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再生肥料の販売
三神地区環境事務組合

三神地区汚泥再生処理センターで
は、野菜などの栽培用に適した肥料
を販売しています。
日時  毎週木曜日 午後１時～４時
場所  三神地区環境事務組合事務局

（神埼市千代田町栁島１２９０番地）
肥料種類  汚泥発酵肥料
価格  15kg 入り 75 円
問合せ先  三神地区環境事務組合事務局
☎０９５２－３４－６５５５

有明海クリーンアップ作戦 2018
佐賀県

有明海は、さまざまな生物が生息す
る自然の宝庫。その環境を守るため、
有明海沿岸４県（佐賀・福岡・長崎・
熊本）の県民と漁業者が行う海岸清
掃にあなたも参加してみませんか。
日時 ８月 18 日（土）午前８時 ※荒天
の場合は、８月 19 日（日）に順延しま
す。場所 東与賀海岸（干潟よか公園集
合）※参加者には、記念品があります。
問合せ先
佐賀県 水産課　
☎０９５２－２５－７１４４

認知症 家族介護者交流会
鳥栖地区広域市町村圏組合

日時  9 月 15 日、10 月 20 日、11
月 10 日、12 月 8 日、平成 31 年１
月 19 日、２月 16 日（土）午前 10
時～ 12 時 30 分　場所  鳥栖地区広
域市町村圏組合２階大会議室　
対象  認知症の症状がある方を介護
している家族　定員  10 名程度　
参加費 100 円（材料・お茶・お菓子代）
内容  認知症に関する勉強、創作活動 

（小物やクリスマスリース作り等）、座 
談会（お悩み相談）　講師  西九州大学 
リハビリテーション学部 藤原教授
問合せ先 
鳥栖地区広域市町村圏組合 
介護保険課 地域支援係
☎８１－３１１１

障害者就職面接会
ハローワーク鳥栖

就職を希望する障害のある方に、多
くの企業との就職についての情報交
換の場の拡大と、企業における障害
者雇用の積極的な推進を図るため、
障害者就職面接会が開催されます。
日時 ８月30 日（木）午後１時 30 分～４時　
場所  佐賀県総合体育館（大競技場）
問合せ先　ハローワーク鳥栖
☎８２－３１０８

自立支援訪問型サービス従事者研修

鳥栖地区広域市町村圏組合

研修修了者には、認定証が交付され、
ヘルパー２級等の資格がなくても、
要支援認定等を持っている高齢者に
対する生活援助（掃除や洗濯、調理
など）に従事できます。詳しくは、
お問い合わせください。
９月コース
日時・場所  9 月 20 日（木）鳥栖市
民文化会館２階研修室、９月 27 日

（木）サンメッセ鳥栖３階大会議室、
10 月４日（木）鳥栖市民文化会館
２階研修室　募集期間  ８月 20 日

（月）～９月 14 日（金）
２月コース
日時・場所  平成 31 年２月14・21・
28 日（木）サンメッセ鳥栖３階大
会議室　募集期間  平成 31 年１月
４日（金）～２月７日（木）　定員  
各 50 名（先着順） 参加費 1,500 円 
申込み方法　電話、ＦＡＸ又はホー
ムページでお申し込みください。
申込み・問合せ先 
麻生介護サービス（委託）
☎０１２０－７０５－１３０
　０９２－４５２－７７１４

流しそうめんイベント

   「夏とそうめん」

日　時　　　月	　　		日（日）午後１時～３時

場　所　基山モール商店街

料　金　無料（どなたでも参加可能、申込み不要。）

食　数　限定 200 食（なくなり次第、終了します）

８ 19

問合せ先　さが地域ッズサポーター 西川　☎０８０－３９７５－７９０８

かいろう基山の方 と々切った竹を利用して、

流しそうめんイベントを開催！

みんなでそうめんを食べて、夏の暑さを吹き飛ばそう！
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受験講習会
日程 ９月 27 日（木）場所  佐賀市 
文化会館３階大会議室  受講料 
3,000 円（別途テキスト代 2,500 円）
試験
日時 10 月４日（木）場所  佐賀
市文化会館３階大会議室  受験料  
5,000 円  受験資格 ①高校（旧制中
学）以上の土木工学科等を卒業し、
排水設備工事等の設計又は施工に関
し２年以上の経験を有する者 ②高
校（旧制中学）を卒業し、排水設備
工事等の設計又は施工に関し３年以
上の経験を有する者 ③排水設備工
事等の設計又は施工に関し５年以上
の経験を有する者  試験案内配布・ 
受験申込み期間 ８月１日（水）～ 20 日 

（月）消印有効　
試験案内配布場所 基山町役場 建設
課（☎９２－７９６３）
申込み・問合せ先  
佐賀県下水道協会
☎０９５２－３３－１３３０

田主丸花火大会
〈久留米市〉

筑後川河畔に約 4,000 発の打上花火
と仕掛け花火が、夏の夜空を彩ります。
頭上に広がる花火は迫力満点です。
※河川敷臨時無料駐車場（1300 台）
日時  ８月 26 日（日）午後７時 30 分 
～８時 20 分  ※雨天の場合、28 日

（火）又は 30 日（木）に順延します。
場所  片の瀬公園筑後川河川敷
問合せ先 （公財）久留米観光コンベ
ンション国際交流協会田主丸事務所
☎０９４３－７２－４９５６　　
　０９４３－７２－４９５９

夢ＨＡＮＡＢＩ2018
〈小郡市〉

宝満川河川敷で、水上仕掛け花火や
趣向を凝らした打上げ花火など、約
8,000 発の花火が上がります。
日時  ８月 18 日（土）午後７時 45 分
～９時  ※雨天の場合、19 日（日）
又は 20 日（月）に順延します。
場所  小郡運動公園横 宝満川河川敷
問合せ先  （一社）みい青年会議所
☎７２－８１３７　☎７５－０９６１（当日）

サガン鳥栖「ブリヂストンデー」
〈鳥栖市〉

　サガン鳥栖対ガンバ大阪戦が特別
料金で観戦できるほか、第 10 回ブ
リヂストン杯少年サッカー大会やス
タジアム横の都市広場でブリヂスト
ンキッズパークが行われます。
日時  8 月 26 日（日）午後７時
場所  ベストアメニティスタジアム
問合せ先　鳥栖市 スポーツ振興課
☎８５－３５２２　　８１－１３６１

上級救命講習
鳥栖・三養基地区消防事務組合

９月９日は「救急の日」です。この日を 
含む９月９日～ 15 日を「救急医療週
間」とし、上級救命講習を開催します。
日時 ９月９日（日）午前９時～午後６時
場所 鳥栖・三養基地区消防本部３階 
大会議室  受講料  無料  ※筆記試験
及び実技試験合格者には、上級救命
講習修了証を交付します。定員  30 名 
程度（先着順） 申込み期間 ８月 13
日（月）～ 31 日（金） 用意するもの　
筆記用具、昼食、動きやすい服装
※駐車場に限りがあるため、公共交通
機関や乗り合わせでお越しください。　　　　　
※詳しくは、同組合ホームページ又
はお電話でお問い合わせください。
申込み・問合せ先
鳥栖・三養基地区消防事務組合　
消防本部　警防課　救急室
☎８３－７９９５

朗読（音訳）の講習会
朗読ボランティアグループ 虹の会

虹の会では、初心者・一般の方を対
象に朗読（音訳）講習会を開催します。
ぜひご参加ください。
日時  ８月29 日（水）午前 10 時～ 11
時 30 分（午前９時 50 分から受付開 
始）場所  基山町民会館 視聴覚室　
内容  発声の仕方、朗読（音訳）の基
礎等 講師  副田ひろみ氏（TKU テレ
ビ熊本アナウンサーを経て、フリー
アナウンサーとして現在活躍中）
参加費  無料（参加希望の方は事前
にご連絡をお願いします）
※虹の会では、目の不自由な方や文
字が読みづらくなられた方に広報き
やま・基山社協だよりを音声 CD に
してお届けしています。また、一緒に
活動してくださる会員さんも募集して
います。一緒に活動してみませんか！
申込み・問合せ先
朗読ボランティアグループ虹の会　
佐藤　☎９２－６８０７
椛　　☎９２－７５８４

佐賀県下水道協会排水設備
工事責任技術者試験

佐賀県下水道協会

職員採用試験案内
佐賀東部水道企業団

日程 ９月 16 日（日）一次試験
場所 佐賀工業高校（予定）
受検資格 平成３年４月２日～平成
13 年４月１日生まれの方
採用予定人員 ①一般事務（高卒程
度）１名 ②土木（高卒程度）１名 
申込み締切日 ８月 17 日（金）
※申込書及び試験案内は、佐賀東部
水道企業団総務課窓口で配布してい
ます。郵便で請求する場合、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
サイズ用紙が入る大きさ）を同封し
てください。
申込み・問合せ先
佐賀東部水道企業団 総務課 庶務係
〒８４９－０９１４ 
佐賀市兵庫町大字西渕１９６０－４
☎ ０９５２－３０－６１５１

編 集 後 記

“ジリジリ”と照りつける日差
しと蝉の声。いよいよ本格的
な夏がやってきました。テレ
ビでは熱中症のニュースが目
立ちます。日頃からこまめな
水分補給を心がけましょう。（K)


