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『ハロウィンジャンボ宝くじ』
の購入は佐賀県内で！

（公財）佐賀県市町村振興協会

９月 24 日（火）から 10 月 18 日（金）
まで『ハロウィンジャンボ宝くじ』と

『ハロウィンジャンボミニ』が発売さ
れます。この宝くじの収益金は、各
県の販売額に応じて各市町村へ市町
村交付金として配分され、明るいま
ちづくりや環境対策、高齢化対策な
ど地域住民の福祉向上のために活用
されます。
抽選日は 10 月 30 日（水）です。

消費者ホットライン１８８とは？
消費者庁

消費者ホットライン
１８８（局番なし）
は、お近くの消費生

活センター等の消費生活相談窓口を
ご案内することにより、消費生活相
談の最初の一歩をお手伝いするもの
です。「悪質商法等による被害にあっ
た」「ある製品を使ってけがをして
しまった」などの消費者トラブルで
困っていることはありませんか？
そんなときは一人で悩まずに、全国
どこからでも３桁の電話番号でつな
がる消費者ホットライン「188（い
やや！）」にご相談ください。専門
の相談員がトラブル解決を支援しま
す。

無料法律相談会開催！
佐賀県労働者福祉協議会

県内勤労者とその家族の生活支援を
目的に、弁護士による無料法律相談
会を毎月 1 回、日曜日に開催して
います。相続、労働借金などの法律
問題でお困りの方は、一人で悩まず
に、ご相談ください。
日時 10 月20 日、11 月 17 日、12
月 15 日、1 月 19 日、2 月 16 日、
3 月 15 日（全て日曜日）
午後 1 時～ 4 時
場所  佐賀県労働会館３階（佐賀市
神野東４丁目７－３）
弁護士  弁護士法人朋楠・わかくす
法律事務所　辻 泰弘 弁護士
申込み・問合せ先  

（一社）佐賀県労働者福祉協議会・
ライフサポートセンターさが
☎０１２０－９３１－５３６
※相談は原則予約制

第１期 男の介護塾（第１回）
鳥栖地区広域市町村圏組合

対象 ご家族を介護されている男性
日程  ９月 28 日（土）午前 10 時～
12 時 30 分（午前９時 45 分受付開始）
場所  鳥栖地区広域市町村圏組合（鳥
栖三養基消防本部の南側）の会議室
参加費  無料　　定員  10 名程度
内容  ミニ講座、グループ活動、情報交換会
講師  西九州大学リハビリテーショ
ン学部  藤原 和彦先生
参加方法  ９月 27 日（金）午後４時
までに電話又はメールで「氏名・年齢・
日中の連絡先」をお伝えください。
申込み・問合せ先  
鳥栖地区広域市町村圏組合 介護保
険課 地域支援係
☎０９４２－８１－３１１１

公証相談所開設
佐賀公証人合同役場

10 月１日（火）～７日（月）、公証
制度の普及を図るため「公証週間」
を設定しています。佐賀県公証人会
では、無料相談を実施しますので、
お気軽にご利用ください。
相談内容 遺言の作成に関する事項、
金銭・土地建物の貸借、老後の財産
管理（任意後見）、離婚に伴う子の
養育費及び財産分与等の各種契約に
関する事項
日時  10 月４日（金）午前９時～午後７時
相談担当者 公証人
場所  佐賀公証人合同役場（佐賀市駅前中
央１丁目５番 10 号　朝日生命ビル７階）
問合せ先  
佐賀公証人合同役場
☎０９５２－２２－４３８７

ありがとう！基山 SGK 誕生祭
基山 SGK

基山 SGK では、設立から３周年を
記念してイベントを行います。多く
の催し物を準備しておりますので、
是非お気軽にご来場ください。
日時  ９月 28 日（土） 午後２時～８時 30 分
場所  基山 SGK 交流プラザ（けやき台駅前）
内容  ＜昼の部＞・きやの里教室作
品展示、販売・野菜等の販売・音楽
演奏（午後 3 時～ 4 時 30 分）・カフェ
＜夜の部＞・プロ歌手による演歌披
露・カラオケ・飲み物（有料）・抽
選会（豪華賞品を準備しています）
※夜の部は入場料 300 円（ワンド
リンク付）
問合せ先
基山 SGK 交流プラザ
☎・　 ５０－８０３５
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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 ]
・鳥飼 光行    鎌浦 ( 亡 絹子 )
・岩田 澄子　玉虫１６丁目 ( 亡繫文 )
・天本 トシエ　南高島２丁目 ( 亡辰男 )
・宮原 由美子　玉虫２丁目(亡北村 キミコ)
・野中 熊太　宿１丁目 ( 亡下村 ハルエ )
・平川 孝幸　玉虫９丁目(亡ホリエ)

（敬称略）

編集後記

広報きやまを担当して早くも半年が経ちました。外では鈴虫の声が聞こ
え始め、本格的に秋へ突入です。秋・冬と聞くとどことなく寂しい気が
するのは私だけでしょうか？
さて、基山町の秋と言えば、「御神幸祭」、「園部くんち」や「町民体育大会」
などイベント盛りだくさんです。こうやって書いてみるとわくわくしてきま
した。今から楽しみです♪（A)

危険物取扱者試験・準備講習会
鳥栖・三養基地区危険物安全協会

  危険物取扱者試験  
試験日   11 月 24 日（日）
※時間は試験種類によって異なる。
場所　佐賀大学本庄キャンパス
受付期間　9月17日（火）～27日（金）
※受験願書は県内各消防本部・各消
防署、消防試験センター佐賀県支部
に常設しています。
受験願書提出先

（一財）消防試験研究センター佐賀
県支部　☎０９５２－２２－５６０２
  危険物取扱者試験準備講習会  
日時  10 月 25 日（金）・26 日（土） 
午前９時～午後４時　
場所  鳥栖・三養基地区消防本部 3F　
受講料  5,000 円　
申込み期間 ９月 17 日（火）～ 10
月 24 日（木）
申込み・問合せ先
鳥栖・三養基地区危険物安全協会

（消防本部予防課内）☎８３－３１８１

ご存じですか？労働委員会
～労使間のトラブル お気軽にご相談を～

佐賀県労働委員会事務局

佐賀県労働委員会では、解雇や賃金
未払いなど、労使間のトラブルにつ
いて、電話、来所での相談を年間を
通じ平日の午前８時 30 分から午後
5 時 15 分まで無料でお受けしていま
す。秘密は厳守されます。
▽労使間のトラブル相談重点受付
週間の開催
下記期間は、平日の時間を延長し、
週末も相談を受け付けます。
期間  10 月５日（土）～ 11 日（金）
　　  平日：午前 8 時 30 分～午後８時
　　  ( 来庁の受付は午後 7 時まで )
　　  土・日：午前 9 時～午後５時
　　  ( 来庁の受付は午後 4 時まで )
問合せ先
佐賀県労働委員会事務局
☎０９５２－２５－７２４２

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 10 月20 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  
９月 15 日（日）～10 月11 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

目の前で助けを求める命が！救命講習を受講しましょう！

問合せ先  基山分署消防係　☎９２－７９１１

▽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 :１０月１２日まで）
１１月１５日（金）午前９時～１２時

（申込期間：10 月 20 日～ 11 月 8 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
～指令センターの口頭指導～

いざという時の１１９番通報ですが、
電話した後どうすればいいか不安ですよね。
しかし、どうぞご安心を。
指令センターが詳しくサポート（口頭指導）します。
携帯電話をスピーカーモード
にして、あとは説明のとおり
に行動しましょう。
分からなくても口頭指導があ
なたを助けます！


