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職業訓練受講生募集（4月入所生）
ポリテクセンター佐賀

募集コース・定員 
①ものづくりベーシック科・15 名、
②電気設備施工科・15 名
募集締切日 ３月１日（金）
訓練期間 
①４月３日（水）～７月 24 日（水）
②４月３日（水）～９月 30 日（月）
入所選考  ３月 9 日（土）に筆記試
験及び面接を実施　
受講料  無料（テキスト代等は別途自己負担）　
応募資格  新たな職業に就こうとする
求職者で、受講意欲があり、公共職
業安定所長より受講指示又は受講推
薦等を受けた方　
申込方法  受講を希望される方は、
最寄りのハローワークでご相談の上、
応募書類をご提出ください。
問合せ先　
ポリテクセンター佐賀
☎０９５２－２６－９５１６

佐賀県がん患者・家族集いの会
佐賀県がん総合支援センター

日時 ３月 11 日（月）午後１時～４時
場所  佐賀県健康づくり財団１階 西
九州大学グループ健康支援センター 
内容  松本 美佐子先生によるクッキー
作り（エプロンと三角巾をご持参く
ださい）、親睦・交流会 
対象者・定員 がん患者とその家族
約 30 名（先着順）
参加料 １人 300円（お茶菓子付き） 
申込み方法  ３月８日（金）までに、
住所、氏名、電話番号、家族同伴の
有無を電話でご連絡ください。
申込み・問合せ先
佐賀県がん総合支援センター
☎０１２０－２４６－３８８

（祝日を除く月～金曜日の午前９時 30
分～午後１時、午後２時～４時 30 分）

佐賀アディクションフォーラム
～依存症は回復可能な病気である～

佐賀県精神保健福祉センター

お酒・パチンコなどのギャンブル・薬
物などの依存症は専門医療機関や
地域の相談窓口、自助グループにつ
ながり、様々な助けを借りることで
回復可能な病気です。依存症でお悩
みの本人や家族、医療や行政の支援
者の方々、回復方法を知る機会です。
日時 ２月 24 日（日）
         午後０時 30 分～４時 30 分
場所 西九州大学 神埼キャンパス３号館
内容 ①肥前精神医療センター武藤 
岳夫先生による講演「依存症は回復
可能な病気である」②お酒・ギャン
ブル・薬物の依存症当事者や家族の
体験談③自助グループのミーティング

（初めての参加・見学可能）
参加費 無料（申込み不要）
問合せ先　　
佐賀県精神保健福祉センター　
☎０９５２－７３－５０６０　　　　　　　　　

受講生募集
基山 SGK

基山 SGK では、各教室の受講者を
募集します。興味のある方は、ぜひ
お申し込みください。
パソコン教室
日時 毎週火曜日 午前 10 時～12 時
場所  基山 SGK 交流プラザ１階
内容 簡単なパソコンアート、エクセ
ル操作、インターネット操作
定員  5 名程度   参加費 1 回 200 円
俳句教室
日時  毎月第１・３金曜日
         午前 10 時～ 12 時
場所  基山 SGK 交流プラザ１階
定員  5 名程度  参加費  1 回 200 円
申込み・問合せ先　
基山ＳＧＫ交流プラザ
☎・　 ５０－８０３５

会員募集
基山ミニテニスクラブ

基山ミニテニスクラブでは、会員を
募集します。ミニテニスは、室内で
行う軽スポーツで、天候に左右され
ることなく、仲間たちと楽しく運動
することができます。健康づくりや
充実した日々を送るためにミニテニ
スを始めてみませんか。
対象者  年齢・性別不問 
練習日時（場所）
①毎週水曜日：午後３時～５時（基
山町総合体育館）②毎週土曜日：午
前 9 時～11 時（基山小学校体育館）　
会費 500 円／月（別途、任意加入
のスポーツ安全保険加入料が必要）
準備するもの  運動できる服装、体
育館シューズ
申込み・問合せ先
基山ミニテニスクラブ　神田
☎９２－６０２２

会員募集
基山町ボウリング協会

基山町ボウリング協会は、町内の方々
との親睦と健康づくりを目的に活動
しています。ボウリングは、子どもか
ら高齢者まで楽しく汗が流せるスポ
ーツです。初めての方も大歓迎！興
味のある方は、ぜひご連絡ください。
対象者  18 歳以上の方 
活動内容  10 月の県民体育大会出場
及び練習、親睦レクリエーション活動
会費  500 円／年
申込み方法  ３月８日（金）までに
電話で「名前・住所・電話番号」を
お知らせください。
申込み・問合せ先
基山町ボウリング協会  熊本
☎０９０－１３６３－３５９３
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寄附ありがとうございました

基山町社会福祉協議会へ
[ 香典返し ]
・木村司 正応寺（亡 勲）
・白水 嘉久 北奈良田（亡 久子）
・重松 哲夫 鳥栖市（亡 クニカ）
・渡邊 秀則 小松 （亡 ツキ）
・江下 久仁仰 岡垣町（亡 貞雄）
・三池 眞知子 東脇田（亡 樋口好子）
・久保山 ミヨシ 仁連寺（亡 茂幸）

（敬称略）

編 集 後 記

交際費執行状況
基山町町長交際費の公表に関する要綱に基づき、町長交際費の平成 30 年度 12・１月分の執行状況に
ついて公表します。

支出
種別

支出年月日 
（行事の開催日等）

支出金額
（単位：円） 支出の相手方及び行事名等

御祝 平成 30 年 12 月 15 日 5,000  JA 全農ミートフーズ九州基山パックセンター竣工記念式典

御祝 平成 31 年  1 月  5 日 5,000 基山建設労働組合定期総会

12・１月分合計     2 件　　　10,000 円

平成 30 年度累計  12 件　　　57,994 円

毎年新成人に渡される記念品。

今回の記念品は、実行委員の子

たちと障害福祉サービス事務所

PICFA がコラボし、一枚一枚手で

刷ったオリジナルトートバック。

どこに行っても手に入らないこ

の日だけの特別なトートバック。

今年も素敵な成人式でした。（K）


