働きたいシニアのための
合同企業説明会

要事前申込

① お金と働き方講座
② 合同企業説明会
鳥栖

会場

夜間中学に関するアンケート調査

唐津

佐賀

とき

9月30日（木） 10月22日（金） 11月9日（火）
9：30〜12：30 13：00〜15：30 9：30〜12：30

ところ

サンメッセ鳥栖 唐津市文化体育館 メートプラザ佐賀
（鳥栖市本鳥栖町）（唐津市和多田）（佐賀市兵庫北）
①35名
②100名

定員
申込
期限

対

①35名
②100名

①50名
②150名

9月27日（月） 10月20日（水） 11月4日（木）

象

概ね55歳以上の方

※申し込み方法など、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

お問い
合わせ

（株）佐賀電算センター

（働きたいシニアのための合同企業説明会 運営受託者）

☎0952（34）1535 （平日 9：00〜17：00）

夜間中学とは、さまざまな理由で中学校に通えな
かった人や不登校だったために学び直しをしたい人
などが学ぶ公立中学校の夜間学級のことです。夜間
中学で学んでみたい、周りに勧めたい人がいるかな
どのアンケート調査にご協力をお願いします。
実施期間

※アンケートはがきは、各市町の教育委員会や公共
施設などに設置しています
※県教育委員会のホームページからも回答できます
詳しくは

催しもの

と

き

と

10月17日（日） ゆめタウン佐賀（佐賀市兵庫北）
11月13日（土） 唐津うまかもん市場（唐津市久里）

「もったいないキッチン」上映会＆トークショー
き 10月23日（土）13：30〜15：30

ところ アバンセ（佐賀市天神）
定

員 120名程度（要事前申し込み・抽選）

募集期間

9月13日（月）〜10月13日（水）

※申し込み方法など、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

お問い
合わせ
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100名（要事前申し込み・先着順）
※定員になり次第終了

※申し込み方法など、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
※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、
内容の
変更や講師がオンライン登壇になる場合があります

お問い
合わせ
詳しくは

男女共同参画センター（アバンセ）

☎0952（26）0011

男女参画・女性の活躍推進課

☎0952（25）7062

食品ロス削減キャラバン隊（エフエム佐賀内）

☎0952（25）7790（平日 9：30〜18：00）

※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

九州シンクロトロン光
研究センター 一般公開

年に一度の施設公開。
ガイド付き
見学ツアーや、親子工作体験などができます。

と

き

9月25日（土）9：30〜16：30

ところ 九州シンクロトロン光研究センター
（鳥栖市弥生が丘）
※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

お問い
合わせ
詳しくは

九州シンクロトロン光研究センター

☎0942（83）5017

たい

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！

けん

お子様連れの方限定で、吉野ヶ里歴史公園の入園
料が無料になる招待券です。ぜひ、
ご利用ください。
公式LINE

招 待 券

Information Plaza

でも配信中！

この紙面等を窓口で提示してください。

@yoshinogari

対象 お子様連れのグループ
（最大10名）
利用期間 9月1日
（水）
〜11月30日
（火）
※入園前にアンケート協力が必要です 吉野ヶ里歴史公園

まちづくり課

詳しくは

検索

t e g o ry
Ca

☎0952（25）7159

t e g o ry
Ca

試験・資格
障がい者を対象とする
佐賀県職員採用選考試験

お知らせ
社会生活基本調査

と

国民の生活時間の使い方やさまざまな活動状況を
調べ、
より良い暮らしや社会のための基礎資料とし
て活用します。9月上旬から中旬にかけて調査員が調
査のお知らせに伺います。
ご協力をお願いします。

ところ

☎0952（25）7184

統計分析課

詳しくは

☎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

相談時間／毎日 23：00〜翌5：00

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 （面接相談は要予約）

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

相談時間／平日 8：30〜17：15

詳しくは
佐賀県

こころと暮らしの相談窓口

その

42

障害福祉課

佐賀県庁（佐賀市城内）
9月6日（月）〜24日（金）

※県外に居住している方も対象

佐賀県任期付職員採用試験

（高等学校卒業程度）
と

き

10月31日（日）

ところ

佐賀県庁（佐賀市城内）

受付期間

9月6日（月）〜24日（金）

※試験の詳細や県庁の職種・仕事・働く先輩の声など
をホームページで紹介しています
佐賀県職員採用サイト

検索

検索

詳しくは
詳しくは

10月31日（日）

知的障がいのある方、精神障がいのある
方も受験できます。

ひとりで悩まず相談してみませんか？
佐賀こころの電話

き

受付期間

9月10日〜16日は自殺予防週間

ものづくり産業課

☎0952（25）7129

さがの
情報 ひろ ば

エンジョイパーク吉野ヶ里
「子育てし大“券”2021（秋）」

ところ アバンセ
（佐賀市天神）
員

つ情報をお届け
しま
に役立
し
す
暮ら

福祉・子育て

9月23日（祝・木）14：00〜16：00

フレスポ鳥栖（鳥栖市本鳥栖町）

10月10日（日） ゆめタウン武雄（武雄市武雄町）

と

き

ところ

10月3日（日）

☎0952（25）7424

タレントのりゅうちぇるさんによる
「自分らしく生き
よう！〜ジェンダー平等が大事なワケ〜」の講演を
通し、性別にかかわりなく、個性と能力を十分に発
揮できる社会づくりを考えます。

食品ロス削減を考えましょう

10月は食品ロス削減月間です。パネル展示などのイ
ベントや、上映会＆トークショーを開催します。

教育振興課

男女共同参画フォーラム

定
t e g o ry
Ca

9月1日（水）〜10月31日（日）

t e g o ry
Ca

☎0952（25）7064

人事委員会事務局

☎0952（25）7295 FAX0952（25）7323

「ここぞと思う時は、手早くたるみなき様にしたるがよきなり。」
解説

ここ一番では、速やかに油断なくやってしまうのがよい。考えすぎるとタイミングを逃して失敗しかねない、
と説いています。
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