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情報コーナー

佐賀県下水道協会設備工事
責任技術者試験

佐賀県下水道協会

試験日  10 月３日（木）
受験料  ５千円
会場  佐賀市文化会館 ３階 大会議室
受験資格 次のいずれかに該当する者　
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
試験科目 下水道に関する一般知識、
排水設備に関する法令・事務手続・設
計及び施工並びに維持管理について
受験講習会  ９月 27 日（金）
受 講 料 3 千 円 ※ 別 途 テ キ ス ト 代
2,500 円（各自で直接購入）
会場  佐賀市文化会館 ３階 大会議室
申込書配布期間 8月1日（木）～19 日（月）
申込方法 佐賀県下水道協会へ郵送
で申し込み※試験申込手続き、手数
料等については、建設課（役場２F）
で配布してある試験案内をご覧くだ
さい。
申込み・問合せ先  
佐賀県下水道協会
☎０９５２－３３－１３３０

要介護認定調査の
受託希望者（個人）募集！

鳥栖地区広域市町村圏組合

業務内容 要介護認定の申請者に面接
して心身の状況等の調査を行い、調
査情報をパソコンに入力する。
応募資格  次の①～③の条件を満た
す方①有効な介護支援専門員の資
格を有していること②調査に必要な
移動手段（自家用車）が確保できる
こと③介護保険に係る事業所に所属
していないこと　※介護支援専門員
の経験を有している方歓迎！
募集人数 若干名（令和元年 8 月 26
日採用予定）※ 8 月～ 10 月に研修有り
面接日 8 月 19 日（月）予定
委託料 ４, ２１２円 / １件（研修期間：
２，２００円 / １件）
申込み方法 8 月 9 日（金）必着で履
歴書と介護支援専門員証の写しを介
護保健課に持参又は郵送してください。
申込み・問合せ先
鳥栖地区広域市町村圏組合
介護保険課 認定係   ☎８１－３３１５

職業訓練受講生募集（９月入所生）
ポリテクセンター佐賀

募集コース・定員  
CAD/NC オペレーション科・15 名、
溶接技術科・12 名、住環境 CAD 科・
15 名、電気保全サービス科・15 名
募集締切日 ７月 31 日（水）
訓練期間 ９月３日（火）～令和 2 年 2
月 28 日（金）
入所選考  ８月７日（水）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
薦等を受けられる方　
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。
※施設の見学、訓練内容の説明、訓
練体験など毎月無料で実施していま
す。お気軽にご参加ください。
問合せ先　
ポリテクセンター佐賀
☎０９５２－２６－９５１６

オープンキャンパス
県立久留米高等技術専門学校

日時  ・実習体験会：7 月 21 日（日）、
8 月 4 日（日）、9 月 29 日（日）  ・見
学相談会：7 月、8 月、9 月の毎週火
曜日※ 8 月 13 日・20 日は行いません。
※開始時間については、お問い合わ
せください。
会場  久留米高等技術専門学校
参加費  無料
※事前に申込みが必要となります。
問合せ先　福岡県立久留米技術高
等専門学校 訓練課
☎３２－８７９５ 　　３２－８７９３

消火器設置について
鳥栖・三養基地区消防事務組合

平成 28 年 12 月に新潟県糸魚川市
で発生した大規模火災を受け、消防
法が改正されました。ガスコンロ等 

「火を使用する設備又は器具」を設
けた飲食店は令和元年 10 月 1 日か
ら原則として消火器の設置が義務付
けられました。
※「火を使用する設備又は器具」に
防火上有効な措置（自動消火装置等）
が講じられている場合は、消火器の
設置が必要ありません。
問合せ先　鳥栖・三養基地区消防
事務組合 予防課 査察指導室  
☎８３－７９９６

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
※予約受付は 7 月 10 日（水）17 時まで
日時 ７月 17 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
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耳納北麓デザート街道 
『第３回ジェラート総選挙』

〈久留米市〉

期間 7 月 20 日（土）～ 9 月 30 日（月）
場所 久留米市山本町・草野町・田主
丸町、うきは市吉井町の 9 店舗
内容 耳納北麓の農産物を使ったこ
だわりのジェラートを販売するお店
でお気に入りのジェラートを探してみ
ませんか。スタンプを４つ以上集め、
お気に入りのジェラートに投票してく
ださい。１位に投票した人の中や、
全店制覇した人の中から、抽選で素
敵な商品をプレゼントします。
問合せ先　久留米市世界のつばき館
☎・　４７－１８２１

七夕えだまめ収穫祭
〈小郡市〉

小郡産枝豆 「七夕えだまめ」の収穫
祭。生産者直売をはじめ、市内飲食
店による出店も並びます。
日時 ７月 28 日（日）
         午前 11 時～午後 4 時
場所 小郡市生涯学習センター
          （小郡市大板井）
料金 無料
問合せ先　七夕えだまめを広める会　
☎８０－８１７０

まつり鳥栖 2019
〈鳥栖市〉

「夏・みんなの架け橋」をテーマに、
市民パレードや総踊り、中央公園内、
フレスポ鳥栖などで多彩な催しを行
います。
日時  7 月 28 日（日）12 時～ 21 時

（歩行者天国は 21 時 30 分まで）
場所 鳥栖市中心市街地（本通筋商
店街、大正町、東町、中央公園、フ
レスポ鳥栖ほか） 
問合せ先　まつり鳥栖実行委員会

（鳥栖観光コンベンション協会内） 
☎８３－８４１５　  ５０－５０１４

編 集 後 記
だんだん気温が高くなり、とうとう夏がやってきた！と感じる今日この
頃です。スポーツ日和で体を動かす機会も増えるかもしれません。水
分補給はしっかりし、熱中症に気をつけてくださいね！区対抗スポーツ
大会を見て、私も久しぶりにスポーツを楽しみたくなりました。 （A)

基山の神社仏閣講演会
基山 SGK

基山 SGK 健康づくり部会は、基山
に数多くある神社仏閣の由緒や因縁
等を学ぶ講演会及び、ウォーキング
で巡るイベントを開催します。
日時 【講演会】①７月１８日（木）
② 8 月 22 日（木）③ 9 月 19 日（木）
午後１時 30 分～ 3 時
※各回テーマは異なります。
※ウォーキングは１０月～令和２年３
月の間に５～６回程度開催予定で、
詳細は別途お知らせします。
場所 基山 SGK 交流プラザ１階
参加費 200 円 / 回
※事前申込みの他、当日参加も可能です。
申込み・問合せ先　
基山ＳＧＫ健康づくり部会
☎・　 ５０－８０３５

「戦没者遺児による慰霊友　　 
　好親善事業」参加者募集

日本遺族会事務局

この事業は、厚生労働省から補助を
受け実施しており、先の大戦で父等
を亡くした戦没者の遺児を対象とし
て、父等の戦没した旧戦域（広域地
域15 地域、特定地域３地域）を訪れ、
慰霊追悼の実施及び、同地域の住
民との友好親善を目的としています。
なお、平成 30 年度参加者以外は複
数回の応募ができます。当日は看護
師が同行しますが、付添希望者はご
相談ください。
費用 参加費として 10 万円
問合せ先 日本遺族会事務局
☎０３－３２６１－５５２１
申込み先 佐賀県遺族会
☎０９５２－２３－４４９０

実用理科技能検定
日本理科検定協会

実用理科技能検定とは、理科の学習者
を積極的に顕彰・評価し、日常生活に
役立つ科学的な知識やものの見方を高
め、次代を担う技術や地球環境の維持
に必要な基礎力を養う検定です。今回、
佐賀県会場として基山町が九州で初の
試験会場となりました。ぜひこの機会 
にチャレンジしてみてはいかがでしょうか？
日時 ８月 24 日（土）午後１時 30 分～
場所  基山町民会館 １階会議室
受験科目 １～５級、SCORE100・60・40・30
申込み方法 同協会のホームページ
にアクセスしてください。
申込み期間 ７月９日（火）～８月５日（月）　
問合せ先
坂口（検定試験監督兼講師／理科検定１級取得）
☎９２－２５９０
☎０９０－１１９９－９８４１

第９回基山町民会館 
　　　　「ミニ美術展」開催

基山町民会館

基山町民会館を利用されているサー
クルの皆様の力作を展示します。皆
様のご来館を心からお待ちしており
ます。
日時 ７月 19 日 ( 金 ) ～ 21 日（日）
午前９時～午後５時
場所 町民会館小ホール
出展サークル 
絵画サークル雅・きざん書院クラブ・
ネイチャーフォト教室・アート絵楽・
着物リフォーム・池田由美子パッチワー
ク教室・伝統手織・花実アート・フラ
ワーサークル奈菜・シニアネット基山・
若草句会・切り絵サークル葉切
問合せ先
基山町民会館事務所
☎９２－１２１１


