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口呼吸の危険性・歯
し

あわせ
健診に関するお知らせ

（一社）佐賀県歯科医師会

　口で息をすると乾燥し、唾液の作
用がなくなり、口の中は不潔になり
ます。口の細菌は、食べ物や飲み物
と一緒に飲み込まれ、腸内のバラン
スを乱し、全身の免疫力を弱めたり、
基礎疾患の悪化や肺炎のリスクも高
くなったりするといわれています。
　口の管理が、ウイルス感染の水際
対策になるので、かかりつけ歯科医
に相談し、自分に合った対策法を身
につけましょう。
　また、76 歳の方を対象とした

「歯
し

あわせ健診」を実施しており、
対象となられる方には受診券を送付
しています。詳しくは「佐賀県歯科
医師会ホームページ」又は、問合せ
先までご連絡ください。
問合せ先
( 一社 ) 佐賀県歯科医師会 佐賀県在
宅歯科医療推進連携室
☎０９５２－２５－２２９１
佐賀県後期高齢者医療広域連合
☎０９５２－６４－８４７６

自衛官等募集
自衛隊

募集内容  ①自衛官候補生（男・女）
②陸上自衛隊高等工科学校生徒（推
薦）男子③陸上自衛隊高等工科学校
生と（一般）男子
受験資格  令和 3 年 4 月 1 日現在①
18 歳以上 33 歳未満※ 32 歳の方は、
お問合せください。②③ 15 歳以上
17 歳未満※②については中学校校
長の推薦書が必要です。
受付期間  ①常時受付中② 11 月１
日（日）～ 11 月 30 日（月）③ 11
月 1 日（日）～ 1 月 6 日（水）
試験日  ①受付時にお知らせします
② 1 月 10 日（ 日 ） ～ 11 日（ 月 ）
の内指定する 1 日③ 1 次：1 月 23
日（土）、2 次：2 月 6 日（土）
試験会場  ①陸上自衛隊目達原駐屯
地②受付時にお知らせします③陸上
自衛隊目達原駐屯地
問合せ先  自衛隊鳥栖地域事務所
☎８３－４０７７

裁判員制度について
まもなく名簿記載通知を発送します

佐賀地方・家庭裁判所

　裁判員候補者名簿は、市区町村の
選挙管理委員会が選挙人名簿からく
じで無作為抽出した名簿を基に、全
国の地方裁判所で作成します。
　令和 3 年の裁判員候補者名簿に
登録された方には、本年 11 月中旬
に名簿に登録されたことの通知（名
簿記載通知）をお送りします（令和
3 年 1 月 1 日時点で 20 歳以上の方
に限られます）。この通知は、来年
2 月頃からの約 1 年間に裁判所にお
越しいただき、裁判員に選ばれる可
能性があることを事前にお伝えし、
あらかじめ心づもりをしていただく
ものです。この段階では、まだ具体
的な事件の裁判員候補者に選ばれた
わけではありませんので、すぐに裁
判所にお越しいただく必要はありま
せん。
　また、名簿記載通知と併せて調査
票をお送りします。この調査票は、
裁判員候補者の方の事情を早期に把
握し、調査票のご回答の内容により、
1 年を通じて辞退が認められる場合
等には裁判所にお越しいただくこと
のないようにして、裁判員候補者の
方々のご負担を軽減するためのもの
です。お尋ねする項目に当てはまら
ない方は、返送していただく必要は
ありません。
　辞退の申出ができる時期に制限は
ありません。この調査票で辞退を申
し出なかった場合でも、実際の事件
の裁判員候補者に選ばれた後に辞退
を申し出ていただくことも可能で
す。
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編集後記
きやまウォークはたくさんの方

にご参加いただきありがとうご

ざいました。「スタンプ何個集め

た？」等の声が飛び交い、参加

者の方の交流がとても楽しそう

で、私もうれしくなりました。（A)

コンセール・エクラタン福岡
鳥栖公演
〈鳥栖市〉

日時  11 月 28 日（土）
午後１時開場、午後２時開演
場所  鳥栖市民文化会館大ホール（鳥栖市宿町）
プログラム  ベートーヴェン＝ピアノ
協奏曲第 5 番変ホ長調「皇帝」作品
73（土肥慶さん共演）、モーツァルト
＝ピアノ協奏曲第 5 番ニ長調 K.175

（382）より第 1 楽章（黒木優太さん
共演） ほか
演奏  ピアノ＝土肥慶さん（フッペル
鳥栖ピアノコンクール 2019 フッペル
部門優勝者）、黒木優太さん（同コ
ンクールジュニア部門優秀者）▼指
揮＝橘直貴さん▼オーケストラ＝コン
セール・エクラタン福岡
チケットについて  市民文化会館・
サンメッセ鳥栖にて無料で配布しま
す。※全指定席。配布時に来場者全
員の氏名・住所・電話番号を伺います。
※ 3 歳以下入場不可。託児あり【11
月 22 日（日）までに要申し込み】
問合せ先　鳥栖市民文化会館
☎８５－３６４５

佐賀県立盲学校 学校公開
佐賀県立盲学校

日時  11 月 7 日（土）午前 8 時 30
分～ 12 時 40 分
場所  佐賀県立盲学校　小中高等部
各教室、図書館等
日程  8 時 30 分～：受付  8 時 50
分～ 12 時 40 分：公開授業①～④
※授業間に 10 分休憩があります。
授業はどの時間からでもご参観でき
ます。
内容  ・「目の支援センター ゆうあ
い」による個別の相談回 ・生徒の作
品展示、教材教具の展示、体験
※小学部から高等部までの授業を公
開します。
申込み  事前に電話での申込みをお
願いします。受付時間は平日の午前
9 時から午後 4 時までです。
問合せ先
佐賀県立盲学校

（佐賀市天祐 1 － 5 － 29）
☎０９５２－２３－４６７２

実用理科技能検定
日本理科検定協会

　実用理科技能検定とは、理科の学
習者を積極的に顕彰・評価し、日常
生活に役立つ科学的な知識やものの
見方を高め、次代を担う技術や地球
環境の維持に必要な基礎力を養う検
定です。佐賀県会場（基山）は九州
で唯一の試験会場です。（定員 120 名）
日時 12 月19 日（土）午後 1 時 30 分
場所  基山町民会館 １階会議室
受験科目 1 級～８級（6 ～８級を受
験する場合は下記問合せ先へご連絡
ください。）
申込み方法  ホームページよりお問
い合わせください。
申込み期間  
11 月26 日（木）まで
問合せ先  
坂口 英一（検定試験監督兼講師／
理科検定１級取得）
☎・　９２－２５９０ （３区）
☎０９０－１１９９－９８４１

多重債務の無料相談
財務省福岡財務支局

　借入れやローンの返済にお悩みの方々から、
債務整理や家計の見直し等について相
談員が以下の場所で相談に応じます。
面談のみ（11月16日（月）までに要申込）
日時  11 月 18 日（水） 
　　  午後１時～３時 30 分
場所  佐賀財務事務所（佐賀市駅前
中央３丁目３番 20 号）
面談・電話相談（申込不要）
日時  月～金曜日（年末年始、祝日
を除く）午前９時～午後５時
場所 財務省 福岡財務支局 多重債務
相談窓口（福岡市博多区博多駅東２
丁目 11 番１号 ）　
申込み・問合せ先
財務省 福岡財務支局 　
☎０９２－４１１－７２９１

訓練生募集
久留米地区職業訓練協会

電話予約後、申込書 ･ 案内書をお送
りしますので、ご入金をお願いします。
先着順に受付、定員になり次第締め
切りとさせていただきます。各コース
受講料が必要です。各受講料の詳細
はお問合せ先までご連絡ください。
会場  久留米地域職業訓練センター

【パソコンで備える確定申告（青色申告）】
日時  12 月 6 日（日）　午前 10 時～午後 4 時
内容  弥生会計を使った青色申告の
為のデータ集計
定員  15 名
対象者  ｷｰﾎﾞー ﾄ 入゙力に不安のない方

【医療従事者向けセミナー】
日時  12 月 16 日（水）　午後 2 時～５時
内容  医師事務作業補助とは
定員  20 名
対象者  医療従事者向け

【アーク溶接特別教育】
日時  11 月 29 日、12 月 6・13 日（日）　
午前８時 45 分～午後５時
内容  労働安全衛生法第 59 条第 3 項に基づく特別教育
定員  20 名
対象者  溶接作業従事者
問合せ先　久留米地域職業訓練セ
ンター　☎４４－５２０１




