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情報コーナー

みんなの介護塾
鳥栖地区広域市町村圏組合

　認知症や介護に関する悩みや相談は
ありませんか？在宅介護の情報を集め
て、対処法を一緒に考えてみましょう。
対象  認知症の症状があるご家族を
介護しておられる方　
開催日時 令和４年７月から令和５年２月

（９月・12 月を除いて６回）毎月第３土曜
日　午前 10 時～ 12 時
場所  鳥栖地区広域市町村圏組合　
２階大会議室
内容  知って得する介護講座（ミニ講義）、
創作活動、情報交換会（お悩み相談会）
講師  西九州大学リハビリテーション
学部　藤原和彦先生
参加費  無料
定員  各回１０名程度
参加方法  各開催日の 1 週間前まで
に、電話でお申し込みください。
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　鳥栖市本町３丁目１４９４番地１ 
☎８１－３１１１( 酒井､ 西山 )

労働保険のお知らせ
厚生労働省労働基準監督署

　令和４年度労働保険（労災保険・雇用
保険）の年度更新期間は、６月１日（水）
～７月 11 日（月）です。
　労働保険の保険料は、毎年、４月１日
から翌年３月 31 日までの１年間を単位と
して算定されています。最寄りの労働局・
労働基準監督署・金融機関で申告・納
付をお願いします。
　年度更新申告書の書き方及び申告・納
付方法等の詳細につきましては、厚労省
ホームページ等をご参照ください。
※労働保険とは労災保険と雇用保険の
総称で、労災保険は労働者が業務上の
事由又は通勤が原因で負傷した場合等
に必要な保険給付を行う制度であり、雇
用保険は労働者が失業した場合等に労
働者の生活や雇用の安定を図るための給
付を行う制度です。
問合せ先　☎０９５２－３２－７１３３

（佐賀労働局）

夏休みこども大会参加者募集
陸上自衛隊目達原駐屯地

日時  7 月 23 日（土）午前９時～午後１時
場所  陸上自衛隊　目達原駐屯地
内容  装備品見学・食事体験・オリエ
ンテーリング等
参加条件  佐賀県内在住の小学４～６年生
定員  20 名（申込み多数の場合抽選）
参加費  600 円（食事代等）
申込み方法  ホームページより、参加申
込書を印刷の上、必要 事 項を記 入し、
FAX 又は郵送。※６月 30 日（木）必着
申込み・問合せ先  〒 842-0032　佐
賀県神埼郡吉野ヶ里町立野 7-1 目達原
駐屯地 広報室　「夏休みこども大会係」
☎０９５２－５２－２１６１　 ０９５２
－５２－２９４０

筑後川マラソン 2022
筑後川マラソン大会事務局

開催日  10 月 23 日（日）
場所 久留米百年公園河川敷
受付  エントリー 7/1（金）～ 7/31（日）
※種目定員に達したら締切（先着順）
ボランティア募集締切 9 月 5 日（月）
詳しくは大会ＨＰ、http://npoaiai.jp
申込み・問合 せ先  筑後 川マラソン
大会事務局☎０９４２－３０－１２０１　

８０－４０８１

無料講習会開催
シルバ－人材センタ－

【福祉車両送迎運転者講習】
日時  ７月 20 日（水）・21 日（木）
会場  高齢者ふれあい会館「りふれ」( 唐津）
内容  一人では外出できない人達を、安
全で安心して移送サ－ビスを遂行でき
るための運転技術等を習得できる講習
締切日  ７月７日（木）

【マンション施設管理員養成講習】
日時  ７月 28 日（木）・29 日（金）
会場  武雄市文化会館
内容  マンション等の管理員の役
割、建物設備の仕組み及び清掃作業
の実習を取り入れた講習
締切日  ７月 14 日（木）
受講対象者  佐賀県在住で原則 60 歳以
上の方・受講後シルバ－人材センタ－
に入会を希望される方
受講料  無料
問合せ先  佐賀県シルバー人材セン
ター連合会☎０９５２－２０－２０１１

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 ８月27 日（土）午後 1 時 30 分
場所  基山町第三区公民館
受験科目 1 級～ 8 級、SCORE100、
SCORE60（6 ～８級を受験する場合
は下記問合せ先へご連絡ください。）
申込み方法  ホームページ
申込み期間  6 月 21 日 ～ 8 月9 日
問合せ先 　坂口 英一 ☎・ ９２－２５９０ 

（３区）☎０９０－１１９９－９８４１

第１回　東明館未来対話会
東明館中学校・高等学校

期日  6 月 22 日（水）午前 9 時 30
分～午後 3 時 30 分
時間帯  ① 午前 9 時 30 分～ 11 時
②午前 11 時 20 分～ 12 時 50 分③
午後 2 時～３時 30 分
会場 東明館学園体育館および教室
対象  生徒・保護者・同窓生・基山町民
目的  未来の教育について対話を通し
て考える。基山町の皆様のご意見を
拝聴させていただく。
申込み方法  右の QR
コードから申込みへ。
その他  参加者は、受付で健康チェッ
クシートへの記入をお願いします。当
日は、芸術体験（PICFA とのコラボ
による作品制作）も実施します。
問合せ先  東明館中学校・高等学校
☎９２－５７７５（福島）
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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　
[ 一般寄附 ]
・石田  佳都子  ３０，０００円
[ 香典返し ]
・上田  昭弘  宿３( 亡  昭簠 )　　
・黒野  政江  北高島５( 亡  淳市 )　
・天本  惠子  末広 ( 亡  治夫 )　　
・中願寺  タツ子  栄町 ( 亡  弘 )　
・穴井  矢智子  緑ヶ丘 ( 亡  薫 )
・鈴木  博子  南高島４ （亡  孝行）
・安部  賢一  きやま台３（亡 五郎）
・井上  和紀  大城 （亡  茂美 )
・山本  孝子  文教４ （亡  トヨ子）

（敬称略）

勇気ある行動を！救命講習を受講しましょう！
鳥栖・三養基地区消防事務組合では、毎月１回、鳥栖消防署と西消防署で交互に救命講習を実施しています。救急隊が到

着するまでの間、そこに居合わせた方の救命手当が、倒れた方の命を救います。大切な家族、友人知人の命を守るため救命
講習を受講してみませんか？
　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当日の体調確認を実施し、
一定の距離を置くなどの感染予防対策を行い開催致しております。ご不便をおかけしますが、感染拡大防止にご理解ご協力
のほどよろしくお願いします。

▽救命講習定期開催日時
① 7 月 17 日（日）午前９時～１２時

　（申込期間 : 5 月 16 日～ 7 月 10 日）

　会場：西消防署（みやき町大字中津隈２４６５－４）

② 8 月 20 日（土）午前９時～１２時

　（申込期間 : 6 月 19 日～ 8 月 13 日）

　会場：鳥栖消防署（鳥栖市本町三丁目１４８８－１）

※新型コロナウイルス感染症の感染・拡大防止の
ため中止となる場合があります。ご不明な点が
ございましたら、下記問い合わせ先までご連
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

熱中症の対応について

問合せ先  基山分署消防係　☎９２－７９１１

皆さん体調管理はしっかりされてますか？最近は気温も上がってきまし
た。近年では記録的な暑さで多くの方が熱中症になっています。また、熱
中症による救急搬送数も増加傾向にあります。
◎熱中症を予防するには・・・

点字・点訳入門講座
佐賀県立盲学校

　身の回りの点字を読みたい、点字の
ことを知ってみたい。基本的な点字の
読み方や書き方を学んでみませんか？
日時  ① 7 月 22 日（金）② 7 月 29 日（金）　
③８月 5 日（金）午後 1 時 30 分～ 4 時

（初日のみ午後１時受付）
場所  佐賀県立盲学校図書館
定員  5 名（高校生以上）
費用  1,000 円（テキスト代）
申込み方法  電話又はメール※全日程
参加できる方のみ（締切：７月５日（火））
申込み・問合せ先  佐賀県立盲学校
☎０９５２－２３－４６７２

mougakkou@education.saga.jp

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４年 4 月、5 月の執行状況について公表します。

支出種別 支出年月日 支出金額（単位：円） 支出の相手方及び行事名等

御祝 令和 4 年 4 月 14 日 5,000 大興善寺契園つつじ開園式

今のうちから無理をせず徐々に身体を暑さに慣らしていきましょう。また、
総務省消防庁の統計によると熱中症の発生場所の約３割は屋内であると
いうデータも出ています。室内にいるから大丈夫と思わず、エアコンや扇
風機を使い、涼しい部屋で過ごしましょう。厚生労働省
の調査によると、昨年は約 1,600 名の方が熱中症で命
を落とされています。しっかりと！対策をとって今年の夏
を乗り切りましょう。

救急豆知識！

看護職の復職研修のご案内
佐賀県看護協会

　離職してブランクがあり、再就業が
不安な方を対象に「再就業支援研修
会」を開催しています。お気軽にご参
加ください。参加費は無料です。
1. 看護職一般再就業支援研修会
2. 助産師再就業支援研修会
3. 再就業支援技術セミナー「採血・
注射」( 半日 )
※研修 1.2 は託児無料
問合せ先  佐賀県看護協会　
☎０９５２－５１－３５１１

HP はこちら▼




