全国高等学校総合文化祭とは、高校生による国内最大規模の芸術文化の祭典で「文化部のインターハイ」
とも呼ばれており、基山町では放送部門を開催します。放送部門では、地域の話題や郷土の文化を美しい
日本語の音声と映像技術を駆使して紹介します。入場は無料です。
▽会場 基山町民会館、基山町総合体育館 ※発表中の入退室はご遠慮ください。
※開場の収容人数の関係で、隣接する基山町総合体育館 1 階ア
リーナで観覧していただく場合があります。予めご了承ください。

１日目

７月 31 日（水）

開場：９時 50 分

佐賀県では初開催です！

朗読部門：午前 10 時 10 分～午後５時 55 分
オーディオピクチャー部門：午前 10 時 10 分～午後３時 30 分
ビデオメッセージ部門：午後３時 35 分～午後５時 45 分
２日目

８月１日（木）

総合体育館アリーナには
基山・佐賀の物産コーナーがあります！
ぜひ会場へお越しください。

開場：８時 45 分
アナウンス部門：午前９時 10 分～午後３時 30 分
ビデオメッセージ部門：午前９時 00 分～午後３時 35 分

まち

ターゲットバードゴルフ大会結果
６月４日（火）に基山町水辺の公園で、会長杯
皐月賞大会が開催されました。
大会結果は次のとおりです。
（敬称略）
優

勝

中川 明夫

準優勝

黒野 政江

第３位

中園 登志男

第４位

坂本 頼弘

第５位

山下 洋子
問合せ先

TBG 協会 山口

☎９２－６２１３

シニアクラブボランティア活動

の話題

第 49 回基山町子どもクラブ
スポーツ大会が行われました！
６月 22 日（土）、基山町子どもクラブ連絡協議会と基山町の
共催により、基山町総合体育館（アリーナ・武道場）で、小学
生のドッチビー大会、中学生のペタンク大会が行われました。
小学生４８２名、中学生８名が参加し、楽しくプレーしながら
競い合いました。大会結果は次のとおりです。
▽ドッチビー大会
▽ペタンク大会
優勝 11 区Ａ

優勝 ２・10 区合同チーム

準優勝 10 区

準優勝 ７区

第３位 ３区Ｂ・12 区

第３位 ３・６区合同チーム

６月 13 日（木）に第３区シニアクラブの会員
24 名が、若宮公園の除草作業を行いました。
当日は快晴に恵まれ、心地良い汗を流しました。
子どもたちが元気に、遊ぶことができるようにな
りました。

2019.7.15
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まち
情報コーナー

の話題

基山町商工会青年部清掃活動
基山町商工会青年部は、地
域との絆、青年部の絆を深め

職員採用試験
筑紫野・小郡・基山清掃施設組合
（クリーンヒル宝満）

るため地域貢献・福祉活動に
取り組んでいます。その活動
の一環として、６月９日（日）、

第一次試験日 ９月２２日（日）

基山町商工会青年部のみなさ

会場 福岡女子短期大学
採用予定 一般事務（高校卒業程度）１名
受験資格 平成５年４月２日～平成

んで町内のコミュニティバス
の停留所のベンチ等を清掃し

１４年４月１日までに生まれた者

ていただきました。活動のお

※地方公務員法第１６条の欠格条項

かげで、ベンチが綺麗になり、利用者の方に快適に使用していただける

に該当する者は受験できません。

ようになりました。

申込方法 役場（総務企画課行政係）で申込
書を受け取り、必要事項を記入後、所定の箇
所に写真及び６２円切手を貼って「筑紫野・
小郡・基山清掃施設組合事務局」に提出して
ください。※申込書の請求・提出を郵送で希
望される方は、封筒の表に請求の場合は「申

第２回定期囲碁大会結果

６月 16 日（日）
、基山町民会館で囲碁大会が開催され、34 名の方

が参加されました。
【B パート】

【A パート】

込書請求」、提出の場合は「試験申込」と朱書

優勝 天本 昇三

優勝 秋友 正弘

きし、
「筑紫野・小郡・基山清掃施設組合事務

２位 浅井 篤、３位 品川 闊文

２位 渡辺 考明、３位 平川 豪

局」に郵送してください。※申込書請求の場合

４位 室 孝史、５位 島田 敏晴

４位 則本 豊、５位 小川 敏男

問合せ先 基山囲碁クラブ 天本 ☎９２－６４５０

は、140円切手を貼った宛先明記の返信封筒
（Ａ４版以上のサイズ）を同封してください。
受付期間 ７月 16 日㈫～８月 15 日㈭
（土・日曜日、祝日を除く午前８時３０分～午後５時）
郵送の場合は、８月１５日㈭の消印まで有効

救うなら今しかない！！
家族の命は家族で守る！！
あなたのそばにいる大切な命を守るために

合格発表 10 月上旬（予定）
問合せ先 筑紫野・小郡・基山清掃

普通救命講習 ( 定期・随時 ) 受講しましょう！！
▽定期開催日時

施設組合事務局 〒 818-0024

８月１７日（土）９時～１２時

※第 2 次試験は10月下旬を予定しています。
福

岡県筑紫野市大字原田１３８９番地
☎０９２－９２６－５３００

ボランティア・介護講習会

（申込期間 : ７月２０日～８月１０日）
※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付けしております。
お気軽にご相談下さい！

問合せ先 基山分署消防係 ☎９２－７９１１

若楠療育園

日時 ７月 28 日（日 )
午前 10 時～午後１時 30 分
場所 若楠療育園 プレイホール
対象 ボランティアや介護に興味のあ
る方・始めてみたい方 定員 30 名
参加費 350 円（昼食代として）
内容 ①ボランティア活動について
②障害者スポーツ・ボッチャ体験
③車椅子乗車体験
講演：
「いただいた元気」山下正剛氏
問合せ先 若楠療育園
☎８３－１１２１
17

ネットでの申込みはこちら↓

寄附ありがとうございました
（敬称略）

基山町社会福祉協議会へ
[ 香典返し ]
・境 知生

西長野 ( 亡 綾子 )

・鍛治 加代子 北本桜４丁目 ( 亡 雅弘 )
・井上 泰彦
・森山 孝徳
・天野 繁

川西 ( 亡 悟 )
宮前 ( 亡 ハツ子 )
文教通２丁目 ( 亡

)

・坂口 久則

仁連寺 ( 亡ミチヱ )

・長野 秀雄

川端３組 ( 亡寅雄 )

・古川 栄子 けやき台４丁目 ( 亡久雄 )
・藤田 康輝 園部団地３組 ( 亡健 )

2019.7.15

編集後記
子どもクラブスポーツ大会は子どもも、
そして大人も大盛り上がりでした！
（A)

