募集

ゲートキーパー養成講座
参加者募集

〜人の悩みに気づき、生きる支援へつなげる〜

■日 時 2月21日（土）、22日（日）各10時〜16時
※各日テーマが違いますので、両日の受講をお願いし
ます。
（相談可）
■場 所 ほほえみ館 4階 趣味の講座室
■定 員 先着20人
■参加料 3,000円（講座用アロマオイル実費・資料代）

◎申し込み・問い合わせ

佐賀ビッグフット
（viss中尾） ☎080・1762・7226

募集

日本語学校開校に伴い
日本語教師養成講座の
受講生を募集します！

4月1日から、佐賀市が所有している旧マルキョウビ
ル4階（松原2丁目）に外国人留学生を対象とした日本
語学校を開校します。開校に伴い、日本語教師を養成
する講座を開講します。
■対 象 日本語教師を目指している人、国際交流等
に興味のある人など（年齢・性別不問）
■学校名 ヒューマンアカデミー佐賀教室
■講座名 日本語教師養成総合講座
■受講期間 1年間（420時間カリキュラム）
■募集期間 2月以降、随時募集
※受講費用など詳細は、お問い合わせください。

◎問い合わせ
ヒューマンアカデミー佐賀教室

飲料水自動販売機を
設置する事業者募集

募集

■入札方法 自動販売機1台ごとに、年間の使用料を
提案いただき、一番高い金額を提案された事業者にそ
の1台の設置を許可します。
■募集要項等の配布
募集要項、応募申込書などは各担当部署に用意のほ
か、市ホームページからダウンロードもできます。
※応募には必要な資格、使用条件等があります。詳し
くはお問い合わせください。
■設置場所
①西与賀・巨勢・兵庫・北川副・久保泉・三瀬・南川
副公民館、富士生涯学習センター（いずれも1カ所）
②西与賀コミュニティセンター（西与賀町高太郎328
番地）
（1カ所）
■申込期間
2月16日（月）
〜3月2日（月）※土日除く

◎申し込み・問い合わせ
①については
協働推進課 公民館支援係
（佐賀商工ビル7階）

☎40・7370

FAX40・7385

☎40・7366

FAX26・7378

②については
佐賀市教育委員会

募集

募集

高齢者福祉に関する意見をお聞かせください。
■応募資格 市内に住所を有する18歳以上の高齢者保
健福祉に関心を持つ人（公的機関の関係者を除く）
。
※平日の日中の会議（年2回開催予定）に出席できる人。
■募集人員 1人
■任 期 4月〜平成30年3月
■報 酬 市規定の委員報酬
■応募方法 ①氏名、年齢、性別、住所、電話番号、職業、
②応募の動機についての作文（おおむね800字以内）を
記入の上、郵送またはご持参ください。
■申込期限 3月13日（金）17時必着
■選考方法 応募書類・面接（面接日時は後日連絡）

◎申し込み・問い合わせ
〒840‐8501 佐賀市栄町1番1号
佐賀市役所 高齢福祉課 地域包括支援係

☎40・7284

FAX40・7393

社会教育係

『佐賀市歴史まちづくり
協議会委員』を募集します！

☎0120・15・4149

佐賀市地域包括支援センター
運営委員会委員を募集します

社会教育課

女性人材リスト登録者には、各課が所管している審
議会等の委員を選任する場合や、庁内外からの講座の
講師紹介の依頼があった場合にご連絡します。
■対 象 女性人材リストは、登録区分が2種類あり
ます。
①専門の部…審議会等委員のほか、講座等で講師とし
て活動できる女性。
②一般の部…市政に関心を持ち、審議会等委員として
活動できる女性。
■登録分野
まちづくり・地域活動・団体活動、子育て・家庭・教育、
福祉全般、保健・医療、くらし・環境、政治・法律、
都市計画・防災、経済・産業・科学、農林水産、文化・芸能・
歴史、スポーツ・レクリエーションなど
※登録分野に基づき、審議会等委員や講座等講師の推
薦などを行います。
■応募方法 「佐賀市女性人材リスト登録票」に必要事
項を記入の上、男女共同参画課へお持ちください。登
録票は、男女共同参画課、各支所総務課に備え付けの
ほか、市ホームページからダウンロードもできます。
※登録情報は、審議会等委員・講座等講師の推薦、男
女共同参画に関わる事業以外の目的に使用しませ
ん。
※登録された人が必ず委員や講師として選定されるも
のではありません。

◎申し込み・問い合わせ
〒840-8501
佐賀市栄町1番1号

☎40・7014

平成24年3月に策定した「佐賀市歴史的風致維持向
上計画」の進捗管理を行う協議会です。
■応募資格 20歳以上で市内に在住、通勤・通学、ま
たは不動産を所有する人で、平日昼間の会議に出席で
きる人（公務員・議員を除く）※年2回程度開催予定。
■募集人数

1人

■任

期

委嘱の日から平成29年3月31日まで

■報

酬

市規定の委員報酬

■応募方法

住所、氏名、年齢、性別、職業、電話番

号を記入の上、
「次世代に継承したい佐賀の歴史遺産に
ついて」を題材とした作文（800字以内）を郵送または
ご持参ください（様式不問）
。
■応募期限 3月13日（金）17時必着
■選考方法 書類審査（必要に応じ面接を行います）

◎申し込み・問い合わせ
〒840‐8501 佐賀市栄町1番1号
佐賀市役所 都市デザイン課 デザイン係

☎40・7103

FAX40・7387

この冊子には
「佐賀県産の間伐材」
を使用しています。
（1部当たり8.2円で作成しています。
ただし人件費など間接経費は含まれていません）
15 市報さが 平成27年2月15日号

募集

女性人材リスト登録者を
募集しています！

募集

佐賀市役所

男女共同参画課

FAX29・2095

犬のしつけ方教室
【実技教室】を開催します

■対 象 佐賀市に登録された犬の飼い主または佐賀
市在住でこれから犬を飼う予定の人
■日 時 3月8日（日）10時〜12時30分
■場 所 佐賀市役所南公園
■講 師 家庭犬しつけインストラクター
古賀 美帆さん
■内 容 基本的な犬のしつけや飼い犬の問題点の解
決へのアドバイスなど。
■参加料 無料
■定 員 先着15人 ※飼い犬とご参加ください。
■申込方法 住所、氏名、電話番号、犬の登録状況を
電話・ファクス・電子メールで、ご連絡ください。

◎申し込み・問い合わせ
本庁

環境政策課

☎40・7200

生活環境係

FAX26・5901
* kankyoseisaku@city.saga.lg.jp

佐賀県司法書士会
県下一斉無料法律相談会

相談
■日
■場

時
所

2月21日（土）10時〜15時
アバンセ4階 第3研修室
（佐賀市天神）☎26・0011
■電話相談（専用ダイヤル）
☎40・2220 ☎29・0635
不動産の相続・売買・贈与・会社設立・役員変更な
どの登記供託・債務整理、成年後見・遺言・各種裁判
手続など司法書士業務全般に関してのご相談をお受け
します。

◎問い合わせ
佐賀県司法書士会

募集

☎29・0626

平成27年度
交通災害共済加入
申し込み受付開始

交通災害共済は、加入者が交通事故に遭ったときに
見舞金を支給する相互扶助制度です。
■対 象 佐賀市に住民登録している人
■掛け金 1人年額 500円（加入は1人一口まで。途中
加入でも掛け金は変わりません）
■見舞金の対象となる事故
公道上での車両が関係する人身事故
（例）車と人・車・自転車、自転車と人・自転車、
車両の自損事故（自転車の自損事故含む）
■共済期間 4月1日（それ以降は加入日の翌日）
〜平成28年3月31日
■加入方法 必要事項を記入した加入申込書と掛け金
を添えてゆうちょ銀行、郵便局、本庁市民相談コー
ナー、生活安全課、または各支所市民サービス課の窓
口で、お申し込みください。
■交通災害共済見舞金一覧
区分

入院・通院実日数

見舞金額

死
亡
高度後遺障害
200日以上
150日以上
100日以上
75日以上
50日以上
25日以上
10日以上
25日以上
10日以上

100万円
80万円
20万円
15万円
10万円
7万5千円
5万円
3万円
2万円
2万円
1万2千円

事故
証明書
あり

証明書
なし

※手続き内容は、事前にお問い合わせください。

◎申し込み・問い合わせ
生活安全課

交通安全・防犯係
（アイ・スクエアビル1階）

☎40・7012

FAX40・2050

または各支所市民サービス課
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