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町からのお知らせ

子どもを交通事故から守るために繰り返し教えてください
お知らせ

交通安全コラム Vol.10

・車道への飛び出しや駐車車両の前後からの横断は絶対にしない。
・信号が青の時でも、右左の安全を確かめてから横断する。
・道路を横断するときは、横断禁止場所や斜め横断はせず、遠回りでも必ず横断歩道や歩道橋を渡る。
・トラックなど大きい車両の右左折時は車両の動きに注意する。
・自転車を利用する時、一時停止の標識のある場所や見通しの悪い場所では必ず止まって安全を確かめる。
・自転車を利用するときは、必ずヘルメットを着用する。

大人が、子どもの行動を理解した上で、
子どもの目線で危険な場所を考え、安全な通行方法や横断など、
具体的に教えてください。

あなたのその一言が子どもの命を守ります！

問 住民課　くらしの安心・安全係　☎８５－８１７１

えっ！通信販売 クーリング・オフできないの？
お知らせ

消費生活コラム Vol.７

問 住民課　くらしの安心・安全係　☎８５－８１７１

【事例①】
　ネット通販で靴を購入した。サイズが小さかったので交換を希望したが、合うサイズがなく、「返品はできない」
と言われた。注文前に、「返品できない」との表示は目に入らなかった。クーリング・オフできないのか。

（当事者：80 歳代 男性）
【アドバイス】
●通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。
　返品については事業者が決めた特約（返品特約）に従うことになります。
●「返品特約」が定められていない場合、商品を受け取った日を含めて８日以内であれば、
　消費者が送料を負担し返品できます。
●少しでもおかしいと感じた場合や、よく分からない場合は、早めに消費生活センター等にご相談ください。
　（消費者ホットライン１８８）
●通信販売で、商品等を購入する際は、事前に返品の可否や返品・交換が可能な場合の条件などを
　よく確認しましょう。　　　　　　　　　　　　　（出典：国民生活センター・見守り新鮮情報第 357 号より）

司法書士大串法光事務所
基山町宮浦１５５（京町ＪＡスタンド交差点南側）

T E L  ０９４２－９２－６７２２

相続 ・ 遺言 ・ 登記
成年後見 ・ 法律相談

【月～金】８：３０～１８：３０【土日】電話予約で休日や時間外でもご相談に応じます。

☆相談は無料です。お気軽にお電話、お立ち寄りください☆
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編 集 後 記

家の中で過ごす時間が長くなっ

ていますが、みなさんはどのよ

うに過ごされていますか？

私は、家の中だとどうしても運

動不足になりがちです…。本号

の 12・13 ページに掲載の体操

をぜひみなさんもチャレンジし

てみてください！（A)

情報コーナー

佐賀県調理師試験
佐賀県

日時 10月10 日（土）午後１時 30 分～３
時 30 分  場所 佐賀大学本庄キャンパス
受験資格 中学校若しくはこれに準ず
る学校を卒業した者又は同等以上の
学力がある者で次に掲げる
施設又は営業において 2 年以上調
理業務に従事した者①寄宿舎、学校、
病院等の施設であって継続して１回
20 食以上又は１日 50 食以上の飲食
物を調理している施設②食品衛生法
施行令第 35 条に掲げる飲食店営業、
魚介類販売業又はそうざい製造業・
焼物・揚げ物・蒸し物・酢の物又は
和え物を製造する営業
試験方法・科目  筆記試験（食文化
概論、公衆衛生学、栄養学、食品学、
食品衛生学、調理理論）
受付期間  ５月 11 日（月）～６月 5 日（金）
※詳しくは、公益社団法人調理技術
技能センターホームページ又は問合
せ先へご連絡ください。
提出・問合せ先　
公益社団法人調理技術技能センター
調理師試験担当
☎０３－３６６７－１８１５

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（5 月 13 日（水）までに要申込）
日時  ５月 20 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

会員・スクール生募集
基山町体育協会　硬式テニス

会員（18 歳以上が対象）
日時  水・土・日曜日、祝日　
         午前９時～午後１時
場所  基山町営テニスコート
スクール生（初心・中級者が対象）
日時 毎週土曜日 午後７時～９時
※詳細についてはお申込みの際にお
尋ねください。
場所 基山町営テニスコート
年会費 一般 ７千円、学生５千円

（ボール・コート代、保険料等の実費分）
申込み・問合せ先　
池浦  ☎０９０－４３５２－９５３４（午後７時以降）

自衛官募集
自衛隊鳥栖地域事務所

募集内容  ①自衛官候補生②一般曹候補生
受験資格  令和 2 年 4 月 1 日現在（在
高校生を除く）① 18 歳以上 33 歳
未満② 18 歳以上 33 歳未満
受付期間  ①お問合せください
② 5 月 15 日まで
試験日  ① 5 月 23 日・24 日② 5 月 23 日
試験会場  陸上自衛隊目達原駐屯地

【募集説明会】
日程  5 月 2・３・9・10・23・31 日、6 月 6・
14・20・28 日　午前 10 時～午後 4 時
場所  自衛隊鳥栖地域事務所（鳥栖
市本町 1-962-1　2 階右側）

【自衛隊・警察合同説明会】
日時  5 月 17 日（日）午前 10 時～
午後 3 時（正午～午後 1 時を除く）
場所  サンメッセ鳥栖 ３F 大会議室
参加対象  公安系公務員希望者
※入場無料、服装自由、履歴書不要
問合せ先　
自衛隊鳥栖地域事務所
☎８３－４０７７

会員募集
ミニテニスクラブ

ミニテニスは、通常のテニスよりも短
いラケット、大きなボールを使用し、
年齢を問わずに楽しめるスポーツで
す。現在、基山ミニテニスクラブは、
男性 9 名、女性 11 名で活動してい
ます。私たちと一緒にミニテニスを楽
しみませんか？
対象  年齢・性別不問
日時・場所  ・水曜日（午後 3 時～ 5
時）基山町総合体育館・土曜日（午
前 9 時 30 分～ 11 時 30 分）基山
小学校体育館
会費  500 円 / 月
準備品  運動できる服及び体育館シューズ
問合せ先　
ミニテニスクラブ代表　岡 秀三
☎９２－０４１８

消毒用アルコールの安全な取り扱い
鳥栖・三養基地区消防事務組合

消毒用アルコールは濃度等によって
消防法で規制される危険物に該当
し、アルコールから出る蒸気は火が
付きやすく、火災に繋がる可能性が
あります。また、蒸気は空気より重く
低所に滞留しやすいため、換気をす
ることも大切です。火気の近くでは
使用しない等、取り扱いには十分注
意してください。
大量に保管や取扱う場合は、消防法
又は火災予防条例に基づき規制等を
受ける場合があります。
問合せ先　
鳥栖・三養基地区消防事務組合
☎８３－７９９６




