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人　口

世帯数

男：387,471人 女：431,155人
818,626人（前月比126人減）

310,903世帯（前月比95世帯増）

佐賀県の推計人口 平成31年1月1日現在

サガン鳥栖 検索

佐賀県プロサッカー振興協議会
☎0942（81）5290

詳しくは 

場所／駅前不動産スタジアム

サガン鳥栖
３月Jリーグホームゲーム日程

3月17日［日］  13：00～
VS ジュビロ磐田

みんなで
応援しよう！

（スタジアムの名称が変わりました）

県立文化施設 イベントスケジュール
施設名 3 月 4 月上旬

九州陶磁
文化館
☎0955（43）3681
（有田町）

宇宙科学館
☎0954（20）1666
（武雄市）
※要観覧料

博物館
美術館
☎0952（24）3947
（佐賀市）

佐賀城本丸
歴史館
☎0952（41）7550
（佐賀市）

名護屋城
博物館
☎0955（82）4906
（唐津市）

3/16（土）～5/6（振休・月）

アトリエ移設1周年記念展
岡田三郎助の花物語 －万花描く辻永とともに－

3/16（土）～5/6（振休・月）

［追悼］  人間国宝  中島宏展
　　　   －永遠の青磁－

3/7（木）まで

佐賀城下ひなまつり関連イベント
「子どもびなの宴」

佐賀偉人伝特別講演会／歴史館ゼミナール（第174回）
「佐賀藩近代化のグランドデザイン『学政管見』を読む」 
講師／橋本 昭彦氏（国立教育政策研究所教育政策・評価研究部総括研究官）

3/10（日） 13：30～16：30

第34回
有田陶交会展 3/12（火）～17（日）

春の企画展
「ビーコロ®2019」
3/16（土）～5/6（振休・月）

深川篤 回顧展
3/19（火）～31（日）

なごや歴史講座
幻の巨城「肥前名護屋城」
～その保存活用と博物館の歩み～

3/17（日） 13：30～15：00※要資料代

休館日
毎週月曜日（祝日・休日のときは翌日／九州陶磁文化館は翌日も開館）、ただし博物館・
美術館、佐賀城本丸歴史館は、無休。図書館は、3月27日（水）休館 ※毎月最終水曜日
公文書館は毎週月曜日

深川篤 作

岡田三郎助《少女読書》
佐賀県立美術館蔵

3/24（日）まで
名博コレクション展 第2部

黒笠・現代

第9回 リンパ浮腫を学ぶ会

と　き　3月16日（土） 13：00～15：40（12：00開場）

ところ　エスプラッツ3階ホール（佐賀市白山）

定　員　130名程度

がん治療の後遺症であるリンパ浮腫について講演
会を開催します。

詳しくは NPO法人リンパ浮腫を学ぶ会事務局  
☎050（3671）8201

風しん抗体検査、予防接種費用を
全額助成しています

期　限　3月31日（日）まで 

対象者　妊娠を希望する方、妊婦の同居家族等 

妊娠初期の女性が風しんにかかると、
生まれてくる赤ちゃんが「先天性風し
ん症候群」になる可能性があります。
安心して妊娠・出産ができるように、
抗体検査や予防接種を受けましょう。

※一定の条件があります

唐  津 ☎0955（73）4186
伊万里 ☎0955（23）2101

佐賀中部 ☎0952（30）3622
鳥  栖 ☎0942（83）3579
杵  藤 ☎0954（22）2104

詳しくは 〈各保健福祉事務所〉

佐賀県議会議員選挙が行われます

詳しくは 選挙管理委員会事務局  ☎0952（25）7025

投票日　4月7日（日） 7：00～20：00（予定）

お知らせ

マイナビ佐賀UIターン就職セミナー

と　き　3月14日（木） 13：00～17：00

ところ　福岡ファッションビル  FFBホール8F
　　　　（福岡市博多区）

2020年春に、大学、大学院、高
専、短大、専門学校を卒業予定
の方、卒業後も就職活動を続け
られている方を対象にした合
同企業説明会を開催します。

詳しくは 産業人材課  ☎0952（25）7310

詳しくは 障害福祉課  ☎0952（25）7401

※参加方法など、詳しくはホームページをご覧
　いただくか、お問い合わせください

※一部の投票所では投票時間が異なる場合があります

～3月は自殺対策強化月間～
ひとりで悩まず相談してみませんか？
心に抱えた不安や悩みを専門相談員に話すことで、
問題解決の糸口が見つかるかもしれません。

自動車の抹消登録、名義変更は
3月中に済ませましょう
自動車税は、毎年4月1日現在で登録されている自
動車が対象になり、車検が切れていても課税され
ます。使用しない自動車は抹消登録をしましょう。
また、納税義務者も4月1日現在
の名義人です。自動車を譲ると
きには名義変更をしましょう。

唐  津 ☎0955（73）1551
佐  賀 ☎0952（30）3162
武  雄 ☎0954（23）3103

詳しくは 〈各県税事務所〉

抹消登録・名義変更の手続場所は佐賀運輸支局です

佐賀県職員採用試験
〔行政特別枠・教育行政特別枠〕

こころと暮らしの相談窓口 検索

佐賀県職員採用情報 検索

受付期間　インターネット申込のみ
　　　　　3月1日（金） 9：00～28日（木） 17：00受信まで

※2020年4月採用予定です

詳しくは 人事委員会事務局  ☎0952（25）7295

詳しくは こども家庭課  ☎0952（25）7056

試験・資 格

福祉・子育て

妊娠SOSさが
思いがけない妊娠や出産への不安・心
配ごとなど、専門スタッフがあなたの
気持ちに寄り添って、必要なアドバイ
スをします。ご家族やパートナーの方
なども、気兼ねなくご相談ください。

（独立行政法人 国立病院機構佐賀病院内）
妊娠SOSさが

お問い
合わせ ☎0120（279）392

つ な ぐ みらいに

【相談時間】  月曜～木曜　9：00～17：00
　　　　　  金曜　　　　9：00～22：00
　　　　　  ※祝日、年末年始を除く

※採用予定者数や受験資格、試験内容など、詳しくはホーム
ページをご覧いただくか、お問い合わせください

一人で
悩まないで！

4年に1度の選挙です。18歳以上の有権者
の方は、投票に行きましょう。※助成には事前の申請が必要です。詳しくはホームページをご

覧いただくか、各保健福祉事務所へお問い合わせください

【相談窓口】  平日 8：30～17：15
各保健福祉事務所
佐賀中部 ☎0952（30）1691
鳥  栖 ☎0942（83）3579
杵  藤 ☎0954（22）2105

唐  津 ☎0955（73）4187
伊万里 ☎0955（23）2101

精神保健福祉センター ☎0952（73）5060
時間外の相談窓口など、詳しくは

障害者枠の採用試験の受験資格を、すべての障害種別に
拡大します。詳しくは４月号でお知らせします。

※県が収集した個人情報は、各事業の実施以外の目的で使用する事はありません　※掲載している行事は、特に記載がない限り無料で参加できます

情報ひろば
さがの

みなさんの暮らしに役立つ情報をお届けします

よりよく生きるための心得
を説いた佐賀発祥の「葉隠」
の一節を毎月紹介します！

「功を積みてからと云ふはまだるし、一念発起すれば則ち立ち上る事也」
こう つ い いちねんほっ き すなわ た あが こと なりその12

経験を積んでからというのではもどかしい。今からでも一念発起して、「志」をもって取り組んでいくことが
大切である、と説いています。解説

［ 3月15日まで ］
● 「ー佐賀県総合計画2019ー 人を大切に、
世界に誇れる佐賀づくりプラン」（仮称）
骨子案

［ 3月中 ］
● 佐賀県統計データ利活用推進条例の一
部を改正する条例（案）

［ 3月中旬まで ］
● 佐賀県再犯防止推進計画（案）

広報広聴課　☎0952（25）7351
佐賀県  パブコメ 検索

詳しくは 

３月実施 パブリック・コメント
ご意見をお寄せください


