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情報コーナー

編 集 後 記
私にとって秋といえば、スポー

ツの秋！県民体育大会は、納得

のいく結果ではありませんでし

たが、目標に向かってチームで

練習した日々はかがえのないも

のとなりました。来年こそは…（K)

第10 回 キヤマルシェ
キヤマルシェ実行委員会

キヤマルシェの出発点であるグリー
ンロードで秋のハンドメイドマルシ
ェを開催！お気に入りを探しに行こ
う！（ JR 九州ウォーキング同日開催）
日時 11 月 25 日（日）
         午前10 時～午後３時
場所  基山モール商店街　
問合せ先
キヤマルシェ実行委員会　川村
☎０８０－３１８２－１８５１
　kiyama.marche@gmail.com

不要本回収のお願い
手をつなごう図書館の会

ふれあいフェスタでリサイクルブッ
クバザーを行います。ご家庭で不要
になった本（子どもの本、漫画、女
性誌、趣味の本）を回収します。ご
協力お願いします。※バザーの売上
金は、図書館の清掃活動やイベント材料
費の一部にあてさせていただきます。
回収期間 12 月１日（土）～６日（木）
回収場所  基山町立図書館カウンター　
問合せ先
手をつなごう図書館の会　内山
☎０９０－９５８３－４５０５

佐賀県（地域別）の
最低賃金が改定されました

10 月４日（木）から
時間額が 762 円に！（25 円アップ）

　精皆勤手当、通勤手当、家族手当及び時間外労働等割増賃金は、最低
賃金に算入されません。特定（産業別）最低賃金は、別途決定されますが、
陶磁器・同関連製品製造業は、平成 30 年 10 月４日以降、新たな陶磁器・
同関連製品製造業の特定最低賃金が発効するまで、県最低賃金７６２円（１
時間当たり）が適用されます。

 ※問合せ先　佐賀労働局　☎０９５２－３２－７１７９

３Ｂ体操教室
（公社）日本３Ｂ体操協会

ストレッチやリズム体操で体を無理な
く動かし、脳トレにも役立つ健康体操
で無料体験レッスンを行っています。
お気軽にお問い合わせください。
日時 水曜日: 午前 10 時～11 時 30 分、
金曜日 : 午後７時～８時 30 分
場所  基山町保健センター研修室１、
または研修室２
準備するもの 運動できる服装、室内
シューズ、マット又はバスタオル、飲み物
問合せ先　
公益社団法人日本３Ｂ体操協会　
公認指導者　矢野 徳子　
☎０９０－３３２５－１６６５

健口から健幸へ
佐賀県歯科医師会

豊かな老後生活を送るためには健康
寿命（健康上の問題がない状態で日
常生活を過ごせる期間）を延ばすこと
が重要であり、そのためには口の状態
を正常に保つことが大切です。そこで、
日頃から正しい歯磨きで口を清潔に
しておくことや健口体操などの口のリ
ハビリを日課として実施すること、そ
して、かかりつけ歯科医院による口腔
管理をおすすめします。また、今年度
は 76 歳の方を対象とした「歯あわせ
検診」を実施しています。対象の方は、
この機会に口の状態を把握して、健
康寿命の延長に繋げましょう。
問合せ先　
一般社団法人 佐賀県歯科医師会
☎０９５２－２５－２２９１
佐賀県後期高齢者医療広域連合
☎０９５２－６４－８４７６

↓ facebook

アーチェリー会員募集
鳥栖アーチェリークラブ

対象者 アーチェリー初心者  
日時  毎週火・土曜日 
         午前９時 30 分～ 11 時 30 分
場所 鳥栖市民アーチェリー場
問合せ先　　
鳥栖アーチェリークラブ 松本
☎０７０－５５４２－２４９７
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寄附ありがとうございました

基山町育英資金貸付基金へ
[ 一般寄附 ]
・大久保 正克                30,000 円
基山町社会福祉協議会へ
[ 一般寄附 ]
・匿名　　　　　          10,000 円
・佐賀女子短期大学 学生ボランティア 
　サン－キスト             27,553 円
・太宰府料金所 基山 OB 会 13,419 円
[ 香典返し ]
・ 井上 梅子 園部団地３組（亡 傳）
・丸山 秀子 野入（亡 勝敏）
・大久保 正克 上町上第１（亡 ツ子ト）
・渕上 雅子  筑紫野市

（亡 久保山 ヨシエ）
・重松 義博  南高島２丁目（亡 和子）
・宮崎 和弘 白土（亡 好江）

（敬称略）

サガファームランド
佐賀県

期間 11月23日（金）～12 月16 日（日）
場所 こころざしのもり （県立図書館南広場）
内容 佐賀農業の歴史と未来をテーマ
に、見て、触れて、感じることができ、
子どもから大人まで楽しめる体験型
の企画展。ドローンなどカッコいい最
新機械の展示や操作体験、佐賀のお
いしい農畜産物の紹介や試食、農業
に関連したワークショップなど、ワク
ワクする体験がいっぱいです。入場は
無料。

問合せ先　佐賀県　農政企画課　
☎０９５２－２５－７２５７

日時 11 月 22 日（木）
         午後１時 30 分～３時
場所  基山ＳＧＫ交流プラザ
        （ＪＲけやき台駅前）
内容  溝上薬局けやき台店の薬剤師
によるインフルエンザの予防及び罹患
後の対策について、セミナーを開催し
ます。ぜひお気軽にご参加ください。
参加費 無料 ※事前に電話又はＦＡ
Ｘにてお申し込みください。
申込み・問合せ先
基山 SGK 交流プラザ　
☎・　５０－８０３５

（午前９時～午後５時）

健康づくりセミナー 
「インフルエンザの予防」

基山ＳＧＫ

生活の困りごとを何でもご相談くだ
さい。相談者の生活の不安や心配な
どに寄り添いながら、問題解決に向
けた、継続的なサポートを行います。
仕事が長続きしない、仕事が決まら
ない、家計を考えずにお金を使って
しまう、家族が引きこもっている…な
ど、お気軽にご相談ください。
問合せ先
公益社団法人  佐賀県社会福祉士会
佐賀県生活自立支援センター　
☎０９５２－２０－００９５

（午前 10 時～午後８時）

ご相談ください 
生活の不安や心配ごと

佐賀県生活自立支援センター

▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△

肥前さが幕末維新博覧会残り
ヵ月２

平成 30 年３月に開幕した「肥前さが幕末維新博覧会」も、残りあと
２カ月となりました。ご覧になった方の満足度は 90％以上！「ふるさ
と佐賀に誇りを感じた」、「歴史がすっと頭に入ってくる」、「テーマパー
クのアトラクションのようで大人も子どもも楽しめる」と多くの方に
ご好評です。平成 31 年１月 14 日の閉幕が近づくにつれ、これから
混み合ってくることが予想されます。特にメインパビリオンの“ 幕末維
新記念館 ”は、１日 2,000 人程度
の入場制限（１回あたり約 40 人、
９分ごとの入場）があります。比
較的余裕を持ってご覧いただける
今のうちに、ご来場ください。
※団体（20 名以上）でのご予約は、チケット
管理センター（☎０９５２－２９－３６７１）まで

問合せ先　博覧会運営本部　☎０９５２－３７－０１８１


