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無料調停相談会
鳥栖調停協会

調停委員と弁護士が相談に応じま
す。一人で悩まないで気楽に相談し
てみませんか。
日時  9 月７日（土）
　　  午前 10 時～午後 3 時
場所  サンメッセ鳥栖
相談内容  金銭貸借、土地建物、交
通事故、公害、夫婦・親子関係、戸
籍関係、その他一切のもめごと
主催  鳥栖調停協会
問合せ先  鳥栖簡易裁判所内
☎８２－２２１２

小郡駐屯地記念行事
陸上自衛隊小郡駐屯地

小郡駐屯地創設 66 周年・第 5 施設
団創設 58 周年記念行事に伴い、駐
屯地を一般開放します。観閲式・行
進をはじめ、災害対処訓練展示、装
備品展示、音楽演奏等を実施します。
また、JA 隊カレーの無料配布や筑前・
筑後・佐賀地区物産展の開催と楽し
い企画が盛りだくさん。皆様お誘い
あわせのうえご来場ください。
日時  9 月 15 日（日）
　　  午前 8 時 30 分～午後 3 時
場所  陸上自衛隊小郡駐屯地
　　  （小郡市小郡２２７７）
※無料駐車場有り。西鉄小郡・JR 鳥
栖・基山各駅からシャトルバス運行
問合せ先
小郡駐屯地広報班
☎７２－３１６１

中小企業・小規模事業者の皆様へ
　10 月 1 日から消費税率が 10％に引き上げられ、それと同時に消費
税軽減税率制度が実施されます。
　中小企業・小規模事業者等に対しては、複数税率対応レジの導入や、
受発注システムの改修等が必要になる場合に、これに要する経費の一
部を補助する国の制度があります。是非ご活用ください。
　詳しくは「軽減税率対策補助金事務局ホームページ」をご覧くださ
い。

http://kzt-hojo.jp/ 

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。佐賀県会場（基山）は九州で
唯一の試験会場です。（定員 120 名）
日時 ９月22 日（日）午後２時 30 分
場所  基山町民会館 １階会議室
受験科目 ２～８級
申込み方法  下記連絡先へお問い合
わせください。
申込み期間  
８月 15 日（木）～９月13 日（金）　
問合せ先  
坂口 英一（検定試験監督兼講師／
理科検定１級取得）
☎・　９２－２５９０ （３区）
☎０９０－１１９９－９８４１

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８月 19 日（月）17 時まで
日時 ８月 21 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

障がい者就職面接会
ハローワーク鳥栖

就職を希望する障がいのある方に、
多くの企業と、就職についての情報
交換の場を提供し、企業における障
がい者雇用の積極的な推進を目的と
して「障害者就職面接会」が開催さ
れます。
日時  10 月 11 日（金）
　　  午後 1 時 30 分～ 4 時
場所  SAGA サンライズパーク総合体
育館（旧 佐賀県総合体育館）
佐賀市日の出１－21－15
問合せ先
ハローワーク鳥栖
☎８２－３１０８

「子どもの人権１１０番」強化週間
佐賀地方法務局

いじめや虐待など、子どもの人権に
関わる悩みごと、心配ごとなどの電
話相談に応じます。ひとりで悩まず、
お気軽にご相談ください。相談内容
についての秘密は固く守られます。
期間  ８月29日(木)～９月４日( 水)
受付時間  午前８時 30 分～午後７時
※８月３１日 ( 土 )、９月１日（日）は
午前 10 時～午後５時
相談窓口（フリーダイヤル）
０１２０－ ０

ぜろぜろななの

０７ － １
ひゃくとおばん

１ ０
相談担当者  法務局職員、人権擁護委員
問合せ先
佐賀地方法務局　人権擁護課
☎０９５２－２６－２１９５

軽減税率対策補助金 検索
HP
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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 ]
・ 山本 清文  伊勢前（亡 井上 黎子）
・権藤 嘉徳  馬場（亡 ムツ）
・寺﨑 幸子 皮ご石西（亡 正光）
・松田 力  長野（亡 佳久）
・八坂 憧憲 仁連寺（亡 隆憲）
・占野 亨 筑紫野市（亡 絹代）
・ 福山 勇雄 けやき台１丁目 ( 亡ヤヱノ )

（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５～７
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 令和元年５月 23 日 4,158 基山モール商店街総会

賛助 令和元年７月９日 5,000  被爆 74 周年原水禁運動

５～７月分合計  ２件 　　　　　   9,158 円

令和元年度累計  ４件　　　　　　18,452 円

編 集 後 記

きのくに祭りは基山町出

身ならだれでも行った事

があるお祭りではないで

しょうか？私も小学生の

時、ダンスステージに出

場していました！良い思

い出です！(A)

救命講習を受講しよう！大切な家族や友人のために！
　７月の豪雨では佐賀県で数名の方が亡くなり、また、多くの住民が避難や浸水被害などに遭われました。
過去にも大雨により被害に遭い不幸にして亡くなられた方がおられます。災害はいつ発生するか分かりませ
ん。いついかなる時も災害に対する備えは大切です。消防隊や救急隊、他にも自衛隊や警察など色んな機
関が活動しますが、住民の命を救うには限りがあります。自助・共助とは、自分の身は自分で守る、地域で
守るということです。災害時は助けを待つだけでなく、自助・共助の必要性を今一度家族で考えてみませんか。
　大切な家族や友人を守れる力をみんなで身につけましょう！！
▽救命講習定期開催日時
１０月１９日（土）午前９時～１２時

（申込期間 : ８月１８日～１０月１２日）
▽会場　鳥栖消防署
　　　（鳥栖市本町３丁目１４８８－１）
※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受
け付けます。お気軽にご相談下さい！

ネットでも確認できます

豆・知・識～熱中症から身を守ろう～

問合せ先  基山分署消防係　☎９２－７９１１

県営住宅入居予備者募集
㈱マベック 鳥栖管理室

募集団地 基山町（本桜）、鳥栖市（麓、鎗田、 
原町、曽根崎、旭、鳥栖南部、加藤田）　
申込書配布期間 ９月２日（月）から

（７日を除く）
登録受付期間 ９月５日（木）～ 11
日（水）（７日を除く）
午前９時～午後６時　
受付場所 ㈱マベック鳥栖管理室（鳥
栖市元町 1234 －１）
問合せ先  
県営住宅指定管理者 ㈱マベック 
鳥栖管理室  ☎８１－３０２０

夏になり熱中症で死亡する方も。
人は汗をかくと塩分も減少
運動や睡眠の前にも
スポーツドリンクなどで塩分補給を♪

熱中症に効果あり！霧吹き＆うちわ !
その仕組みは・・・
気化熱で一気に体温を下げるんです !

自衛官募集説明会開催
自衛隊鳥栖地域事務所

日時  ９月１日 ( 日 )
　　  午前 10 時～午後４時
場所  基山町民会館 1 階 会議室
内容  自衛隊の採用種目
採用種目  ①防衛医科大学校 ( 医学
科／看護学科 ) 学生②防衛大学校学
生③航空学生④一般曹候補生⑤自衛
官候補生⑥高等工科学校生徒　
問合せ先  自衛隊鳥栖地域事務所 　
☎８３－４０７７


