募

平成２３年度 警察官Ａ
（第２回）採用試験

「あなたの情熱が、みんなを笑顔に変える。」
佐賀県警察で一緒に頑張りましょう！
◆応募資格（平成２４年４月１日現在）
３０歳未満の大学（短期大学を除く）卒業（見込み含む）
◆案内・申込書配布開始日 ５月６日（金）
◆受付期間 ５月１３日（金）～６月３日（金）
◆試験日 第１次 ７月１０（日）場所：佐賀市
第２次 ８月上旬～８月中旬
【問合せ・申込み】
佐賀県警察本部 警務課 人事第二係 ☎２４－１
１１１
佐賀県警察本部ホームページ
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社会全体で被害者を支える
まちづくり市民講座

あなたが被害者の声に耳を傾けてくれること、そ
れは支援のスタートです！！
◆日時 ６月１５日（水） １３時３０分～１６時
◆場所 ドゥイング三日月 ２階視聴覚室
◆内容 １部：犯罪被害者家族のお話
２部：支援者の立場から
～コミュニティでできる支援のはじまり～
◆参加費 無料
【問合せ】
ＮＰＯ法人被害者支援ネットワーク佐賀VOI
SS
☎３３－２１３０

知

東日本大震災被災者の方へ
就労支援を行います

ＪＡさが佐城支部アスパラ部会が復興支援！
◆支援期間 ６月１日（水）～８月３１日（水）
（期間限定）
◆作業内容 アスパラガス収穫作業及び軽作業
◆作業時間 ４時間／日
◆時給 ８００円
◆休日 週休２日制
◆募集年齢 ２０歳～６０歳まで（男女問わず大歓迎）
◆募集人員 ２５名程度
◆受付期間 平成２３年７月下旬まで
◆受付時間 月曜日～金曜日 ９時～１７時
※栽培農家との面談あり
【問合せ・申込み】ＪＡさが佐城営農販売部野菜課
担当 川崎 ☎７２－５１２６
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情報いろいろ
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第６４回県民体育大会ゴルフ
競技小城市代表選手選考会

◆日時 ６月１２日（日）
◆予選会場 花祭ゴルフ倶楽部
◆参加資格 小城市在住のアマチュアゴルファー
（４／１現在で１８歳以上の男女）
◆参加費 １，
０００円（登録費）
◆プレー料金 １０，
０００円（キャディ付）
◆選手選考人数 男子５９歳以下の部…４名
男子６０歳以上の部…３名
女子の部……………２名
◆参加申込 花祭ゴルフ倶楽部又は各町のゴルフ協
会へ参加費を添えてお申込みください。
◆申込締切 ５月３１日（火）
◆決勝大会 １０月１５日（土）
会場 ブリヂストンカンツリー倶楽部
【問合せ・申込み】
小城市ゴルフ協会事務局
担当（花祭ゴルフ倶楽部） 江口 ☎８６－４８４８

募

あなたも
ホストファミリーに！

～身近に国際交流してみませんか～
佐賀大学の留学生が日本の習慣・風習を体験でき
るようホームステイにご協力いただける団体・個人
の方を募集しています。
◆実施期間 ９月３０日（金）までの原則、週末・
祝祭日等の１泊２日
※希望により変更可
◆申込書 佐賀大学国際課で配布
佐賀大学留学生センターホームページ
ht
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p:
//
www.
i
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.
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.
j
pからダウンロードがで
きます
◆申込方法 申込書を下記まで郵送
◆申込締切 ５月３１日（火）（消印有効）
【問合せ・申込み】
〒８４
０－８５０２佐賀市本庄町１
佐賀大学 学術研究協力部 国際課
担当 ・水田 ☎２８－８１６６ ・伊東 ☎２８－８２０３

知 お知らせ

募 募集

開 開催します（イベント情報など）
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平成２３年度狩猟免許試験実施
試 …試験会場 講 …講習会会場 申 …申込期限

○第１回 ７月６日（水）
【試験区分：あみ猟、わな猟】
試 唐津総合庁舎
申 ６月２
１日（火）
○第２回 ７月１４日（木）
【試験区分：あみ猟、わな猟】
試 武雄市文化会館
申 ６月２
９日（水）
○第３回 ８月７日（日）
【試験区分：あみ猟、わな猟、第一種・第二種銃猟】
試 佐賀県射撃研修センター
申 ７月２
５日（月）
○第４回 平成２４年１月２９日（日）
【試験区分：あみ猟、わな猟】
試 佐賀県射撃研修センター
申 １月１
６日（月）
◆手数料：試験区分の１種類につき
・狩猟免許を初めて取得する方 ５，
２００円
・現在、狩猟免許をお持ちの方 ３，
９００円
※また試験実施に伴い、初心者の方のための狩猟免
許予備講習会も実施されます。
○第１回 ７月１日（金）
【免許種別：あみ猟、わな猟】
講 唐津総合庁舎
申 ６月１
７日（金）
○第２回 ７月１０日（日）
【免許種別：あみ猟、わな猟】
講 武雄市文化会館
申 ６月２
７日（月）
○第３回 ８月２日（火）
【免許種別：あみ猟、わな猟】
講 佐賀県射撃研修センター
申 ７月２
２日（金）
○第４回 ８月４日（木）
【免許種別：第一種・第二種】
講 佐賀県射撃研修センター
申 ７月２
２日（金）
○第５回 平成２４年１月２２日（日）
【免許種別：あみ猟、わな猟】
講 佐賀県射撃研修センター
申 １月１
３日（金）
◆受講料：試験区分の一種類につき
・狩猟免許を初めて取得する方 ６，
０００円
・現在、狩猟免許をお持ちの方
４，
０００円（半日受講）
◆テキスト代 ２，
０００円
【申込み】
〒８４０－００２７ 佐賀市本庄町本庄２７８番４号
社団法人 佐賀県猟友会 ☎０９５２－２６－６５４３
【問合せ】
・佐賀県生産振興部 生産者支援課 ☎２５－７１１３
・小城市役所 農林水産課
☎６３－８８２０

13小城市報 さくら

知

ＨＩＶ検査の休日・夜間
実施のご案内（無料）

毎年６月１日から７日を「ＨＩＶ検査普及週間」
と定め、ＨＩＶ（エイズ）の早期発見のため休日・
夜間検査を実施します。ＨＩＶ感染者は増加傾向
で、佐賀県でも今年までに１８人の感染者が報告され
ています。
◆日時 ６月５日（日）１３時～１６時
６月６日（月）１７時～２０時
６月７日（火）１７時～２０時
◆場所 佐賀中部保健福祉事務所
◆費用 無料（予約不要・匿名可）
◆内容 血液検査
（陰性であれば、１時間程度で結果が出ます）
※検査は、思い当たる日から３か月たってから受
けましょう。
通常のＨＩＶ検査は、毎週火曜日に行っています。
第１・３火曜
９時～１９時受付
第２・４・５火曜 ９時～１５時受付
【問合せ】佐賀中部保健福祉事務所
感染症対策担当 ☎３０－３６２２
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小城・多久歯科医師会より
お知らせ

小城・多久歯科医師会では下記のような活動を
行っています。
●「歯の供養」を行います。抜いた歯や入れ歯など
を供養します。ご自由に御参詣ください。
◆日時 ６月４日（土） １４時～１４時３０分
◆場所 清水の滝付近（宝地院）歯の供養塔前にて

●第３
０回「歯を守る会」を芦刈小学校にて６月９日
（木）に開催します。歯科医師会の歯科医師及びス
タッフが、小学生のみなさんに歯に関する講話と歯
磨き指導を行います。
【問合せ】樋口歯科医院 山崎 ☎６６－４
０２２

