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「空
く う

・創
そ う

・感
か ん

」創造のガラス壁ギャラリー 
『村山裕基 作品展』（第２期③）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期の最
後（３回目）を飾るのは、
村
むら

山
やま

裕
ひろ

基
き

さんです。
　村山さんは、小城高校で金

かね

子
こ

剛
たかし

先生に美術の指導
を受けられて美術教師の道を目指されました。黒の
背景に浮かび上がる幻想的な白い牡丹など、素敵な
作品をご鑑賞ください。
　ご来場をお待ちしています。
◆会期　10月27日（火）～11月22日（日）
◆休館日　毎週月曜日・11月４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
科教員養成課程工芸科卒業。
　社団法人東光会会員。
　現在は、江北町立江北中学
校で美術教師として勤務。

文化課（桜城館２館）  【担当】大橋・下川
☎73・8809

　
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。ぜひ子どもたちの思いや考えをお聞きくださ
い。会場では新型コロナウイルス感染対策にご協力
をお願いします。
　皆さまのご来場をお待ちしています。

イ ベ ン ト◆日時　11月21日（土）
　　　　９時30分～
◆場所　ドゥイング三日月
　　　　多目的ホール
◆出場者
　市内の小・中学校の代表者　各１人
◆入場料　無料
◆対象者　どなたでも
※		当日は各自検温を済ませ、マスク着用でお越しく
ださい。
小城市青少年育成市民会議事務局
生涯学習課内　☎72・1616

　
再発見！もっと知る日本遺産シュガー 
ロード小城＆佐賀 日帰りバスツアー
　貸切バスを利用し、今
年６月に日本遺産に登録
されたシュガーロードを
観光ガイドの案内で巡り
ます。
◆日程
　①11月25日（水）
　②11月28日（土）
◆定員
　25人（最少催行10人）
※	定員になり次第締め切り。また、１週間前までに
最少人員に達しなかった場合は中止。

◆参加費（昼食付）　
　・大人　　6,500円
　・子ども　5,500円
◆発着地　ゆめぷらっと小城
※	GoToトラベルキャンペーンの割引対象商品です。
　地域共通クーポン券2,000円付。

小城市観光協会
☎0120・727・４23　FAX 72・7４35
　  info@ogi-kankou.com

「牡丹」
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ガイドと歩く清水をめぐる 
ガイドツアー
　観光ボランティアガイドの案内で、名水と紅葉の
里、清水地区を楽しく巡りましょう。きっと新たな
発見があるはずです。
◆日時　①11月29日（日）、②12月５日（土）
　　　　③12月６日（日）
　　　　全日程　10時30分集合
◆集合場所　清水観光駐車場（小城町松尾2282）
◆定員　各日20人（最少催行１人）
　　　　※定員になり次第締め切ります。
◆参加費　１人	800円　※おやつ（鯉焼き）付
◆申込期限　各日３日前
　歩きやすい靴と服装でご参加ください。また、ペッ
トボトルなどを持参いただくと、「名水」をお持ち帰
りいただけます。

小城市観光協会
☎72・7４23　FAX 72・7４35
 　  info@ogi-kankou.com

　
ピエロック一座とみんなで 
フリーマーケット
　小さなサーカスが牛津にやってくる！
◆日時　11月８日（日）　10時～16時
　【ピエロック公演】　①11時～　②14時～
◆場所　牛津赤れんが館、牛津会館
フリーマーケット出店者募集！
◆出店料　１区画	500円／1.8m×1.8m
◆出店者　中学生以上
◆内容　不用品や手作り品など
・飲食物は保健所の許可が必要
・テーブル、敷物などは持参
・搬入８時から、搬出18時まで
・全31区画（申込先着順）

牛津まちなか交流館　C
コ ン ネ
ONE

☎37・1165（月〜土、10時〜19時）

令和２年度 障がい者スポーツ 
指導員養成講習会（初級）

◆日程　11月14日（土）、28日（土）、29日（日）
◆場所　長光園小城生活介護センター（14日）、
　　　　ドゥイング三日月（28日、29日）、
　　　　三日月体育館（28日）　
◆申込期限　11月６日（金）
◆定員　30人（先着順）
◆受講料　6，500円（テキスト代込）
※	全日程修了者は、日本障がい者スポーツ協会公認
の初級障がい者スポーツ指導員として資格の申請
ができます。

佐賀県障がい者スポーツ協会（藤井）
☎2４・3809　FAX 2４・3818

　
体験しよう！　障がい者スポーツ 
フェスタ2020 in おぎ
　障がいの有無に関わらず、どなたでも参加できま
す。事前申し込み不要です。
◆日時　11月23日（月・祝）　９時30分～14時予定
◆開催場所
　芦刈文化体育館・芦刈観
瀾校体育館　他
◆内容
・	障がい者スポーツ体験
　（10種目程度を一度に体験できます）
・	全国障がい者スポーツ大会やパラリンピックのパ
ネル展示
・	クイズコーナー、義足体験、レース用車いす体験、
福祉事業所製品販売など（予定）
※	新型コロナウイルス感染症などの諸事情により、
規模縮小または中止となる場合があります。

佐賀県障がい者スポーツ協会（藤井）
（佐賀市天祐１−８−５）
☎2４・3809　FAX 2４・3818
 　  saga-spokyofujii@lagoon.ocn.ne.jp
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会いたい気持ちを
年賀状に込めて

TEL 0952–73 –4113

なかよし割
2人以上の同時注文でとってもお得

2021年（令和３年）

年賀状 詳しくは、パンフレットをご覧いただくか、お問い合わせください。

パンフレット
がアプリでも
読めます！年賀はがきの準備から宛名印刷までおまかせください！！

大好評！ 佐賀にゆかりのある芸術家が描いた

デザイナーズ年賀状
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第27回 21世紀社会福祉セミナー
◆日時　11月29日（日）　
　　　　13時～16時30分（受付	12時～）
◆会場　アバンセ　ホール
◆ テーマ　「地域共生社会における権利擁護～誰も
が安心して暮らせる地域共生社会を目指して～」

◆ 内容　地域共生社会における権利擁護の現状や課
題について知識を深め、地域で支援を行っている
専門職および支援者の取り組みや今後の展望、社
会福祉士に求められる役割について皆さんと一緒
に考えます。
※	中止の場合は、佐賀県社会福祉士会ホームページ
でお知らせします。

◆定員　100人
◆参加費　無料
◆申込期限　11月27日（金）当日参加可

佐賀県社会福祉士会　☎36・5833

　

小城市公民館体験講座 
「エンディングノート作り」
◆日時　11月４日（水）　15時30分～17時
◆場所　牛津公民館　別館　研修室１−Ａ
◆内容　エンディングノートを作ります。
　　　　人生の記録としていかがでしょうか？
※	エンディングノートとは？…今話題の「終活」に
向けて、人生を振り返る「自分史」や「備忘録」
になるノートです。過去のことだけでなく、医療
や介護、葬儀やお墓など、高齢期に気になる内容
が全てといっていいほど盛り込まれています。

◆定員　15人　※先着順
◆対象者　小城市在住の人
◆参加費　500円（ノート代として）
◆もってくるもの　筆記用具、マスク

募 　 　 集

◆申込期限　10月30日（金）
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

　
小城市公民館体験講座 

「刺し子体験教室」
◆日時　12月５日（土）　13時～16時
◆会場　芦刈地域交流センター「あしぱる」
◆内容　初心者向けの刺子作品を作ります。
　　　　入門編としていかがでしょうか？
※	刺し子とは？…伝統的な刺しゅうの１つで、生地
に図柄を縫い込むことで補強する効果があります。

◆定員　15人　※先着順
◆対象者　小城市在住の人
◆参加費　1,000円（材料代として）
◆もってくるもの
　	裁縫道具、ものさし、筆記用具、マスク
◆申込期限　11月16日（月）

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

　　

自衛官候補生採用試験
◆日時　11月14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）
◆募集期限　11月９日（月）

自衛隊佐賀地方協力本部　佐賀募集案内所
☎25・6700
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プレパパ・プレママ向け！ 
男性の育児・家事参画セミナー
　父親であることを楽しむコツ、家事シェア・育児
シェアについて学びます。
※	Zoom会議機能を使った、双方向で行うオンライ
ンセミナーです。なお、会議機能画面では、顔出
しの必要はありません。チャット機能を活用し、
質問などを受け付けます。

◆日時　12月６日（日）　14時～16時
◆参加費　無料
◆定員　20人（先着順）
　申込方法などの詳細は、「マイナス
１歳からのイクカジ」公式サイトを
ご覧ください。また、受講環境にお
悩みがある場合はご相談ください。

佐賀県　男女共同参画・女性の活躍推進課
☎25・7062

　

男性の料理教室（中級編）参加者募集
　食は健康の源です。料理ができると、健康的な食
生活につながります。今回は料理の経験者で調理の
腕を上げたい人を対象にした中級編です。
◆日程　11月20日（金）、12月22日（火）、
　　　　令和３年１月18日（月）、２月５日（金）、
　　　　２月22日（月）　全５回
◆時間　	９時30分～12時30分
◆場所　芦刈保健福祉センター「ひまわり」
◆内容　調理実習、実食、栄養と調理に関する講話
◆参加費　１回	300円　※毎回集めます
◆定員　６人（料理未経験者を除く）
◆持ち物　マスク・エプロン・三角巾(バンダナ)・
　ハンドタオル・筆記用具・米一合・箸
◆申込期限　11月11日（水）
※ただし定員になり次第締め切ります。
◆主催　小城市食生活改善推進協議会

健康増進課（西館１階）   【担当】原田・田代
☎37・6106

　
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のない人でも、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24日（火）、12月２日（水）の
　　　　２日間　９時～17時
◆場所　アバンセ
◆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
◆参加費　2,000円（テキスト代）
◆申込期限　11月17日（火）

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

　

第13回 葉隠連珠（五目並べ）大会
◆日時　12月５日（土）
　　　　受付	12時30分～／対局開始	13時～
◆場所　ゆめぷらっと小城
◆参加資格　五目並べができる人ならどなたでも
◆定員　先着20人
◆参加費　無料

葉隠連珠会　☎090・４993・1750（福島）

唐津線 列車運休のお知らせ
　JR唐津線の線路修繕工事のため、工事時間帯の
佐賀～西唐津間の列車が運休します。なお、同区間
のバスおよびタクシー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18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。
　唐津・西唐津～伊万里間の列車は運転します。

九州旅客鉄道株式会社　唐津鉄道事業部
☎0955・75・0382（平日９時〜17時35分）

お 知 ら せ
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ジェネリック医薬品に関するお知らせ
　国民健康保険に加入している人で、現在服用され
ている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、薬代の自己負担額がどのくら
い軽減できるかを試算した差額通知を「ジェネリッ
ク医薬品（後発医薬品）利用のご案内」として令和
３年１月に送付します。
　ジェネリック医薬品への切り替えを希望される場
合には、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。
※ 今回通知を送付する皆さんは、自己負担額の軽減

が一定以上見込まれる人で、必ずしも全員に届く
わけではありません。
国保年金課（西館１階）【担当】長尾・川浪
☎37・6101

　
11月12日（木）〜25日（水）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。
◆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）  【担当】挽地・古賀
　☎37・6115
・社会福祉課（西館１階）  【担当】友田・原
　☎37・6107

女性に対する暴力
根絶のマーク

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・年末年始／休み

警察本部
レディース
テレホン

☎28・4187 平日／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。

DV相談＋
プラス ☎0120・

279・889 24時間受付

全国一斉「女性の人権ホットライン」 
強化週間
　配偶者やパートナーからの暴力、職場におけるセ
クシャル・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の相談を
専用電話で受ける窓口です。秘密は固く守られます
ので、ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。
◆実施期間
　11月12日（木）～18日（水）	７日間
◆受付時間
　平日　　８時30分～19時まで
　土・日曜日　10時～17時まで
◆相談電話番号　0570・0

ゼロナナゼロのハートライン

70・810
　　　　　　　　（全国共通）
◆相談担当者　法務局職員、人権擁護委員
◆相談料　無料
　　　　　（別途通信料がかかります）

佐賀地方法務局　人権擁護課
☎26・2195

　
令和２年９月の台風で被災された人の
介護保険料・介護保険サービス利用者
負担額の減免制度について
　令和２年９月の台風により被災された人に、介護
保険料の減免や介護保険サービス利用者負担額の減
免を行います。

【介護保険料の減免制度について】
　災害により、住宅、家財などが著しい損害を受け
保険料を納付することが困難となった場合には、申
請により介護保険料が減免となる場合があります。
減免額は被災の程度によって変わります。
【介護サービス利用者負担額の減免制度について】
　要介護被保険者などまたはその属する世帯の世帯
主が、災害により住宅、家財等が著しい損害を受け、
介護保険サービス利用者負担額を負担することが困
難である場合には、申請により利用者負担額が減免
となる場合があります。
【�注意事項】
　減免の対象となるかどうかは、り災証明や被害状
況などを基に判断します。保険金などで補

ほ

填
てん

される
金額によっては、減免の対象とならないこともあり
ます。

佐賀中部広域連合　業務課　賦課収納係
☎４0・1135
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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、
次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26日（月）～11月１日（日）
　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

　

令和２年分年末調整説明会を中止します
　毎年11月に開催しています年末調整説明会は、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、
今年度の開催を中止させていただきます。
　お手数をおかけしますが、ご理解いただきますよ
うお願い申し上げます。
　年末調整に関する各種情報は、国
税庁ホームページをご覧ください。

佐賀税務署　☎32･7511
　

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

最低賃金　１時間 790円 → 792円
　10月２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
　
働き方改革推進支援センター 

「小城市相談コーナー」設置について
　厚生労働省が推進する「働き方改革」関連法に関
する無料相談窓口を10月から開設します。法で新
たに定められた時間外労働の上限や、雇用主が指示
をして従業員に有給休暇を取得させる義務等につい
て、よく分からないとお悩みの人はご相談ください。
相談は、事業主、労働者、どちらも相談ができます。
◆日時　令和２年10月から　毎月第４木曜日　　
　　　　10月22日、11月26日、12月24日、
　　　　令和３年１月28日、２月25日、３月25日
　　　　10時～16時
◆場所　市役所	西館１階		消費生活相談センター内
◆受付　要予約
　　　　（１相談につき１時間程度が目安です）

佐賀働き方改革推進支援センター
☎0120・610・４6４

　

「36ぷらす３
さん

」運行開始！
　九州のすべてがぎゅーっ
と詰まった、まさに走る九
州といえる列車。その名も
＂36ぷらす３＂。
　この列車で、驚き、感動、幸せをお届けし「お客
さま、地域の皆さま、私たち」でひとつになって、
39（サンキュー！）＝「感謝」の輪を広げていきます。
　10月19日（月）の博多～佐賀～長崎コースの初
運行を皮切りに、令和３年３月末までは毎週月曜日
に運行します。（12月21日、28日、１月４日を除く）
　列車を見かけたら、ぜひ列車に向かって手を振っ
てみましょう！

【市内の通過時間】
・	下りは牛津駅を12時27分ごろ通過
・上りは牛津駅を19時42分ごろ通過

九州旅客鉄道株式会社　佐賀鉄道部
☎23・2939

さんじゅうろく

36ぷらす３ 検 索
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