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活動協力者大募集！
基山 SGK

基山 SGK 寺子屋部会は、子どもた
ちの居場所づくりと健やかな成長を
目的として活動しています。我 と々共
に活動していただける方を大募集し
ます。興味のある方は一度活動を覗
きにきてください！
日時  毎週水曜日 午後３時半頃～
場所  基山ＳＧＫ交流プラザ(けやき台駅前)
活動内容  宿題や将棋、オセロ、縄
跳び、イベント開催
※祝祭日等で日時等変更する場合があります。
申込み・問合せ先 
基山ＳＧＫ  ☎・　 ５０－８０３５

受講者募集！
げんきやまパソコンクラブ

思い出の写真をムービーにしてみませ
んか？１枚１枚の写真を組み合わせ、
ストーリーのあるムービーを作成しま
す。パソコンを使って簡単に出来ます。
日時  ７月 23 日（火）・26 日（金）
午後 1 時 30 分～３時 30 分
場所  基山町民会館視聴覚室
定員  先着 20 名
参加費  無料(PCは各自ご持参ください)
申込み方法  ７月 15 日（月）までに電
話にて氏名・住所・電話番号を連絡下さい。
申込み・問合せ先
基山町文化協会加盟団体 
げんきやまパソコンクラブ 勝田 開治
☎０８０－１７０９－００３２

令和元年度 税務職員募集
鳥栖税務署

受験資格  ①平成 31 年４月１日にお
いて高等学校又は中等教育学校を卒
業した日の翌日から起算して３年を
経過していない者及び令和２年３月
までに高等学校又は中等教育学校を
卒業する見込みの者②人事院が①に
掲げる者に準ずると認める者
試験の程度  高等学校卒業程度
受付期間  ６月１７日 ( 月 ) ９時～２６日 ( 水 )
HP: http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
※原則インターネット受付ですが、
インターネット申込みができない環
境にある場合は、希望する第１次試
験地を管轄する国税局（国税事務所）
に問い合わせてください。
試験日  ・第１次試験：９月１日 ( 日 )
・第２次試験：１０月９日 ( 水 ) ～
１８日 ( 金 ) のうち指定する日
問合せ先  鳥栖税務署 総務課
☎８２－２１８５（音声ガイダンス後２）

節電の参加者募集
（九州エコライフポイント）

九州版炭素マイレージ制度推進協議会

地球温暖化防止対策のため、家庭
で節電の取組をしていただく世帯を
募集します。参加者には、特典があ
ります。
募集世帯  九州全体で先着６７５０世帯
期間  令和元年７月～９月（この期
間分の検針票「電気ご使用量のおし
らせ」を提出していただきます。）
申込み締切  ７月 19 日（金）
特典  ①ポイントプレゼント・検針
票提出者全員に５００ポイント券を
進呈・前年同期比で削減ができた世
帯に２００ポイント進呈・前年夏ま
たは今年冬、節電活動をしていただ
いた世帯に２００ポイント進呈※ポ
イントは道の駅、スーパー、コンビ
ニなどで使用できます。②検針票提
出者の中から抽選で特産品をプレゼ
ント③前年同期比で削減ができた世
帯の中から抽選で５名様に２０００
ポイント進呈
申込み方法  役場にある、申込用紙
記入後、郵便、ＦＡＸで送付。又は、
Ｅメール、ｗｅｂサイトから申し込
みできます。
申込み・問合せ先  九州版炭素マイ
レージ制度推進協議会ポイント運営
管理事務局  片山、魁
〒 860-0844　熊本市中央区水道町
8-6　朝日生命ビル 11F
☎０５７０－０８７－３３５
 　０５７０－６６６－６１２

点字・点訳ボランティア入門
佐賀県立盲学校

日時  ７月２５日（木）、８月８日（木）、
１９日（月）、３０日（金）
午後１時３０分～４時
※全日程参加をお願いします。
内容  点字の基礎・パソコン点訳

（※テキスト代金等として千円程度必要）
定員  先着１０名（高校生以上）
申込み締切  ６月２１日（金）
受付時間  午前９時～午後４時（電
話のみ）※申込用紙を郵送いたしま
すので、折り返しご返送ください。
申込み・問合せ先  佐賀県立盲学校 地域支援部　
☎０９５２－２３－４６７２
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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 ]
・福永 文代  古寺（亡 雄之）
・坂口 ケイ  才の上（亡 人二）
・城本 妙子 南高島３丁目（亡 良雄）
・天本 ムツヨ  中園（亡 邦夫）
・坂口 芳子 川西（亡 芳）
・田中 和代 高下町３（亡 春夫）
・ 古賀 義徳  皮ご石東 ( 亡トミヨ )　
・ 天野 美貴枝  白坂上　( 亡敏郎 )
・酒井 博史  城戸引地　( 亡美代子 )

（敬称略）

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、町長交際費の令和元年度４・５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 31 年４月 12 日 5,000 大興善寺契園つつじ開園式

御祝 令和元年５月 13 日 4,294  第 34 回三神地区商工会女性部連絡協議会通常総会

４・５月分合計  ２件 　　　　　   9,294 円

令和元年度累計  ２件　　　　　　9,294 円

編集後記

5 月 11 日～ 20 日は春の全国交

通安全運動期間でした。

最近、悲惨な交通事故のニュー

スをよく聞きます。自動車は大

変便利ですが、その一方で大

きな凶器にもなってしまいます。

自分の身を守るためにも再度、

交通安全について考えてみませ

んか？(A)

生活の相談窓口
佐賀県生活自立支援センター

仕事や生活のこと、借金でお悩みの
方、その他様々な理由で経済的にお
困りの方、ひとりで悩まずお気軽に
ご相談ください。
相談支援員が関係機関との連携を取
り、解決に向けて共に考え取り組み
ます。
問合せ先  佐賀県生活自立支援センター
☎０９５２－２０－００９５

絶対に救わなければならない命がそこにある！！
　事故や病気で心臓や呼吸が止まって亡くなる方は、全国で毎年約７万人と言われています。基山分署管
内では平成３０年に救急搬送された方だけでも２４名の方が亡くなられています。しかし、心臓や呼吸が止
まった方に、救急車が到着するまでの間、その場に居合わせた方（バイスタンダー）が応急手当をすること
で、助かる確率は２倍以上と言われています。あなたの「一歩踏み出す勇気」が大切な人の命を救えるかも
しれません。救命講習を受講していざという時に備えましょう！！

▽定期開催日時
①６月１５日（土）９時～１２時

（申込期間 : ５月１８日～６月８日）
②７月１９日（金）９時～１２時

（申込期間 : ６月１６日～７月１２日）
※受講料は無料です。受講後に修了証を
交付します。
※ 10 名以上であれば随時救命講習を開
催しております。お気軽にご相談下さい！

ネットでも申込みできます

豆・知・識～救急車の適性利用～

　平成３０年の管内救急出動件数は５, ４００件を超えてい
ます。重症度の高い方に救急車が間に合わない可能性があ
ります。救急車には限りがあります。大切に使いましょう！！

▽不適切な救急車使用例

①交通手段がない ②夜間・休日の診療時間外 ③どこの病院に行けば
いいかわからない

④優先的に
診てもらえる ⑤救急車は無料だから

問合せ先  基山分署消防係　☎９２－７９１１


