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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（前週の水曜日までに要申込）
日時  ５月 15 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

５月は赤十字運動月間
基山町社会福祉協議会

日本赤十字社は、赤十字に縁のある
５月を赤十字運動月間とし、赤十字
会員増強運動を実施します。近年頻
発する大規模災害等における救護活
動や紛争犠牲者や発展途上国の人々
を救援するための国際活動を筆頭
に、救急法やいのちと健康を守る講
習の普及、看護師の養成、血液事業
並びに医療事業など人道的諸事業を
多くの方々にご理解いただき、「人
道・博愛」を根底とした赤十字思想
の普及と活動資金を拠出して赤十字
活動を支えてくださる「赤十字会員」
への加入をお願いします。
問合せ先　基山町社会福祉協議会 　
☎９２－３３１１

筑後川マラソン 2019
筑後川マラソン事務局

日時  10 月 13 日（日）
場所 久留米百年公園河川敷
エントリー受付  ６月１日（土）～
７月 15 日（月）※定員になり次第
受付終了（先着順）
ボランティア募集締切日  ９月５日（木）
詳しくは大会ホームページ（http://
npoaiai.jp）をご確認ください。
申込み・問合せ先  
筑後川マラソン事務局 
☎３０－１２０１　　８０－４０８１

地域密着型サービス事業所設置
候補者の募集

鳥栖地区広域市町村圏組合

募集内容 市町村名：①鳥栖市②上峰
町 サービス：①（介護予防）認知症対
応型共同生活介護 ②（介護予防）小
規模多機能型居宅介護
事業所数・定員 ①２事業所（１ユニッ
ト：９人）②１事業所 29 人
公開抽選申込み ①必要②不要
※（介護予防）認知症対応型共同生
活介護は、総量規制により公開抽選
による１ユニット（定員９人）の事業
所を２つ選定します。
※建築物の敷地、構造設備及び用
途に関する制限等については、予め
関係機関にお問い合わせください。
申込み期間 ５月 10 日（金）～６月
28 日（金）※土・日曜日を除く
※詳細は、同組合ホームページを
参照してください。
申込み・問合せ先
鳥栖地区広域市町村圏組合
☎８１－３３１５　　８１－３３１６

介護保険住宅改修施工事業者登録
鳥栖地区広域市町村圏組合

介護保険に基づく住宅改修を行う場
合は、鳥栖地区広域市町村圏組合に、
住宅改修施工事業者の登録をするこ
とが必要です。登録を希望する事業
者は、以下のとおり登録申請をしてく
ださい。また、６月に実施予定の登録
研修の受講を登録条件とします。なお、
平成 30 年度に登録されている事業
者は、今回登録申請する必要はあり
ません。今回登録申請をされない場
合は、来年の７月まで登録できませ
んのでご注意ください。
申請期間 ５月７日（火）～ 31 日（金）
※郵送の場合は５月 31 日必着
提出書類 ①住宅改修施工事業者登
録（更新）申請書、②住宅改修施工
事業者業務概要書、③住宅改修の
施工に係る誓約書  ※提出書類は鳥
栖地区広域市町村圏組合ホームペー
ジからダウンロードできます。
提出先・問合せ先
鳥栖地区広域市町村圏組合
介護保険課　給付係
☎８１－３３１５　　８１－３３１６
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司法書士大串法光事務所
基山町宮浦１５５（京町ＪＡスタンド交差点南側）

T E L  ０９４２－９２－６７２２

相続 ・ 遺言 ・ 登記
成年後見 ・ 法律相談

【月～金】８：３０～１８：３０【土日】電話予約で休日や時間外でもご相談に応じます。

☆相談は無料です。お気軽にお電話、お立ち寄りください☆
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グリーンフェスティバル 2019
〈久留米市〉

日時 ５月 19 日（日）午前 10 時～
　　 午後４時（午前９時開場）  
場所 福岡県緑化センター
内容クリスマスローズや花木・果樹苗
などを最安値で販売する軽トラ市や
アロマワークショップなどのほか、
木工体験やキャラクターショーなど
子どもが喜ぶ催しもたくさんあります。
問合せ先　福岡県緑化センター
☎０９４３－７２－１１９３

味坂ポピー祭り
〈小郡市〉

日時 ５月 11 日（土）～ 12 日（日）
　　 午前 10 時～午後５時 
場所 味坂ポピー園（小郡市光行）
料金 無料
問合せ先　小郡市観光協会　
☎７２－４００８

こどものための音楽祭
〈鳥栖市〉

日時  ５月４日（土）   午前９時 30 分 
場所 鳥栖市民文化会館 
内容 楽器の演奏やワークショップ、リト
ミック、パネルシアター、楽器体験など
問合せ先　鳥栖市民文化会館 
☎８５－３６４５　　８５－３６４７

編 集 後 記
この春から基山町役場に入庁
しました。初取材は入学式！子
どもたちの笑顔がみれ幸先の
良いスタートとなりました！ど
うぞよろしくお願いします。（A)

初心者向け絵手紙教室
基山 SGK

基山 SGKでは、初心者向けの絵手紙
教室を開催します。ぜひお気軽にお越
しください。（申込みは随時受け付け
ていますが、教材等の準備があります
ので、お早めにお申し込みください。）
日時 5 月13 日（月）から毎週月曜日
　　 午後１時 30 分～３時
場所 基山 SGK 交流プラザ１階
参加費 200 円 / 回（別途、教材費が
必要です）　定員 10 名程度　
申込み・問合せ先　
基山ＳＧＫ交流プラザ
☎・　 ５０－８０３５

佐賀県調理師試験
佐賀県

日時 10月12日（土）午後１時 30 分～３
時 30 分  場所 佐賀大学本庄キャンパス
受験資格 佐賀県ホームページでご確
認ください。試験方法・科目  筆記試
験（食文化概論、公衆衛生学、栄養
学、食品学、食品衛生学、調理理論）
申込み方法  受験願書は、県内の各保
健福祉事務所又は佐賀県健康福祉部
健康増進課において配布。郵送請求
の場合は、請求者の住所、氏名、郵便
番号を明記し、140 円分の切手を貼っ
た返信用封筒（角形２号）を同封の上、
封筒の表に「佐賀県調理師試験 受
験申請書希望」と明記すること。（請
求期間：５月 13 日（月）～ 31 日（金））
受付期間  ５月 13 日（月）～６月７日（金）
受験手数料  6,100 円
提出・問合せ先　
公益社団法人調理技術技能センター
調理師試験担当
☎０３－３６６７－１８１５

薬の飲み残しはありませんか
佐賀県薬剤師会・佐賀県後期高齢者医療広域連合

飲み残した薬や飲まなくなった薬を
そのままにしておくと、古くなった薬
を飲んで飲み間違いの原因になりま
す。また勝手な判断で薬を飲んでし
まうと、思わぬ副作用が起きること
があります。飲み残した薬を「かかり
つけ薬剤師・薬局」に持っていくと、
薬剤師が必要な薬か処分した方が良
い薬かを判断します。飲み残しの薬

（残薬）を減らすことで医療費の削減
につながります。薬局では「おくすり
整理そうだんバッグ」を無料でもら
えます。飲み残したお薬が
あったら「かかりつけ薬剤
師・薬局」へ！
問合せ先　
・佐賀県薬剤師会　
　☎０９５２－２３－８９３１
・佐賀県後期高齢者医療広域連合
　☎０９５２－６４－８４７６

会員・スクール生募集
基山町体育協会　硬式テニス

会員（18 歳以上が対象）
日時  水・土・日曜日、祝日　
         午前９時～午後１時
場所  基山町営テニスコート
スクール生（初心・中級者が対象）
日時 毎週土曜日 午後７時～９時
　　※５月 11 日（土）から活動開始
場所 基山町営テニスコート
年会費 一般 ７千円、学生５千円

（ボール・コート代、保険料等の実費分）
申込み・問合せ先　
池浦  ☎０９０－４３５２－９５３４（午後７時以降）


