？
　医療の質を落とさずに個人の負担と増大し続けて
いる医療費を抑制することができます。
通知ハガキに関するお問い合わせ窓口
　国民健康保険中央会コールセンター
　☎０１2０・5３・０００６
　受付時間は月～金曜日の９時～17時。
　祝日を除く。
　※通知はがき裏面にも記載しています。

・国保年金課（西館１階）
　【担当】円城寺・野田
　☎３７・６１０１
・佐賀県後期高齢者医療広域連合
　☎６４・8４７６

　

天ぷら油の火災に注意しましょう！
【天ぷら油火災をなくすために】
・鍋のそばを離れるときは、必ず火を消す。
・油の量は適量にする。
・各種安全装置が備えられた調理器具を使う。

【もし、天ぷら油が燃えだしたら…】
　大声で周囲の人に知らせ、119番へ通報し、下記
のとおり初期消火をする。
・消火器で消火する。
※絶対に水をかけない。
・�軽めに絞った濡れシー
ツやタオルなどで覆っ
て消す。

※�炎が天井辺りまで達し
ているときは、すぐに
避難してください。
佐賀広域消防局　予防課　
☎３３・６７６5

お酒をやめて新しい生活を！
　いろいろな理由や健康状態でお酒を飲まない生き
方を選択したい人、嗜

し

癖
へき

行動やさまざまな人間関係
で生きづらさを感じている人を対象に、ミーティン
グを開催しています。
◆日時　毎週土曜日　13時30分～14時30分
◆場所　多久市中央公民館
◆参加料　無料　※事前予約不要

AA九州沖縄セントラルオフィス
☎０99・2４8・００5７

　

JR九州からのお願い
【線路側に木が倒れないように管理をお願いします】
　線路のそばで木を切る際は、事前にJR九州に連
絡をお願いします。伐採中に線路側へ木が倒れると
列車の運行に支障をきたします。

〈連絡先〉佐賀鉄道部　☎2３・29３9

【風で飛んだ農業用ビニールが列車を止めます！】
　電線に引っかかっているビニールなどの異物を見
つけたら、感電の恐れがありますので、触らずに
JRへご連絡ください。農業用ビニールや防鳥テー
プ、ブルーシートなどは、しっかり固定するなどの
飛散防止対策をお願いします。

〈連絡先〉  ・新幹線のとき　☎０92・６2４・３892
　　　　  ・在来線のとき　☎０92・６2４・３8３６
※�当社に損害が発生していれば、賠償請求をする場
合があります。
九州旅客鉄道株式会社　佐賀鉄道部
☎2３・29３9
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