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yellow-ribbon@emitsk.com

◎申し込み・問い合わせ
ワーキングサポートセンター黄色いリボン

◎共催／佐賀冒険遊び場の会

☎・FAX０５０－３７８５－５６１６

この冊子は1部当たり約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） この印刷物は大豆油インキを
使用しています。

本庁　選挙管理委員会事務局 ☎40-7330 FAX 26-7376
◎問い合わせ

明るい選挙啓発
ポスターコンクール作品募集

■対象／市内の小学生、中学生、高校生
■大きさ／四切サイズの画用紙、またはそれに準ずる大きさ
■内容／明るい選挙についての内容を自由に表現
してください。
■募集期限／９月９日（水）
■提出先／本庁選挙管理委員会事務局または各支
所の総務課（学校を通じて提出）
■賞／小・中・高校から特選各5点程度、入選各10
点程度、また応募者全員に参加賞を用意しています。
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平成２１年度自衛官募集

佐賀募集案内所 ☎３１‐５００２
◎申し込み・問い合わせ

■募集種目・受験資格／
一般曹候補生　１８歳以上２７歳未満
２等陸・海・空士　１８歳以上２７歳未満
航空学生　高卒（見込含）２１歳未満
■一次試験日／
一般曹候補生　９月１９日（土）
２等陸・海・空士（男子）　受付時に指定します。
２等陸・海・空士（女子）　９月２７日（日）・２８日（月）
航空学生　９月２３日（水）
■受付期間／８月１日（土）～９月１１日（金）
（２等陸・海・空士（男子）については、年間を通じて
受け付けています。）

本庁　健康づくり課　保健予防係（ほほえみ館内） 
☎40-4080 FAX 30-0115

◎問い合わせ

学校に行きたくない・・その前に

不登校、引きこもりなどの相談は
◎教育相談(佐賀市教育委員会学校教育課内)　☎40-1515
◎こども相談テレホン(佐賀市少年センター)　☎29-3594
◎中央児童相談所（佐賀市天祐1-8-5）　　 ☎26-1212　
◎佐賀県精神保健福祉センター（小城市小城町178-9） ☎73-5060
◎ヤングテレホン（相談受付／月～金　8時30分～17時15分）
　　　　　　　　　　　　　　☎0120-29-7867

ぶんぶんテレビ　コミュニティチャンネル（1ch）
毎月第3月曜日から2週間（7／20～8／2）
①9：45～②17：00～③19：45～（約14分間）

STSサガテレビ（36ch） 毎週土曜日　17：25～17：30

※佐賀市のホームページでも動画でご覧いただけます。

●佐賀市から

●佐賀市政ガイド

FM佐賀（77.9MHz） 毎週土曜日12：40～12：55
●いけいけ佐賀市広報！

NBCラジオ佐賀（1458kHz）
毎月第1土曜日  15：00～15：15

●サガンシティー

NBCラジオ佐賀（1458kHz）
毎週月・水・金曜日　11：05～11：10

●さが市政ガイド

（富士町限定）「自主番組」毎日10：00～23：00
●ふじ有線テレビ（FYT）

佐賀市健康運動センター　(月曜休館) ☎３６-９３０９
◎問い合わせ

佐賀市健康運動センターからのお知らせ
■月曜日特別営業／７月20日「海の日」、27日、8
月3日は3週連続休館日なしで営業します！
月曜開館時間は9時～21時　※翌日火曜も営業
■プール利用時のお願い
①水着、スイミングキャップ必ず着用してください。
②小学校3年生以下は保護者の同伴が必要です。　
③保護者1人につき1歳未満は1人、1歳～3年生
は2人まで、保護者も水着で入水が必要です。
■県体記録予選会に伴い一部プールが使えません
8月2日（日）　9時～10時30分　25ｍプール3コース
のみ利用できません。　※大会終了次第、通常利用可

平成２１年度 難病医療相談
　疾患や治療方法、日常生活のことなどについて、専
門医が相談に応じます。お気軽にご利用ください！！
■内容／医療相談日
　◎神経系／　　　　　　８月２５日（火）
　◎パーキンソン／　　　 ９月１０日（木）
　◎膠原系／　　　　　　９月２９日（火）
　◎消化器系／　　　　　１０月１３日（火）
　◎後縦靭帯骨化症／　　１０月２７日(火)
■時間／１４時～１５時３０分
■会場／佐賀中部保健福祉事務所　第２面接室
（佐賀市八丁畷町１－２０）
■利用料／無料　※事前予約が必要です！！下記までご連
絡ください。　※相談内容が外部に知れることはありません。

佐賀中部保健福祉事務所　難病対策担当
☎30-1673

◎申し込み・問い合わせ

FAX 33-4627

本庁　総務法制課　統計係 ☎40-７０２６ FAX 29-２０９５
◎問い合わせ

平成２１年度統計グラフ
佐賀市コンクール作品募集

　統計への興味関心を深め、グラフを利用した表
現技術の向上を目的とした作品を募集します。
■対象／市内の小学生、中学生、高校生および一般
■課題／自由。ただし、小学校４年生以下の児童は、児童
自ら観察または調査した結果をグラフにしてください。
■規格／Ｂ２判（７２．８ｃｍ×５１．５ｃｍ）
■提出期限／９月３日(木)
■提出先／本庁２階総務法制課または各支所総務
課（児童生徒は学校を通じて提出）

小学生の動く交通教室参加者募集！
　交通安全に関する施設などを見学し、交通ル－ル
について考えよう。
■日時／７月３１日（金）
　　　　８時３０分（市役所集合）～１２時
■対象／小学校児童　２５人程度（先着順）
（３年生以下は保護者同伴、未就学児の参加は不可）
■募集期間／７月１５日（水）～7月２４日（金）
■内容／白バイ隊訓練、交通管制センタ－の見学
　　　　シ－トベルトコンビンサ－の体験学習

本庁　市民活動推進課　交通安全・防犯係
☎４０－７０１２ FAX ４０－２０５０

◎申し込み・問い合わせ

　夏休み明けの9月と10月に不登校になる子どもは他の
月より多く、不登校になる子どもの約3分の1（３１％）はこ
の時期に不登校になっています。(H20年度佐賀市データより）
●家族で作る夏休みプラン
☆ストレス和らげプラン
　◎1日1回家族でじっくり話せる時間を作ろう。
　◎毎日スキンシップをとろう。
　◎たまには一緒にお出かけしよう。
☆生活のリズム作りプラン
　◎朝ごはんは毎日食べよう。
　◎寝る時間を決めよう。夜更かしは厳禁。
　◎明日は何する？楽しく計画を立てよう。
☆地域とふれあいプラン
　◎近所の人に挨拶しよう。
　◎地域の活動・イベントに参加しよう。

学校教育課で雇用する
日日雇用職員募集

〒８４０‐０８１１　佐賀市大財三丁目１１番２１号
佐賀市教育委員会　学校教育課
☎４０‐７３５５ FAX 40-7394 ２８‐４７２１

◎申し込み・問い合わせ

■業務内容／外国語指導助手派遣事業の補助およ
び事務補助
■募集人員／１人
■任用期間／８月１日～11月30日（継続あり）
■資格・免許等の条件／英検準１級以上またはＴＯ
ＥＩＣ７００点以上をお持ちの人。
（佐賀市役所の日日雇用職員を退職後、８月１日
現在で６月を経過しない人は受験できません。）
■勤務形態／月～金曜日
１日８時間（８時３０分～１７時１５分）
■勤務場所／学校教育課
■賃金日額／日額６，４００円
（賃金日額以外に手当等の支給はありません。）
■募集期限／7月２7日(月)17時まで(必着)
■応募方法／市販の履歴書（写真付）を郵送または
持参ください。
■面接日／７月２8日（火）
（面接時間は、受け付け時にお知らせします。）

子どもを水の事故から守るために

本庁　河川砂防課
☎40-7180

◎問い合わせ
FAX 26-7376

　佐賀の誇るべき水文化や成富兵庫重安の偉業を
後世に受け継いでいくことを願って、年間を通じて
みなさんで学びあう場を設けています。
　今年度は「災害と防災」を歴史と民族に学ぶ講演
会を開催いたします。

河川防災学習会参加者募集
　小学４年生から６年生を対象に、河川防災と河川
環境の教室を開催します。
■期日／７月26日(日)　９時～13時
■場所／さが水ものがたり館およびその周辺
■参加料／無料・先着30人
■内容／（変更になることがあります）①石井樋の
話　②防災の学習会　③水生生物調査　④スタン
プラリー（またはクイズラリー）
◎申し込み・問い合わせ さが水ものがたり館（月曜休館）

☎62-1277 FAX 62-1287

佐野常民記念館
イベントのくわしい内容はホームページで。
http://www.saganet.ne.jp/tunetami/

☎34-9455 FAX 34-9465
◎申し込み・問い合わせ

佐野常民記念館イベント案内
◎サタデーワークショップ
～子どもボランティア事業バルーンスライムを作ろう！～
■日時／８月１・８・１５・２２・２９日（土）
13:30～15:30　（当日12:00～受付）
■対象／幼児～一般　各回先着30人
◎パソコンであそぼう！「カードつくりに挑戦」
■日時／８月４・１１日（火）　12：00～15：00　
■対象／小学生～中学生　（当日12:00～受付）
◎赤十字探検隊
日本赤十字社の活動を非常食作りで学びます。
■日時／８月5日（水）　10：00～17：00
■対象／小学生～高校生　20人（要申込）
◎さが科学少年団　（テーマ未定）
■日時／８月8日（土）　10：00～12：00
■対象／幼児～中学生　20人（要申込）
◎読み聞かせとモノつくり～ダンボールのこまをつくろう～
■日時／８月９日（日）　13：30～15：30
■対象／幼児～一般　20人（要申込）
※幼児は保護者同伴でお願いします。
※８月１日～９日までの要申込は、７月16日(木)９時から受付。
■休館日／毎週月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）

　なお、万一のときに備えて、地
域で、救命用具などを設置して
いるところもあります。また、イベントなどの際に、ライフジャケ
ットを４７着お貸しすることができますので、ご利用ください。

　子どもが水辺で遊ぶ機会が多くなりました。子どもが
水の事故にあわないように、まわりの大人も、十分気を
つけましょう。
◎子どもたちだけで、水辺に行かせない。
◎特に、小さい子どもからは目を離さない。　
◎万一のときの対応方法を、子どもたちに教えておく。

本庁　都市政策課　都市計画係
または川副・東与賀支所建設課、久保田支所産業建設課
☎40-7163 FAX 26-6422

◎問い合わせ

～南部3町の全域を市街化調整区域に
　指定する手続きを進めています～
地元説明会を開催します

　現在、佐賀市では、効率的な土地利用の推進を図
るため、南部3町を佐賀都市計画区域に編入し、市
街化調整区域に指定する手続きを進めています。
　市では、その内容を広く皆さんにお知らせするた
めに説明会を開催します。
日　程 時　間 内　容 場　所

８／３（月）
８／４（火）
８／５（水）
８／６（木）
８／８（土）
８／10（月）
８／11（火）

19:00～
19:00～
19:00～
19:00～
10:00～
19:00～
19:00～

川副町大詫間地区説明会
川副町南地区説明会
川副町西地区説明会
川副町中地区説明会
川副町説明会
久保田町説明会
東与賀町説明会

大詫間公民館
川副公民館
西川副公民館
佐野常民記念館
川副公民館
久保田保健センター
東与賀農村改善センター

県庁　統計調査課
☎２５-７０３６ FAX ２５-７２９８

◎問い合わせ

第6回 佐賀県統計データフェア
　統計データをグラフで表したパネル展示や統計グラフコンク
ール特選・特別賞作品の展示、クイズなどのイベントがあります。
■期日／８月１日(土)　１０時～２０時
■場所／ゆめタウン佐賀


