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今月の納付・納税 町営住宅の
空家状況納期限：８月 31 日（金）

・町県民税　　　	　		第２期
・国民健康保険税	　		第３期
・後期高齢者医療保険料		第２期

・本桜団地…２戸
	（入居待機者０世帯）

・割田団地…１戸
	（入居待機者０世帯）	

まちの人口
（６月末日現在）

※（		）内の数字は前月比

総人口　17,318 人（－ 32人）
男	8,256 人　女 9,062 人
世帯数	　6,783 世帯（－６世帯）
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２か月児相談 対象：平成 30 年６月生

受付日時：８月 22 日（水）午後 2 時～ 2 時 20 分
４か月児健診 対象：平成 30 年４月生

受付日時：８月 22 日（水）午後 1 時～ 1 時 20 分
１歳６か月児健診　　   　　　 対象：平成 28 年 12 月生・平成 29 年１月生

受付日時：８月 21 日（火）午後１時～１時 20 分

２歳児歯科健診    　   　　　     対象：平成 27 年 12 月生・平成 28 年１月生

受付日時：８月 23 日（木）午後 1 時～ 1 時 20 分
ぽっぽの会 対象：1 歳未満の赤ちゃんと母親（家族）

受付日時：８月７・28 日（火）午前 10 時～ 12 時
バンビの会 対象：1 歳～未就園児と母親（家族）

受付日時：８月 27 日（月）午前 10 時～ 12 時
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人権行政相談 差別や虐待などの人権問題、国などの行政問題に関する相談

日時：８月 16 日（木）午後１時～４時
場所：町民会館２階会議室 A

消費生活相談 　　　　　　　契約トラブルや商品の事故などに関する相談

日時：８月3・10・17・24・31 日（金）午前９時 30 分～午後３時 30 分
場所：役場２階 201 会議室
予約・問合せ先：産業振興課　☎９２－７９４５
※お急ぎの場合は佐賀県消費生活センター（☎０９５２－２４－０９９９）まで

心配ごと相談 　　　　　　　　　　　　　　日常生活での色々な悩みごと

日時：8 月 1・8・29 日（水）午前９時～ 12 時  場所：福祉交流館
予約・問合せ先：社会福祉協議会　☎９２－３３１１

法律相談 　　　　　　　　　　　　法律問題に関する相談（定員７名）
日時：８月 22 日（水）午後１時 30 分～４時 30 分  場所：福祉交流館
予約・問合せ先：社会福祉協議会　☎９２－３３１１
女性総合相談 　　　　　　　　　　　　　　日常生活での色々な悩みごと

日時：８月８日（水）午前 10 時～午後 4 時　場所：役場 1 階 101 相談室
予約・問合せ先：健康福祉課　☎９２－７９６４

言語相談 　　　　　　　　　　　　子どもの言語や発達に関する相談

日時： ８月７日（火）午前 9 時～ 12 時　 場所：児童センター
日時：随時（土・日・祝を除く。予約要）午前 9 時～午後５時　場所：若楠療育園
予約・問合せ先：社会福祉法人若楠　☎８３－１２２８

心理相談 　　　　　　　　子育ての悩み、子どもの療育に関する相談

日時：８月４日（土）午前 9 時 30 分～午後 4 時 30 分　場所：若楠療育園
予約・問合せ先：社会福祉法人若楠　☎８３－１２２８

障がい児者相談　　　　　　　　　 障がい児者に対する制度などの相談

日時：８月14・28 日（火）午前 9 時 30 分～ 12 時　場所：福祉交流館
予約・問合せ先：特定非営利法人支援センターキャッチ　☎８７－８９５６

介護相談 　　　　　　　　　　　　　　　高齢者の介護に関する相談

日時：8 月 2・16 日（木）午前 9 時 30 分～11 時 30 分 場所：福祉交流館
予約・問合せ先：基山地区地域包括支援センター　☎８１－７０３９

年金相談 　　　　　　　　　　　　　年金の受給や手続に関する相談

日時：8 月 14・28 日（火）午前 10 時～午後 3 時
場所：役場 1 階 101 会議室
予約・問合せ先：佐賀年金事務所　☎０９５２－３3 －６３６０
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※便利な口座振替をご利用ください。

４ ７ 	通いの場
基中平和集会（全校登校日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
憩きやま元気サークル、
ちびっこシェフ　
子人形劇公演	
青少年育成町民会議夏季研
修自然等体験登山（～４日）
消費生活相談

２夏季レクリエーション　
５デイキャンプ
　（子どもクラブ）	
基保	避難訓練　
憩出前広場（親子遊び）
郵便局絵手紙教室　

４ ７ 	通いの場
社	初盆参り（～ 11日）　
憩シニアクッキング、
　きやま元気サークル　
福チャレンジ体験塾
消費生活相談　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
町老連友愛ヘルプ活動

11公民館開放日
第３回「山の日」記念登山会　
ちびっこのりだー１DAY基山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４ ７ 	通いの場
1 亀の子サークル　
７夏季レクリエーション　	
　（子どもクラブ）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
見幼	基幼盆おどり　
憩きやま元気サークル　
消費生活相談　
議会三養基郡町村議会議
長会全議員研修会　

憩カラオケサークル
きやま名画座（～ 19日）　
第８回けやき台合同夏祭り

４ ７ 	通いの場
４ ６ ８運営委員会
３ＳＵＮ３サロン　
基保夕涼み会（年長）　
憩きやま元気サークル　
消費生活相談　
議会鳥栖三養基地区消防事
務組合定例議会・鳥栖地区
広域市町村圏組合定例議会

３ ９ 11 12 14 15 17運営
委員会
８ポケット夏祭り　
15陶芸教室　
憩カラオケサークル　　
子てくてく広場（第２区）

４ ７ 	通いの場
憩きやま元気サークル　
消費生活相談　

山の日
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《凡例》
 基小 基山小学校 基幼 基山幼稚園

福 福祉交流館

憩 多世代交流センター憩の家

1 17  1 ～ 17 区
子 子育て交流広場

社 社会福祉協議会
若小 若基小学校
基中 基山中学校
東館 東明館学園
基保 基山保育園

見幼 見真幼稚園
た保 たんぽぽ保育園

食改 食生活改善推進協議会８月
カレンダー

５ 11 13 	通いの場
1 ２園部宝満宮夏越祭り　

10ラジオ体操開始　
福きやまん農園、チャ
レンジ体験塾
社心配ごと相談
農業委員会　　　

５ 11 13 	通いの場
８公民館開放の日　
12ふれあいサロン
15いきいきサロン　
16トーククラブ定例会　
基保	園庭開放　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
子てくてく広場（第１区）　
福きやまん農園
社心配ごと相談　
基山町教員３校合同研修会
女性総合相談
手話通訳者設置日

５ 11 13 	通いの場
防災の日

８八竹会　
憩わくわくタイム　
福チャレンジ体験塾　
地域包括介護相談　
人権行政相談　

５ 11 13 	通いの場
４クオーレ基山運営
推進委員会
５運営委員会　
８公民館開放の日　
16トーククラブ定例会
見幼卒園の集い、卒園
アルバム渡し　
福きやまん農園　
社法律相談
地域包括介護者教室
手話通訳者設置日　

５ 11 13 	通いの場
福きやまん農園
社心配ごと相談　

２福寿クラブ地域美化活動
７モンキーサロン七夕まつり　　
10 	通いの場　　　　　　　　　　　　　　　　　
15キューピー体験学習　　
　(子どもクラブ）
憩わくわくタイム
子ほっとママ　
福チャレンジ体験塾　
食改	第３回男性の料理教室
ライオンズクラブ公園・
町道清掃活動　
地域包括介護相談　　

10 	通いの場
基保	誕生日会　
憩	ふまねっと、ちびっこシェフ　
福チャレンジ体験塾
食改小学生料理チャレンジ教室
民生・児童委員協議会
家計の困りごと相談室

1 ２ ７ 10 13 16運営
委員会
10 	通いの場
14のぞみの日　

10 	通いの場
若小平和集会　
社子育て支援講座　
憩わくわくタイム　
食改はつらつ教室　

1 夏季行事（子どもクラブ）　
３公民館大掃除　
13区内一斉清掃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
けやき台夏祭り実行委員会
基山町民会館	ミュージカル	
「図書館で会いましょう」

10防災部委員会

13育児サークル　
憩健康相談、乳児相談、	
　気功教室　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
子手遊びＤＡＹ　
町営球場除草作業
消防部長会　
議会全員協議会、議
会改革特別委員会　

基小 若小 基中学校閉
庁日（～ 15日）　
社 子夏季休業（～15日）　
憩知って得するミニ講座　

６夏季レクリエーション
　（子どもクラブ）
10そうめん流し（子ども
クラブ・サロンげんき会）　　　　　　　　　　
若小ＰＴＡ親子除草作業　
基中部活動休養日　
東館補講（～ 30日）　
憩ワークショップ
第１回きやまこくさいフェスタ
青少年育成町民会議・県
民会議少年の主張県大会　

２区民レクリエーション大会　
３ ９河川清掃　
７第 42回区民ゴルフ大会　
14夏季麻雀大会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
社 24 時間テレビチャ
リティー募金　
憩ワークショップ　　

基中登校日（１・２年生）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
憩手芸サークル（～24日 )、
　気功教室　
子ほっとママ　
議会改革特別委員会、
県町村議会議長会・全
議員研修会

基中職場体験学習
　　（2年生 /～ 23日）　
憩ストレッチ体操　
福ふまねっと、ふれあい麻雀　　　　　　　　　　
新体力テスト（～ 23日）
団体長連絡会
安全な町づくり推進協議会　

年金相談　
障害者相談支援事業所
巡回相談　

２サロンつつじの会　
７みどりの日　
13さくら会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
憩レクリエーション、	
ちびっこシェフ、チクチ
ク工房サポーター講座　
福ふまねっと、ふれあい麻雀　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
食改健康料理研修会　　
補導員会　

基小 若小 基中始業式　
社子育て支援講座　
憩リフォーム教室
ＳＧＫ健康づくりセミナー　　

憩ストレッチ体操、	
チクチク工房サポーター講座
福ふれあい麻雀　
年金相談　
議会運営委員会・全
員協議会
障害者相談支援事業所	
巡回相談　　


