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情報コーナー

地域で支える在宅医療・介護をテーマ
に、タレントの荒木由美子氏、鳥栖三
養基医師会 小柳医師をお招きし、講
演会を開催します。
内容  「家族との絆」荒木 由美子氏

「地域での人生会議（アドバンス・ケア・
プランニング：ACP）」小栁 毅氏
開催日  令和 2 年 2 月1日（土）
場所  サンメッセ鳥栖 4 階 ホール
入場無料・事前申込み不要
主催  鳥栖三養基医師会・鳥栖地区
広域市町村圏組合
申込み・問合せ先
鳥栖地区広域市町村圏組合
☎８１－３１１１

受講者募集！ 
鳥栖三養基市民公開講座

鳥栖地区広域市町村圏組合

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 2 月22 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 2 級（物理・化学・生物）・３～ 8 級
申込み期間  
１月27 日（月）～２月10 日（月）
申込み方法  同協会のホームページ
からお申込みください。
申込み・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

にっこり母子保健推進員さん通信にっこり母子保健推進員さん通信にっこり母子保健推進員さん通信にっこり母子保健推進員さん通信

問 基山町保健センター　☎８５－９０９５

楽しく学んで、仲間も増える。シニアの
ための学習講座です。
応募資格  おおむね 60 歳以上の人
定員  140 名
開講日  令和 2 年 4 月から 2 年間
毎週水曜日（年間 30 日）
場所  佐賀県立男女共同参画セン
ター・生涯学習センター「アバンセ」
内容  現代社会の動き、ふるさとを
知る、シニアの健康管理、工芸実習、
見学研修、地域活動の基礎知識など
年間費用  受講料 36,750 円 / 消費税込
応募締切  3 月 20 日（金）
申込方法  入学願書の提出が必要です。
ゆめさが大学ホームページからも申込
みできます。
申込み・問合せ先
ゆめさが大学事務局
☎０９５２－３１－４１６５

学生募集
ゆめさが大学佐賀校

ゆめさが大学事務局

12 月８日（日）のふれあいフェスタでは赤ちゃん
ハイハイレースとおもちゃ作りをしました。たくさ
んの方に参加していただき、ありがとうございまし
た。
　ハイハイレースは 37 名に参加いただき、家族総
出の応援の中でものすごい熱気となりました。みんなゴー
ルを目指して頑張り、優勝者は王冠をかぶって写真を撮り
ました。参加者には、この日のために母子保健推員全員で
作ったアンパンマンゴムをお渡ししました。

　凧づくりではそれぞれに楽し
いイラストを描いたり、リース
も可愛い飾りつけでオリジナル
のものができていましたよ。

編集後記

今号の表紙はきやま創作劇で

す。この劇を見たのは今年が

初めてだったのですが、大迫

力のダンスや、感動のスト―

リーに引き込まれ、夢中になっ

てカメラのシャッターをきって

いました。出演者やスタッフ

の方の努力が感じられ、さら

なる感動を生んでいるように

感じました。長期間の練習や

準備等お疲れさまでした！（A)
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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 ２月３日（月）～13 日（木）

（2月８・11 日を除く ※ 2 月 9 日は配布します）
登録受付期間 ２月６日（木）～13 日（木）

（２月8・11 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）
申請書は、持参による申込みに限り
ます。
問合せ先  
県営住宅指定管理者  ㈱マベック 
鳥栖管理室  　☎８１－３０２０

寄附ありがとうございました

基山町育英資金貸付基金へ
[ 指定寄附 ]
・基山町ゴルフ協会　60,000 円
基山町社会福祉協議会へ
[ 一般寄附 ]
・吉田利雄　50,000 円
[ 香典返し ]
・ 石井 正子　丸林東　( 亡満 )
・林田 善弘　きやま台９丁目　(亡リミ)
・ 田中 敬子　けやき台４丁目　( 亡勝正 )
・中川 一人　北九州市　( 亡千代子 )
・簑原 茂行　北奈良田　( 亡佳子 )
・鳥飼 美津子　筑紫野市　(亡岸ミ子ヲ)
・井上 忠雄　大城　( 亡秀子 )
・埋金 義明　本通町　( 亡喜美江 )
・羽根 悦子　才の上　( 亡明弘 )
・白水 憲治　北奈良田　( 亡太郎 )
・初村 健二　みやき町　( 亡貞子 )

（敬称略）

救命講習を受講しよう ! いざというとき…出来ますか！？救命処置

問合せ先  基山分署消防係　☎９２－７９１１

▽救命講習定期開催日時
２月15 日（土）午前９時～１２時

（申込期間 :１月１8 日～２月８日）
３月 20 日（金）午前９時～１２時

（申込期間：２月16 日～３月日）
▽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
～高齢者に起こる事故を防ぐには？～

≪原因≫
事故の半数は家庭内において発生しており、主な事故は階
段や脚立からの転落、浴室や段差での転倒です。転落・転
倒事故では打撲・骨折により療養期間が長期化しやすくなっ
ています。
≪対策≫
身の回りの事故防止
　☆家庭内の段差をなくし、手すりを設置する。
　☆階段・廊下・玄関などに明るい照明や足元灯を設置する。
　☆床や階段につまずきそうな物を置かないようにする。
　☆すべりやすい履物を履かないようにする。
　☆脚立やはしごを利用するような高所での作業はなるべく避ける。
小さな転倒一つから大きな健康寿命短縮に繋がります。
身の回りを見つめ直し、予防に努めましょう。

　心臓が止まってしまうような重大な事故は、いつ、どこで、何が原因で起こるか分かりません。心臓と呼
吸が止まってから時間の経過とともに救命の可能性は急激に低下しますが、心肺蘇生や AED（自動体外式
除細動器）などの応急手当を行えば、救命の可能性はおよそ 2 倍になることが分かっています。
　日本では、119 番通報があってから救急車が現場に駆けつけるまでに平均して約 9 分かかります。事故
などにあった人が心停止になったとき、その人を助けるためには、そばに居合わせた人「バイスタンダー」
が応急手当を行うことが重要となります。
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シニア向けパソコン等の
セキュリティー対策講座

基山ＳＧＫ

最近、インターネットの安全性や信
頼性を脅かす事件が多発していま
す。そこで、パソコン等を使う上で
のセキュリティについて勉強したい
と考えています。参加は無料で申込
みは不要です。皆様の参加をお待ち
しています。
日時 1 月 20 日（月） 午後 2 時～3 時
場所 基山ＳＧＫ交流プラザ（けやき台駅前）
講師 シニア情報生活アドバイザー佐賀 澤田 猛
定員 20 名　　持ち物 筆記用具
問合せ先  
基山 SGK  　☎５０－８０３５




