
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
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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 
『古賀克徳作品展』（第３期②）開催
　歴史資料館では今年度１年を通じて、「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てい
ます。その最後を飾る作品展の出品者は、古

こ

賀
が

克
かつ

徳
のり

さんです。
　古賀さんは、平成30年まで県立高等学校の美術
教諭として子どもたちの美術教育に携わられる傍
ら、創作活動を続けてこられました。古い建造物に
心を動かされて感じたイメージを大切にして描かれ
た絵画は、見る者の郷愁を呼び起こします。ぜひご
鑑賞ください。
◆会期　２月９日（火）～３月７日（日）
◆時間　９時～17時
◆休館日　毎週月曜日、２月11日（木・祝）、
　　　　　23日（火・祝）

【ギャラリートーク】
◆日時　２月20日（土）　14時～
◆会場　歴史資料館　２階

【プロフィール】
　1961年小城市芦刈町
出身。小城高等学校で金

かね

子
こ

剛
たかし

先生に師事。九州産
業大学芸術学部美術学科卒業。佐賀県立高等学校美
術教諭として35年間勤め、2018年に退職。現在、
東光会会員として創作活動を続け、日展などに出品。

文化課（桜城館２館）  【担当】下川・大橋
☎７３・88０９

イ ベ ン ト献血にご協力ください 
〜参加しませんか、命をつなげるボランティア〜

◆日時　２月４日（木）
　　　　９時～11時30分、13時～16時
◆場所　小城市役所　西館１階
★献血でのお願い
・今回の献血は400㎖全血献血です。
・�男性17歳～69歳、女性18歳～69歳の人が対象
です。
　※�ただし、65歳～69歳の人は、60歳から64歳
の間に献血の経験がある人に限ります。

・海外渡航帰国後４週間は献血できません。
・男女共に体重が50㎏以上ある人が対象です｡
・�服薬や歯科治療などで、献血をお断りする場合や
当日の体調次第で献血をご遠慮いただく場合もあ
りますのでご了承ください。

★持参するもの
　ご自身を証明できるもの
　（運転免許証・健康保険証など）
※�以前、提示いただいた人は提示の必要はありません。

健康増進課（西館１階）  【担当】原田・田代
☎３７・６１０６

　

第９回 小さなピアノコンサート
◆日時　２月14日（日）　14時～
◆場所　牛津まちなか交流館C

コンネ

ONE
◆駐車場　牛津赤れんが館
◆内容
　エレクトーン＆ピアノによる
　久

く

米
め

詔
のり

子
こ

バレンタインコンサート♡
◆出演者　久米詔子さん
◆入場料　500円

牛津まちなか交流館CONE
【担当】古賀・中野
☎３７・１１６５（月〜土曜日　９時〜１8時）

「老舗～下駄～」
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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

「日本遺産シュガーロードと佐賀城下 
ひなまつり」日帰りバスツアー
　シュガーロードをテーマに、小城・佐賀とゆかり
の地を巡り、佐賀城下で開催されるひなまつり見学
も楽しみます。
◆日程　①２月13日（土）　②２月20日（土）
　　　　③２月23日（火・祝）
◆定員　各日20人（最少催行10人）
※�定員になり次第締め切り。また、10日前までに
最少人員に達しなかった場合は中止。

◆参加費　（昼食：ひなずし御膳付）
　１人　4，000円
　（地域共通クーポン券1，000円付）
◆発着地　ゆめぷらっと小城
　　　　　（集合�８時40分、解散�16時）
※�GoToトラベルキャンペーンは、政府からの要請
により実施条件が今後予告なく変更になる場合が
あります。

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

　　　　　「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。
　コロナに負けずがんばっている皆さんの応募を
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。
　・ピアノ以外の道具は持参すること。

募 　 　 集
Kids FunKids Fun

　・�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　２月1７日（水）
◆内容　舞台で発表ができれば、なんでもOK。
◆公演日時　５月1６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〜
〒8４５−００２１
生涯学習課（ドゥイング三日月内）

「キッズファン募集」係
☎７２・１６１６

 syougaigakushuu＠city.ogi.lg.jp
　
小城市公民館体験講座 

「ノルディックウォーク体験教室」
◆日時　�２月27日（土）　13時～15時30分（予定）
◆集合　アイル駐車場
◆ 内容　講師による基本動作講習の後、牛尾梅林
コース（７キロ程度）を歩きます。
　�一足早い春を感じながらノルディックウォークを
体験してみませんか。
※�ノルディックウォークは２本のポールを持ち、歩
くことで全身の運動効率を上げるものです。

◆定員　20人（先着順）
◆対象者　小城市在住の人（小学生以上）
◆参加費　無料
◆持参するもの
　ノルディックウォークポール　※無料貸出あり。
　歩きやすい靴・服装、タオル、飲み物。
◆申込期限　２月25日（木）
※小雨決行。雨天時は中止します。

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
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地域学校協働活動推進員募集！！
　子どもたちの学びや成長を
支えるため、地域と学校が連
携・協働し、さまざまな体験
活動をコーディネートする推
進員を募集しています。
　子どもたちと一緒に楽しく
活動しませんか！
◆事業名　あしかりちゃれんじすくーる
　　　　　（放課後子ども教室）
◆募集人数　１人
◆対象者　市内在住の人
◆内容
　活動の企画・立案および運営に関する支援
※�報酬、勤務時間、勤務内容など詳細は芦刈公民館
にお問い合わせください。

◆募集期限　2月12日（金）
芦刈公民館　【担当】古賀・北古賀　
☎３７・６１４０

　
協働のまちづくり講座に 
ご参加ください

◆テーマ
　「WEB会議��zoomを使いこなす」
　（２回連続講座）
◆日時
　【基礎編】��１月27日（水）　19時～21時
　�「zoomってなに？」という初めての人が、基本
機能を使えるようになるまでを学びます。
　【実践編】��２月10日（水）　19時～21時
　�オンラインの会話だけではなく、さまざまなツール
を使いこなして、会議のスキルを上げていきます。

◆場所
　ゆめぷらっと小城　研修室　　
◆講師
　ウォッチャー：福

ふく

成
なり

有
ゆ

美
み

さん
　　　　　　　　（株式会社アテンド代表取締役）
　ナビゲーター：小城ファシリテーション研究会
◆対象者　・市内の市民活動団体に所属している人
　　　　　・これから市民活動をはじめたい人
◆参加費　無料
◆定員　先着20人（事前申込制）

小城市市民活動センター　☎３７・88６１

（一財）小城市体育協会嘱託職員募集
【事務局勤務】
◆採用人数　１人
◆職務内容　事務・経理全般
◆採用条件
　・パソコンができる人（ワード・エクセル）
　・普通自動車免許
◆勤務場所　当体育協会　事務局
◆給与　月額�153，500円
　　　　（社会保険・雇用保険有り　通勤等手当無し）
◆勤務形態　８時30分～17時15分（月17日勤務）
　　　　　　原則　土・日・祝日は休み
◆採用予定日　令和３年４月１日
◆ 応募方法　履歴書（写真添付）を郵送またはご持
参ください。書類選考後、面接予定者へ面接試験
の日程などを通知します。履歴書は返却しません
ので、あらかじめご了承ください。

◆申込期限　２月３日（水）必着
※施設管理人の募集を予定しています（１人）。
　詳細は、広報『さくら』３月号に掲載予定です。

〒8４５−０００４
小城市小城町松尾４０３２番地５
一般財団法人　小城市体育協会　事務局　
☎７２・１２００

　

要約筆記体験教室
　要約筆記とは、聞こえない人や聞こえにくい人に
話の内容を文字で伝えるコミュニケーション手段の
１つです。ボランティア活動に関心のある人など、
一度、要約筆記を体験してみませんか。
◆日時　３月３日（水）・10日（水）�・17日（水）
　　　　10時～12時　（２時間×３回　全６時間）
◆場所　芦刈公民館　あしぱる　会議室Ａ
◆内容
　聴覚障がいの基礎知識、筆談・要約筆記の体験
◆受講料　無料
◆定員　10人
◆申込期限　２月28日（日）

佐賀県聴覚障害者サポートセンター
【担当】中尾　
☎４０・７７１５　FAX ４０・７７１６
�nakao@saga-mimisapo.jp
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佐賀中部広域連合生活援助型 
訪問サービスヘルパー養成研修の開催
　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
　２月16日（火）、26日（金）の２日間
　９時～17時
◆場所　アバンセ
◆定員　20人
◆受講料
　2，000円（テキスト代）
◆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。

◆申込期限
　２月９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

小城市民図書館小城館の金曜日の閉館
時間が令和３年４月から変わります
　利用者の皆さまのご要望にお応えし、平成18年
から金曜日のみ開館を19時まで延長しておりまし
たが、令和３年４月から閉館時間を変更することと
しました。
◆金曜日の閉館時間
　現在：19時�⇒�令和３年４月から：１8時
※�ドゥイング三日月内の三日月館は、今までどおり
金曜日は19時まで開館しますので今後ともご利
用ください。
市民図書館　小城館　【担当】鍵山・中野
☎７１・１１３１

お 知 ら せ

市民図書館　三日月館・ 
自動車図書館の休館のお知らせ
　蔵書点検のため、三日月館
と自動車図書館（本丸くん）
を休館します。
◆休館期間
　２月２日（火）～12日（金）
　休館中は、資料貸出・予約・
各種問い合わせは受け付けてい
ません。
　三日月館への返却は、本の返却ポスト（正面玄関
入口の右側）に入れていただくか、小城館または各
分室へ返却してください。
　ご迷惑をお掛けしますが、ご協力をお願いします。
　小城館、牛津分室、芦刈分室は、通常どおり開館
します。

市民図書館　三日月館　【担当】福地・田島
☎７２・４９４６

　
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
　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。
　本特例措置の適用を受けるには、必要な書類をそ
ろえて税務署で確定申告をする必要があります。市
では、必要な書類のうち「低未利用土地等確認書」
を発行します。
※�申請書の受理から確認書の発行まで１週間程度か
かりますので、確定申告期限の余裕をもって申請
してください。

◆適用対象期間
　令和２年７月１日～令和４年12月31日
◆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税務署にて確定申告（確認書を提出）

都市計画課（東館１階）  
【担当】冨永・圡井
☎３７・６１２１
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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・建築等着手の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）  【担当】冨永・圡井
☎３７・６１２１

　

医療費通知をご確認ください
　小城市国民健康保険の被保険者で令和２年中に医
療機関を受診された人へ「医療費通知」をお送りし
ています。通知には世帯の国保被保険者全員分の情
報が記載されていますので、医療費の見直しにご活
用ください。
　通知の送付時期と記載対象となる診療月は次のと
おりです。

※�医療費通知は、確定申告で医療費控除の書類とし
て、領収書の代わりに提出することができますの
で、大切に保管してください。
国保年金課（西館１階）  【担当】長尾・川浪
☎３７・６１０１

送付（予定）時期 記載する診療月

１回目 令和２年８月 令和２年１月～４月

２回目 令和３年２月初旬 令和２年５月～10月

３回目 令和３年３月初旬 令和２年11月～12月

ボタン一つで１１９番 
〜聴覚や発話に障がいのある人へ〜
　４月１日からNET（ネット）119緊急通報システ
ムが始まります。
◆NET１１９とは
　聴覚や発話に障がいがあり、
音声で緊急通報をすることが困
難な人が、携帯電話・スマート
フォンを使い、画面で選択、入
力することによって素早く119
番に通報することができるシス
テムです。
◆利用対象者
　聴覚や発話に関わる障害者手帳の交付を受け、市
内に在住、または在勤、在学されている人
※利用するには事前登録が必要です。

【事前登録・システム説明会】
◆日時　３月12日（金）　13時～15時
◆場所　佐賀商工ビル　７階　会議室
　　　　（佐賀市白山２丁目１番12号）
◆ 持参するもの　お使いのスマートフォンまたは
　携帯電話、障害者手帳
◆ 申込方法
　申請書は、次の各窓口、または各ホームページか
らダウンロードしてください。
　・�小城市高齢障がい支援課、佐賀県聴覚障害者サ
ポートセンター、佐賀広域消防局通信指令課お
よび各消防署

　申請書に必要事項をご記入の上、各窓口までお持
ちいただくか、佐賀広域消防局通信指令課まで郵送、
ファックスまたはメールでお送りください。
◆申込期限　３月10日（水）
※�詳細は、佐賀広域消防局ホームページ、および各
ホームページをご覧いただくか、電話などでお問
い合わせください。
※�当日参加できない人でも、４月１日以降、随時申
請を受け付けます。

佐賀広域消防局　通信指令課　
〒8４９−０９１９　
佐賀市兵庫北３丁目５番１号
☎３０・０１１１　FAX ３０・０３６７
　 �sireisitu@chubu.saga.saga.jp
※NET119の詳細はQRコード
　から動画をご覧ください。
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