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情報コーナー
ポスター・標語及び青パト写真募集

（公財）佐賀県防犯協会

　( 公財）全国防犯協会連合会等で
は、令和３年のポスター、標語及び
青パト写真を募集します。応募作品
は未発表のものに限ります。
課題  ①ポスターと標語の共通課題 :
特殊詐欺（佐賀県内では「ニセ電話
詐欺」と呼びます。）・悪質商法の被
害防止②青色回転灯装備車（通称：
青パト）写真 : 青パトの活動中の写
真③標語のみ : 暴力団への加入阻止
応募要領  応募作品の裏面に、住所、
氏名（フリガナ）、年齢、電話番号、
職業または学校名、学年を明記して
ください。( ※規格外の作品は審査
対象外 ) 作品の規格の確認、応募用
紙（応募票）は、（公財）全国防犯
協会連合会のホームページからダウ
ンロードできるほか、鳥栖警察署又
は役場１階住民課くらしの安心・安
全係にて応募用紙等の配布を行って
います。
応募作品送付先  鳥栖警察署
応募締切  ６月４日（金）
入賞と表彰  ・最優秀賞　１名　表
彰状及び副賞・優秀賞　若干名　表
彰状及び副賞・優秀な作品は、（公財）
全国防犯協会連合会審査会へ推薦す
る他、（公財）佐賀県防犯協会会長・
佐賀県警察本部長連名に
よる表彰を行います。ま
た、応募された方全員に
参加賞を贈呈します。
問合せ先 
 （公財）佐賀県防犯協会　
☎０９５２－２２－８３３１

献血のご案内
佐賀県赤十字血液センター

日時  ４月 16 日（金）午前９時～
11 時半、午後１時～４時
場所  基山町保健センター
内容  400 ｍｌ献血
問合せ先  佐賀県赤十字血液センター　
☎０９５２－３２－１０１１

薬木薬草園 フォトコンテスト～ 2021 春～
中冨記念くすり博物館

日程  5 月 30 日（日）まで
開館時間  午前 10 時～午後 5 時

（最終入館午後 4 時 30 分）※毎週
月曜日（祝日の場合は翌日）
会場  中冨記念くすり博物館
入館料  大人 300 円、高大 200 円、小中 100 円
内容  当館併設の薬木薬草園及び庭
園の植物を撮影し、応募しよう！入
賞者には賞品があります。スマホで
気軽に撮るのも良し、デジカメで本
格的に撮るのも良し。皆様の力作を
お待ちしております。(HP より応
募、1 人 3 枚まで )
問合せ先  中冨記念くすり博物館
☎８４－３３３４

スマホ決済でのお支払いについて
佐賀東部水道企業団

　５月１日より当企業団発行の水道
料金及び下水道使用料納入通知書が
スマホ決済でお支払いできるように
なりました
ご利用できるサービス  ・ｐａｙ Ｂ・
楽天銀行コンビニ支払サービス・ＬＩ
ＮＥ ｐａｙ・ｐａｙ ｐａｙ・ゆうちょ 
ｐａｙ（銀行 ｐａｙ）・ａｕ ｐａｙ
当企業団ホームページに掲載のサー
ビス名をタッチすることでもサービ
ス専用アプリに接続ができます。
ご利用方法  サービスの専用アプリ
を使用して納入通知書のバーコード
を読み取り、電子マネーでお支払い
ができます。
ご利用の際の注意点  領収書は発行
されません。支払い履歴はアプリ内
の履歴等でご確認ください。領収書
が必要な場合は、金融機関またはコ
ンビニエンスストア等の窓口でお支
払いください。
問合せ先  佐賀東部水道企業団 三養
基営業　☎８９－２８６８

有
料
広
告

「基山 SGK」ウォーキング
基山 SGK

　神社仏閣・名所旧跡・季節の花な
どを巡り、楽しみながら健康の維持
増進に努めるための、初級者向けの
ウォーキングを計画しています。
日時  ① 4 月 24 日 出発：午前 9 時
30 分、集合場所：けやき台駅、内
容：神社探訪（若宮八幡神社―伊勢
山神社―白坂天神・愛宕神社）② 5
月 8 日 出発：午前 9 時 30 分、集
合場所：基山町営球場、内容：季節
の花鑑賞（三ヶ敷―金丸―東公園）
③ 6 月 12 日　出発：午前 9 時 30 分、
集合場所：けやき台駅、内容：神社
探訪（城戸―荒穂神社―宮浦）
※参加無料（当日まで参加予約受付）※水筒、
タオル等や傷害保険等のご準備は各自でお
願いします。※雨天中止等の連絡は、基山
web の駅上の HP にてご確認ください。
申込み・問合せ先  基山 SGK
☎５０－８０３５

△ホームページは
　こちら
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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 ]
・松野 和伸　金丸　( 亡ヨシエ )
・吉田 和子　文教通２丁目　( 亡昭四郎 )
・横枕 勝則　文教通１丁目　( 亡夘一郎 )
・藤田 英子　けやき台４丁目　( 亡常美 )
・八坂 光純　仁連寺　( 亡親憲 )

（敬称略）

新年度は新たな気持ちで救命講習を受講しましょう！！
　４月は入学式や入社式など、新生活がスタートする節目の月です。大切な人を、家族を、命を守るため、救命講習を受講し
て知識と技術を学びましょう。受講に際し、新型コロナウイルス感染防止対策として、①マスク着用、②手指消毒、③体温測定、
④当日の体調確認等を実施し、一定の距離を置くなどの感染予防対策を行ったうえで開催致しております。受講者の皆様には、
ご不便をおかけ致しますが、感染拡大防止にご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。なお、令和３年度から鳥栖消防署、
西消防署での各月交互開催となっておりますので、お申し込みの際にはご注意下さい。
　※今後の感染状況や、新たな知見等が国から示された場合は、救命講習の更なる緩和若しくは中止等の措置をとることが
ございます。一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。

▽救命講習定期開催日時
　５月 16 日（日）午前９時～１２時
　（申込期間 : 3 月 14 日～ 5 月 9 日）
　会場　西消防署（みやき町大字中津隈２４６５－４）
　6 月 19 日（土）午前９時～１２時
　（申込期間 : 4 月 25 日～ 6 月 12 日）
　会場　鳥栖消防署（鳥栖市本町３丁目１４８８－１）
※令和３年４月より、定期開催の方法が変わりま
す。詳しくは当消防本部のホームページをご確認
ください。ご不明な点がございましたら、下記
問合せ先までご連絡ください。
※受講料は無料です。受講後に修了証を交付します。

ホームページは▽

こちら

救・急・豆・知・識　
～ 新型コロナ感染症対策 ～

問合せ先  基山分署消防係　☎９２－７９１１

編集後記
広報の担当になって早2年が経
ちました。そして、今号が私が
作成する最後の広報紙となりま
す。広報紙の作成を通じて、町
の様々なイベントや人に出会え、
とても充実した2年間となりま
した。ありがとうございました！
今後も広報きやまをよろしくお
願い致します。（A）

　新型コロナウイルス感染症が流行している状況での応急処置は、『すべ
ての傷病者に感染の疑いがある』ものとして対応してください。
①　室内であれば窓等を開け、換気を実施しましょう。
②　感染予防のため、マスクを着用しましょう。
③　意識や呼吸の確認をするときは、倒れている人の顔にあまり近づきす
　　ぎない。（１メートル以上離す）
④　胸骨圧迫（心臓マッサージ）を開始する前に、倒れている方の口と鼻
　　をハンカチやタオルで覆う。（ウイルスの飛散を防ぐため）

※偶数月の 15 日号に掲載している　「基山町長交際費執行状況」の令和３年２月・３月分の執行状況については、該当あり
ませんでした。

▽救急車が到着したら
①　速やかに石鹸と流水で手と顔を十分に洗う。
②　口と鼻にかぶせたハンカチやタオルは、直接触れずに破棄する。

　佐賀県では、新型コロナウイルス感染症の影響により厳しい状況にある中小企業者
が未来に向かって前向きに事業を継続していただけるよう、「佐賀型中小事業者応援
金」を交付します。
▽対象事業者
　佐賀県内に本社・本店を有する中小企業及び県内在住の個人事業主。ただし、
　以下のいずれかに該当する場合は対象外です。
　　①「佐賀県時短要請協力金」の交付を受けた事業者
　　②農林漁業者（一部例外有）　　　③医療・福祉サービス事業者（一部例外有）
　　④性風俗関連特殊営業を行う事業者
▽対象要件　以下のすべてを満たすこと
　・売上月額が令和 2 年 12 月から令和 3 年 2 月のいずれかの月において、前年同月
　　と比較して 50％以上減少していること
　・前年同月の売上月額が法人 20 万円以上、個人 15 万円以上であること、又は令
　　和元年 12 月から令和 2 年 2 月の平均売上月額が法人 20 万円以上、個人 15 万
　　円以上であること
　・今後も佐賀県内で事業を継続していく意思があること
▽交付額　1 事業者あたり法人 20 万円、個人事業主 15 万円
▽申請受付期間　令和３年 4 月 30 日（金）まで
▽申請方法　電子申請又は郵送申請（角型 2 号封筒使用）
　郵送先　〒 840-8570　佐賀市城内 1 丁目 1 番 59 号
　　　　　　　　　　　　佐賀型応援金相談センター
　電子申請　https://www.saga-ouenkin.com/
▽その他
　必要書類、売上比較の考え方等、詳しくは佐賀県ホームページをご確認くだ
　さい。

佐賀県中小事業者応援金
問 佐賀型応援金相談センター　☎０９５２－２５－７０９９




