詳しくは

佐賀県警察本部

令和4年3月卒業見込みの大学院生、大学生、短期
大学生、専修学校生または県内で就職を希望する
方を対象に、県内企業約60社がWeb上で企業の魅
力や採用情報について説明を行います。

佐賀県交通安全
キャラクター

マニャー

☎0952（24）1111

自動車の住所変更・名義変更・抹消
登録は3月中に済ませましょう
自動車税種別割は、毎年4月1日現在
に県内で登録されている自動車が
対象です。引越しをするときには住
所変更、車を譲るときには名義変更の手続きをし
ましょう。また、車検が切れていても課税されます
ので、使用しない自動車は抹消登録をしましょう。
手続場所は佐賀運輸支局です

☎0952（30）3162
唐 津 ☎0955（73）
1551 武 雄 ☎0954（23）3103
詳しくは

〜3月は自殺対策強化月間〜
悲しい つらい 不安 眠れない…

ひとりで悩まず相談してみませんか？
佐賀こころの電話

☎0952（73）5556

相談時間／平日 9：00〜16：00

佐賀県自殺予防夜間相談電話

☎0120（400）337

き

詳しくは

佐賀中部 ☎0952（30）
1691
鳥 栖 ☎0942（83）
3579 唐 津 ☎0955（73）4187
伊万里 ☎0955（23）
2101 杵 藤 ☎0954（22）2105

各保健福祉事務所

精神保健福祉センター

☎0952（73）5060

相談時間／平日 8：30〜17：15

詳しくは
佐賀県

詳しくは
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こころと暮らしの相談窓口

障害福祉課

検索

☎0952（25）7064

※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
※掲載している行事は、
変更・中止になる場合があります。予めご了承ください

情報ひろば

毎日 10：00〜13：00

Information
Plaza

☎090（8357）7963（松田）

障害福祉課

詳しくは

☎0952（25）7064

不妊症・不育症治療支援事業の
申請期限は3月31日です
不妊症および不育症治療を行うご夫
婦に対し、治療費等の一部を助成し
ています。お早めに申請ください。

唐津市

3月 7日（日） 唐津城下植樹帯
10：30〜12：00 （舞鶴橋付近）

佐賀市

3月14日（日） 街なか緑地憩いの場
11：00〜16：00 （佐嘉神社北側）

武雄市

3月23日（火）
13：30〜14：30

対

象 令和2年4月1日から令和2年12月31日まで
の間に検査や治療が終了した方

☎0952（30）2183
鳥 栖 ☎0942（83）
2172 唐 津 ☎0955（73）4228
伊万里 ☎0955（23）
2102 杵 藤 ☎0954（23）3174
詳しくは

佐賀県造園建設業協会
お問い （一社）
合わせ ☎0952
（71）8082

〈各保健福祉事務所〉

試験・資格

佐賀県職員採用試験

〔特別枠・スポーツ特別枠〕
受付期間

※令和3年1月以降に検査や治療が終了した方
については、ホームページをご覧ください

武雄市文化会館
大ホール前

佐賀中部

インターネット申し込みのみ

3月1日（月）9：00〜19日（金）17：00受信まで

※令和4年4月採用予定です
※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
佐賀県職員採用サイト

定期的ながん検診の受診が大切です

4月は、新入学生や新社会人などの若
者を狙った悪質商法が多くなります。
消費者トラブルの被害にあわないよ
う、少しでも「おかしい」と思ったらご
相談ください。

☎0952（24）0999

がんを早期発見・早期治療し、自分や周りの大切な
人たちを守るためには、定期的ながん検診の受診
が重要です。検診機関などでは、感染防止対策に努
められています。
「 がんポータルさが」では、市町で
行っているがん検診の日程などを確認できますの
で、
ご活用ください。

相談
無料

毎日 9：00〜17：00（年末年始を除く）
※16：30までにご相談ください

お問い
合わせ

消費者ホットライン
い や や

☎（局番なし）１８８

障がい者を対象とした採用選考は、4月と9月に
申し込みを受け付ける予定です。

を説いた佐賀発祥の「葉隠」
の一節を毎月紹介します！

聴こえのセミナー

「補聴器についての最新知識と情報」
聴こえに不安のある方や、そのご家族に向けたセミ
ナーです。聴こえについての基本から補聴器の情報
まで分かりやすく説明します。

と

き

詳しくは

がん撲滅特別対策室
まじわ

その36

3月14日（日）13：30〜15：00

ところ

聴覚障害者サポートセンター（佐賀市白山）

定

30名（先着順）

員

募集期限
がんポータルさが

☎0952（25）7491

3月13日（土）まで

※申し込み方法など、詳しくはお問い合わせください
詳しくは

※お近くの相談窓口につながります

よりよく生きるため の心 得

お住まいの市町のがん検
診担当課にお問い合わせ
ください。

☎0952（25）7295

福祉・子育て

お知らせ

消費者トラブルにご注意ください

検索

人事委員会事務局

詳しくは

☎0952（25）7159

県消費生活センター

さがの

佐賀県精神保健福祉連合会

佐賀県産業人材確保プロジェクト推進会議事務局
（産業人材課内）☎0952
（25）7310

都市計画課

つ情報をお届
役立
け
に
し

お問い
（精神障がい者家族会）
合わせ

園芸教室を開催します

相談窓口

相談時間／平日 8：30〜17：15

受付時間

県と市町、
造園関係団体が連
携して緑化活動に取り組む
ボランティアの支援を行って
います。

新型コロナウイルス感染症に関する
心のケア電話相談専用ダイヤル

☎0952（73）8522

3月20日（祝・土）10：00〜16：00
21日（日） 10：00〜18：00

花と緑を育む地域づくりを
推進しています

詳しくは

相談時間／毎日 24時間受付

家族に精神障がい者がいる相談員と、家族だから
こそ分かる悩みや不安を語り合い、生活の改善や就
労に向けた取り組みを始めてみませんか。相談の際
は、
事前にご連絡ください。
また、精神障がい者家族会では各種勉強会なども
開催しています。ぜひご参加ください。

※登録、予約不要です
※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

相談時間／毎日 23：00〜翌5：00

佐賀いのちの電話

☎0952（34）4343

と

佐 賀

〈各県税事務所〉

精神障がい者の家族による相談会

す
ま
し

運転 席や助手席の窓をカーテンやサ
ンシェードで覆うなどした運転の取り
締まりが強化されています。交通違反
として検挙された場合、反則金や違反
点数が科せられます。十分な視野を確
保し、安全運転を心がけましょう。

どこでも合説 WebSAGA

暮ら

カーテン閉めて運転はダメ

佐賀県聴覚障害者サポートセンター
☎0952（40）7700 FAX0952（40）7705

かんよう

「すべて人の交りは、飽く心の出来ぬが肝要なり。いつもいつも珍しき様にすべきなり。」
解説

人と接するときは、
相手に不快な思いをさせないように、いつでも新鮮な気持ちで接するべきである、と説いています。
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