募集

佐賀市成年後見制度
活用セミナー・相談会

判断能力が不十分な人の暮らしと財産を守る成年後
見制度のセミナーです。同時に成年後見にかかる相談
会も開催します。
■日 時 3月24日（木）14時〜16時30分
■場 所 佐賀県社会福祉士会（八戸溝1丁目15-3）
■参加料 無料
■定 員 60人

◎申し込み・問い合わせ
（公社）佐賀県社会福祉士会

イベント

☎36・5833

わいわい!!コンテナ2
イベント

○Free Style festa!!
和楽器演奏、ヒーリング漢方ヨガ、など
■日 時 3月19日（土）11時〜15時
○サッカー教室
■対 象 年長〜小学2年生
■日 時 3月20日（日・祝）
10時30分〜12時 13時30分〜15時（2回開）
■定 員 各回16人（要予約） ■参加料 無料
○エコクラフトでこぶたの小物入れを作ろう
■日 時 3月20日（日・祝）
11時〜12時・14時〜15時（2回）
■材料費 300円
◎申し込み・問い合わせ
☎090・1513・9677（中谷）
○おひさまフリマ2
■日 時 3月26日（土）
・27日（日）
11時〜15時 ※雨天時は中止
○春休みおもしろ体験会
■日 時 3月27日（日）
・英語であそぼう
■時 間 11時30分〜12時
■参加料 無料 ■定 員 30人
・コンテナで踊ろう 〜わいわいダンス〜
■対 象 3歳〜小学生
■時 間 12時30分〜13時30分
■参加料 無料 ■定 員 先着15人
■持ってくる物 動きやすい服装・飲み物・タオル

市報さが3月1日号に掲載しました カヤック体験
は都合により中止いたします。
〈以下共通〉
■場 所 わいわい!!コンテナ2（呉服元町2番地内）

◎問い合わせ

わいわい!!コンテナ2 ☎090・9586・9445
（ホームページ
「わいわい!!コンテナ2」で検索）

募集

第12回
「佐賀おもしろ学講座」
受講生募集

多彩な講師を招いて開催される佐賀の歴史文化満載
の人気講座です。現地研修も予定しています。
■期 間 4月14日（木）
〜7月14日（木）
13時30分〜15時
※全11回（木曜開講）
■定 員 35人
■場 所 肥前通仙亭（松原4丁目6-18）
9時〜17時（月曜休館）
■受講料 6,000円（資料代含む）

☎/D65・2152

募集

高遊外売茶翁顕彰会）

ゆっつらーと街角大学Ⅰ
高齢者のための教養講座
受講生募集

■日 時 5月13日（金）
〜12月9日（金）
毎週金曜 全20回 10時30分〜12時
■定 員 80人（予定）
■受講料 5,100円（キャンセル後の返金不可）
※受付後、4月から講座開講初日までにゆっつらーと
館で受講料をお支払いください。
■申込方法
住所、氏名、連絡先を電話でご連絡ください。

◎申し込み・問い合わせ
ゆっつらーと館（佐賀大学まちづくりサテライト）
（呉服元町7番3号ぷらざ656広場前）

☎40・8570

募集

FAX40・8571

平成28年度警察官
［A特別］募集

■対 象 昭和61年4月2日以降に生まれた人で大学等
を卒業した人、または9月末までに卒業見込の人。
■募集期間 3月14日（月）
〜4月6日（水）
■第一次試験日時・試験会場
5月8日（日）9時 佐賀県立佐賀商業高等学校
■募集区分・人数
警察官A（男性特別）11人程度
警察官A（女性特別） 3人程度
■採用時期
10月1日（一部、平成29年4月になる場合あり）

◎問い合わせ
佐賀県警察本部 警務課採用係
☎24・1111（代表）

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7.38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28年3月15日号

案内

1月4日（月）
〜2月3日（水）に実施した佐賀市住宅マ
スタープラン（案）に対する意見募集に寄せられたご
意見はありませんでした。

◎問い合わせ
建築住宅課

住宅政策係

☎40・7291

◎申し込み・問い合わせ
肥前通仙亭（NPO法人

パブリックコメント
結果報告

案内

FAX40・7392

大隈重信旧宅の保存
修理工事を行います！

工事期間中は、大隈重信旧宅の見学はできません。
隣接する、大隈記念館は通常どおり見学できます。
■工事期間 2月〜平成29年1月（予定）

案内

軽自動車、バイク
などの異動手続き

軽自動車税は4月1日現在の所有者に課税されます
（軽自動車税には月割賦課制度はありません）
。譲渡、
廃車または所有者死亡等の異動がある場合は、3月中
に名義変更や廃車（ナンバープレート返納）の手続き
をお願いします。
※4月から原動機付自転車、小型特殊自動車の登録（標
識交付）
、廃車、名義変更などの手続きは本庁3階市
民税課窓口のみ。
（各支所では3月末日まで。
）

◎問い合わせ
・原動機付自転車・小型特殊自動車（農耕用を含む）
本庁 市民税課 軽自動車税担当

☎40・7064

FAX25・5408

・軽自動車（二輪・三輪・四輪）
佐賀県軽自動車協会 ☎30・8442
・二輪の小型自動車（250ccを超えるもの）
佐賀運輸支局 ☎050・5540・2082

◎問い合わせ
本庁

観光振興課

☎40・7111

募集

バルーン係
FAX26・6244

第1回
危険物取扱者試験

■日時・試験内容 5月22日（日）
10時〜 乙種第4類危険物取扱者試験
13時30分〜 甲種、乙種第1類・2類・3類・5類・
6類および丙種危険物取扱者試験
■場 所 佐賀大学本庄キャンパス
■願書提出期間 4月4日（月）
〜15日（金）
※電子申請は、4月1日（金）
〜12日（火）
○第1回危険物取扱者試験受験準備講習会
乙種第4類（ガソリン、灯油、軽油などの引火性液体）
の講習会です。
■日 時 5月7日（土）法令編
5月8日（日）物理・化学編
各9時〜16時
■場 所 佐賀広域消防局4階（兵庫北3丁目）
■受講料 会員、学生2,500円
一般4,000円
※テキスト代別途4,340円
■申込期間 4月8日（金）
〜28日（木）

◎申し込み・問い合わせ
・願書受け付け
（一財）消防試験研究センター佐賀県支部
（佐賀商工ビル4階）

☎22・5602

FAX29・8359

・講習会受け付け
佐賀市防災協会（佐賀消防署2階）

☎/D30・2125

案内

カラスの威嚇攻撃に
注意してください

危険な場合、市で巣の撤去等を行いますので、
ご連絡ください。

【攻撃前の威嚇行動】
・鳴きながら空を旋回したり、電線などに口ばしをこ
すりつけている。また、大きな声で鳴いている。
【防ぐ方法】
・通常の道順を変える、巣に近づかない。
・後頭部を足で威嚇攻撃するため、つばの広い帽子を
かぶる、傘を差す。
※巣の状況により撤去できない
場合あり。

◎問い合わせ
本庁

環境政策課

☎40・7200

案内

生活環境係
FAX26・5901

神野総合型
スポーツクラブ

子どもたちの体力づくり・仲間づくり・居場所づく
りを中心に活動しています。また、毎週火曜に高齢者
中心のグラウンドゴルフも行っています。
■主な活動場所
神野小学校、
西神野運動広場ほか

◎申し込み・問い合わせ
神野総合型スポーツクラブ

☎30・7312（渕上）
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