
SAGAトレジャーバスクイズラリー 
開催

　県内の路線バスに乗ってクイズに挑むイベントを
開催します。夏休みの思い出づくりにぜひご参加く
ださい。
◆ルール
　県内のバス会社７社（昭和・
祐徳・西鉄・佐賀市営・JR九州・
西肥バス、ジョイックス交通）
のバス車内に設置したクイズに
答えると豪華賞品が合計507人
に抽選で当たります。
◆期間
　７月23日（木・祝）～９月30日（水）
◆対象者
　小学生以下　※保護者同伴参加

イ ベ ン ト◆賞品
　特賞
　　こども商品券３万円分／２人
　　佐賀牛ステーキ２枚入り／５人
　　ブラックモンブラン１カ月分（30本）／25人
　トレジャー賞
　　図書カード（千円分）／25人
　ハンター賞
　　トレジャーハンター認定缶バッジ／450人
◆台紙の配布
　県内の小学校を通じて直接配布、バス車内で配布。
◆注意事項　応募は１人１回まで。参加費無料。
　　　　　　バス運賃は参加者負担。

「トレジャーバスクイズラリー」事務局
（株式会社佐賀広告センター内）
平日 1０時～16時（土・日・祝、
８月８日～16日除く）
☎28・３8９０
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市では災害時において、防災行政無線のほかに下記の方法で情報配信を行っています。
市民の皆さんの登録をお願いします。

気象警報や避難情報などの「災害情報」の提供を行います。
詳細は、防災対策課（ ☎37・6119 ）までお問い合わせください。

メール・電話・FAXを使った災害情報配信サービスを行っています。

防災行政無線の放送が聞こえなかった場合、放送から
３時間以内であれば電話で聞き直すことができます。

小城市防災行政無線が聞こえなかったら・・・

利用については、アプリ版またはメール版への登録が必要となります。
詳しい利用方法は、市ホームページをご覧ください。

「Yahoo !防災速報」を活用して防災情報を配信します。

メールのみの場合は、下記のアドレスまたはQRコードから登録できます。

☎73・9238

　 bousai.ogi-city@raiden2.ktaiwork.jp に空メールを送る。

利用するには
登録が必要です

災害への備え！！
全
国
消
防
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

「
消
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」
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ひとり親家庭の学習支援教室
　ひとり親家庭の子ども学習支援教室を実施してい
ます。学習は個別学習、質問形式で教材を各自持ち
込んで勉強しています。
◆対象者　市内に住むひとり親家庭の小・中学生
◆場所・時間　・牛津会場　牛津公民館
　　　　　　　　毎週火曜日　18時～20時
　　　　　　　・小城会場　ゆめぷらっと小城
　　　　　　　　毎週水曜日　18時～20時
◆参加費　無料

〈講師ボランティア募集！〉
　教員OBや大学生の皆さんで、子どもたちの学び
を手伝ってくれる人を探しています。

佐賀県母子寡婦福祉連合会　
☎０９０・2３９2・775３（浜治）

自衛官候補生採用試験
◆日時　
　８月29日（土）　８時～
◆場所
　目達原駐屯地
◆応募資格
　採用予定月の１日現在、18歳以上
　33歳未満の人
　（詳細はお問い合わせください）
◆試験種目
　筆記試験（国語・数学・社会・作文）
◆募集期限
　８月24日（月）

自衛隊佐賀地方協力本部　佐賀募集案内所
☎25・67００

　
小城市放課後児童クラブ支援員を 
募集します

　「子どもが大好きだから子ども関係の仕事をして
みたい」「子どもたちの育ちに関わってみたい」「放
課後児童クラブに興味がある」人、小城市放課後児
童クラブで支援員として働いてみませんか？
　「まずは、話を聞いてみたい」という人も大歓迎。
気軽にお電話ください。

募 　 　 集

◆勤務期間　８月１日（土）～22日（土）
　　　　　　（夏休み期間中）
◆勤務時間　８時～19時
　　　　　　（内6時間～８時間程度）
◆勤務内容　放課後の児童健全育成支援
◆賃金　900円／時給
※詳細は、お問い合わせください。

シダックス大新東ヒューマンサービス株式会社
嬉野営業所　☎０９5４・2０・285３

　
要約筆記者養成講座（パソコンコース） 
受講生募集

　要約筆記は、聴覚障害者への情報伝達手段の一つ
で、音声を要約し文字として伝えることをいいます。
そのパソコンコースの受講生を募集します。
◆日時　９月５日～令和３年３月6日（全21回）
　　　　土曜日　10時～15時
◆場所　ゆめぷらっと小城
　　　　または牛津公民館�別館
◆定員　10人
◆受講料　無料（テキスト代3,670円は受講者負担）
※�ノートパソコン（Windows8.1以上）を持参し
てください。

※�新型コロナウイルス感染症の影響によりWEB講
座になる可能性もあります。

佐賀県聴覚障害者サポートセンター　
☎４０・77００

　

令和2年度　佐賀県警察官採用試験
【警察官B（高卒程度）採用試験】
◆試験日　10月18日（日）
◆申込期間
　８月17日（月）～９月11日（金）
　受験資格年齢の上限が３2歳となりました。
　詳細は、「佐賀県警察本部ホームページ」の採用
コーナーをご確認ください。
　また、県警ツイッターでも情報発信中です。
※�YouTubeで先輩警察官のメッセージ動画を公開
していますので、ぜひご覧ください。

・小城警察署　警務課
　☎7３・2281
・佐賀県警察本部　警務課　採用係
　☎2４・1111
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ひとり親のための在宅就業に 
向けたパソコン講座受講生募集

　ひとり親家庭が安定した
生活を得るため、ITを使っ
た在宅就業や就労に役立つ
パソコン講座を開催します。
◆対象者
　県内在住のひとり親家庭
　（母子家庭・父子家庭）の親
◆期間
　９月24日（木）～11月24日（火）
　（２カ月、平日のみ）
◆時間
　・初級コース　�９時30分～12時30分
　・中級コース　13時30分～16時30分
◆内容
　パソコン・インターネット基礎、
　Word・Excel、ビジネスマナーなど
◆ 受講形態
　オンライン受講
　（�お持ちのパソコン、スマートフォンなどを通して

自宅で受講できます）
◆募集人員　各コース10人
◆受講料
　無料（テキスト・パソコンは貸出）
◆その他
　インターネット接続費用の一部助成
◆ 申込方法
　申込先ホームページから申込用紙をダウンロード
し、郵送でお申し込みください。
◆申込期限　８月21日（金）必着

特定非営利活動法人
ひとり親ICT就業支援センター
☎３2・０221（平日 ９時３０分～15時）

　
令和２年度　佐賀中部広域連合 
消防職員採用試験

◆受験資格
【消防Ａ】
　平成４年４月２日から平成11年４月１日までに
生まれた人で、学校教育法に基づく大学（短期大学
を除く）もしくはこれと同等と認められる大学校等
を卒業した人または令和３年３月31日までに卒業
見込みの人

【消防Ｂ】
・�平成８年４月２日から平成15年４月１日までに
生まれた人（４年制大学を卒業した人および卒業
見込みの人を除く）

・�平成４年４月２日から平成13年４月１日までに
生まれた人で、救急救命士の免許を有する人

　（ ４年制大学を卒業した人および卒業見込みの人
を除く）

◆受付期間　７月27日（月）～８月21日（金）
　　　　　　※土・日・祝日は除く
◆第１次試験　９月20日（日）
　申し込みなどの詳細は、佐賀広域消防局にお問い
合わせいただくか、佐賀中部広域連合のホームペー
ジ（http://www.chubu.saga.saga.jp/）をご確認
ください。

佐賀広域消防局　総務課　人事係
☎30・0111

　
佐賀県市町総合事務組合 
職員採用試験

◆職種　一般事務
◆採用人数　若干名
◆受験資格　昭和56年４月２日から平成15年４月
１日までに生まれた人で、佐賀県内に居住している
人または就学・就職などで県外に転出しているが、
両親などの保護者が佐賀県内に在住している人
◆第一次試験
　社会についての関心や基礎的・常識的な知識、職
務遂行に必要な基礎的な言語能力・論理的思考力を
検証する五肢択一問題（60問）による筆記試験お
よび適性検査
・日時　９月20日（日）　10時～12時
・場所　佐賀県立佐賀工業高等学校（予定）
◆第二次試験など
　10月下旬以降（面接、作文など）
◆採用日　令和３年４月１日
◆勤務地　佐賀県自治会館内
◆給与　・高校卒業者�現行　月額�150,700円
　　　　・大学卒業者�現行　月額�172,200円
※�学歴および職歴による調整あり。このほか、期末・
勤勉手当、時間外勤務手当、通勤手当、住居手当、
その他の手当あり。

◆申込期限　８月14日（金）当日消印有効
　　　　　　（土・日を除く８時30分～17時15分）
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※申込書は、本組合で交付します。
※�郵送で請求する場合は、封筒の表に「採用試験申
込書請求」と朱書きし、必ず120円切手を貼った
宛先明記の返信用封筒（角２号：A4サイズの用
紙が入る大きさ）を同封してください。

佐賀県市町総合事務組合　総務課
（〒8４０−００４1　佐賀市城内１−５−1４）
☎25・2３5４

　
令和２年度　佐賀西部広域水道企業団 
職員採用試験（統一試験）

◆試験区分
　土木・化学（学歴不問）
◆採用予定
　土木２人、化学１人
◆職務内容
　【土木】工務業務、浄水業務
　【化学】水質業務
◆第１次試験　９月20日（日）
◆試験会場
　佐賀県立佐賀工業高等学校（予定）
　試験の詳細は、佐賀西部広域水道企業団のホーム
ページをご覧ください。

佐賀西部広域水道企業団　総務課
☎68・３181

　
佐賀県シルバー人材センター連合会 
講習会参加者募集

【パソコン教室】
◆期間　８月24日（月）～28日（金）
　　　　５日間
◆会場　株式会社プライム
　　　　（佐賀市兵庫南１丁目20番10号）
◆内容　�パソコンおよびスマートフォンの基本的な

操作、業務用ソフトの操作要領など
◆申込期限　８月14日（金）

【刈払機・チェーンソー・グラインダー安全講習】
◆期間　９月14日（月）～18日（金）
　　　　５日間
◆会場　キャタピラー九州株式会社　佐賀教習センター
　　　　（佐賀市久保田町大字久富2944）
◆内容　�刈払機などの技術と知識、使用要領・安全

について（基礎から応用まで）
◆申込期限　９月４日（金）

【共通事項】
◆対象者
　・佐賀県在住で原則60歳以上の人
　・�受講後シルバー人材センターに入会を希望され

る人
◆受講料　無料

公益社団法人
佐賀県シルバー人材センター連合会
☎2０・2０11

バス車内事故防止のお願い
　７月は、走行中のバス車
内での事故を防止するた
め、「車内事故防止キャン
ペーン」を実施しています。
　走行中は席を離れず、お
降りの際は、バスが停留所
に着いて扉が開いてから
席をお立ち願います。
　また、バスは安全運転に徹していますが、やむを
得ず急ブレーキを掛ける場合があります。満席のた
め、お立ちになってご利用いただく場合には、吊革
や握り棒にしっかりおつかまりください。
　バスの車内事故防止にご理解とご協力をお願いし
ます。

一般社団法人　佐賀県バス・タクシー協会
☎３1・2３４1

　

シニアの無料就労相談会
　もう少し働きたいシニア世代の方の就労相談をお
受けします。
◆日時　毎週月～金曜日（祝日を除く）
　　　　10時～16時
◆場所
　シニアほほえみサロンさが　ほほえみ館
　（佐賀市保健福祉会館２階）
　車でお越しの場合は、南側のメートプラザ駐車場
をご利用ください。

佐賀県シニアはたらきたいけん推進協議会
☎３３・7３8０

お 知 ら せ
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平和祈念の黙祷にご協力ください
　戦没者のご冥福と恒久平和の実現を祈念するた
め、サイレンの吹鳴（30秒間）を行います。
　皆さんのご理解と職場やご家庭での黙祷につい
て、ご協力をお願いします。
◆実施日時
　【原爆犠牲者への追悼】
　　・８月6日（木）　８時15分
　　・８月９日（日）　11時02分
　【戦没者への追悼】
　　・８月15日（土）　12時

社会福祉課（西館１階）　☎３7・61０7
　
学校給食の献立やレシピなどを 
ホームページで紹介します

　新型コロナウイルス感染症対策により臨時休校が
続き、ご家庭の中では、子どもたちだけで過ごすこ
とが多くなったと思います。
　子どもたちが生涯にわたって健やかな心身と、栄
養バランスのとれた規則正しい食習慣を送るため、
学校給食の献立や、季節ごとに地元で採れる食材で
できるレシピなどを市ホームページに掲載します。
　ご家庭で、子どもたちと一緒に作ってみませんか。

教育総務課（東館２階）　☎３7・61３０
市ホームページから　

　
全国一斉「子どもの人権11０番」 
強化週間

　いじめ・虐待など、子ども
の人権に関わる悩みごと、
心配ごとなどの相談に応じま
す。相談内容についての秘密
は固く守られますので、ひと
りで悩まず、お気軽にご相談
ください。

学校給食 検索

◆実施期間
　８月28日（金）～９月３日（木）　７日間
　８時30分～19時（土・日は10時～17時）
◆専用電話番号
　☎0120・007・110（フリーダイヤル）
◆相談担当者
　法務局職員、人権擁護委員
◆相談料　無料

佐賀地方法務局　人権擁護課　
☎26・21９5

　
佐賀中部広域連合生活援助型訪問 
サービスヘルパー養成研修の開催

　介護福祉士などの資格がない人でも、この研修を
受けることで「生活援助型訪問サービス」（※生活
援助（調理・洗濯・掃除など）のみのサービス）の
ヘルパーとして従事することが可能になります。
◆日時
　８月18日（火）・28日（金）の２日間
　※両日とも９時～17時（７時間）
◆会場
　佐賀県立生涯学習センター「アバンセ」
◆定員　20人
◆受講料　2，000円（テキスト代）
◆対象者　①・②のいずれかの人
①�小城市、佐賀市、多久市、神埼市、吉野ヶ里町に
在住し、生活援助型訪問サービスに従事する意思
がある人。

②�佐賀中部広域連合の生活援助型訪問サービスなど
（居宅サービスを含む）の指定を受けた事業所に
勤務する人、または採用を予定されている人。

◆申込期限　８月11日（火）
公益財団法人　介護労働安定センター佐賀支所
☎28・０３26　FAX 28・０３28
佐賀中部広域連合　給付課　包括支援係
☎４０・11３４　FAX ４０・1165
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梁見せ天井がオシャレ あこがれの「平屋ライフ」 回遊できるキッチン 子どもの様子もみられるLDK 青い建具が印象的なリビング

N

佐賀市水ヶ江二丁目11番23号
ＴＥＬ０９５２－２４－３２１１

売主

小城市役所、ドゥイング
三日月、トライアル、メディ
カルモール小城等が近く、
お買い物や生活に便利な
人気のエリアです！

三日月小・中学校ダイレックス

有
料
広
告

令和２年度　下水道排水設備工事 
責任技術者資格試験

◆試験日　10月１日（木）
◆会場　佐賀市文化会館　３階　大会議室
◆受験料　8,000円
◆申込書配布・受付期間
　８月３日（月）～21日（金）���（当日消印有効）
◆申込書配布場所
　小城市役所��下水道課　☎37・6122
◆申込方法　佐賀県下水道協会へ直接郵送ください。
※�試験科目・受験申込手続・手数料などについては、
受験案内をご覧ください。

【受験講習会】
◆講習日　９月23日（水）
◆会場　佐賀市文化会館　３階　大会議室
◆受講料　5,000円
◆テキスト代　2,500円
　（受験案内を確認の上、受講者でご購入ください）

佐賀県下水道協会　☎３３・1３３０

家庭でのバーベキューを楽しむために
　次のことに注意して、ご家庭で安全にバーベ
キューを楽しみましょう！

【注意事項】
　①建物の近くや燃えやすい物の近くでは行わない。
　②風が強いときは行わない。
　③水を入れたバケツを準備する。
　④簡易コンロはきちんと組み立てる。
　⑤使った炭火は確実に消火する。

【炭火の正しい後始末】
　・�温度が下がるまで時間をかけて

完全に燃焼させる。
　・�時間がない場合は、バケツの水

などに燃え残りの炭火を一つ
ずつ入れる。

　※�加熱された炭火に直接水をかけると灰が飛び散
る恐れがあり大変危険です。

佐賀広域消防局　予防課　☎３３・6765
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