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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
[ 一般寄附 ]
・基山町ゴルフ協会      80,000 円
・井上 正春                    30,000 円
基山町立図書館へ
[ 指定寄附 ]
・松隈 亞旗人　　　   200,000 円
基山町社会福祉協議会へ　
[ 一般寄附 ]
中山身語正宗学院       118,543 円
[ 香典返し ]
・髙山 芳則 みやき町（亡 礼子）
・高松 正子 神の浦２（亡 良雄）
・井上 正春 上町下（亡 トヨ子）
・木村 千代子 きやま台７丁目　     
                            （亡 江嶋 ユリ子）
・埋金 ミサト 正応寺（亡 秀海）
・小森 博信 けやき台４丁目
                                    （亡 美智子）
・酒井 レイ子 八辺（亡 九州男）
・吉田 猛 不動寺（亡 徳美）
・原 千鶴子 向田（亡 卓也）
・村山 孝幸 三ケ敷東（亡 覚）

（敬称略）
自衛官募集

自衛隊鳥栖地域事務所

募集内容 ①幹部候補生②一般曹候補生　
受験資格① 22 歳以上 26 歳未満（大
卒程度）② 18 歳以上 27 歳未満（在 
高校生を除く）※平成 31 年４月１日現在 
申込み締切日 ５月１日（火）
試験日 ①５月 12 日（土）・13 日（日）
②５月 26 日（土）
試験会場 ①陸上自衛隊福岡駐屯地
②陸上自衛隊目達原駐屯地
申込み・問合せ先
自衛隊鳥栖地域事務所
☎８３－４０７７

健康づくりセミナー 
「肝炎・肝臓がんの検査と治療」

基山 SGK

日時 ４月 23 日（月）
　　 午後１時 30 分～３時  
場所 基山ＳＧＫ交流プラザ
内容 肝炎コーディネーターによる最
近の肝臓がんの現状や検査、治療に
ついての講話を行います。どなたで
も参加できますので、ぜひお気軽に
ご参加ください。
参加費 無料 ※事前に電話又はＦＡ
Ｘにてお申し込みください。
申込み・問合せ先 
基山ＳＧＫ交流プラザ
☎・　５０－８０３５

（午前９時～午後５時）

大興善寺 第 8 回つつじ祭り
音楽祭「琴の調べ」
基山町文化協会サークル Ｍサウンド

大興善寺音楽祭 2018 の一環とし
て、第８回つつじ祭り音楽祭を開催
します。今年は、生田流 塚本 美代
子（英佳）氏をお迎えし、琴の演奏
会を行います。観覧は無料です。ぜ
ひお楽しみください。
日時 ４月 29 日 ( 日 ) 午前 11 時
30 分～午後１時 30 分（２部構成）
場所　大興善寺本堂（雨天決行）
特別出演　琴 : 生田流當道音楽會・
大
だいこうとう

勾当 菊南 節子氏、尺八：都山流
師範 高吉 琉山氏
問合せ先
・基山町文化協会サークルＭサウンド　
  代表　松本 和治　
  ☎０９０－４７７８－６５９９
・大興善寺　☎９２－２６２７

無料法律相談会
佐賀地方・家庭裁判所

裁判所では、５月１日から７日までの
憲法週間にあわせて、無料法律相談
会を開催します。予約不要・先着順
です。駐車場には限りがありますの
で、交通機関をご利用ください。
日時　５月 10 日 ( 木 )
①午前の部：午前 10 時～ 12 時 30 分
②午後の部：午後１時～３時

（午後２時 30 分受付終了）
場所　佐賀県弁護士会館２階

（佐賀市中の小路７番 19 号）
相談内容　金銭、土地、建物、交
通事故、架空請求、振込詐欺、相続、
夫婦・親子関係、成年後見など
相談時間　一人 20 分程度
相談員　佐賀県弁護士会弁護士、
裁判所書記官、家庭裁判所調査官
問合せ先　
佐賀地方・家庭裁判所 総務課
☎０９５２－３８－５６０４

多重債務の無料出張相談会
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面談に応じま
す。事前にお申し込みください。
日時  4 月 18 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）　
問合せ先
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 福岡合同庁舎本館４階）　
☎０９２－４１１－７２９１
月～金曜（年末年始及び祝日を除く）
午前９時～午後５時
※福岡財務支局での無料相談は常時
受け付けています。
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エネルギー…24kcal
たんぱく質…0.2g
脂質…0g
塩分…0.2g

エネルギー…85kcal
たんぱく質…4.7g
脂質…1.7g
塩分…1.1g

～春のふれあい食事会より～　　　　　　　　　　　　おすすめ料理

新生姜の甘辛煮

※問合せ・献立レシピは、基山町保健センター まで 　☎９２－２０４５　 　 ９２－２１４８

❶ダイコン・ニンジン・ゴボウは皮
をむき、1.5㎝角に切る。
❷干し椎茸は水で戻し、２～４つ
に切る。こんにゃくは、さっと茹
でて 1.5㎝の薄切りにする。サト
イモは皮をむき、1.5㎝角に切る。
❸鍋にだし汁を入れ、①を入れて
煮る。煮えたら②を加え、アクを
取りながらさらに煮る。（煮立たせ
ないように！）
❹具材が柔らかくなったら、1.5㎝
角に切った木綿豆腐を加え、酒・
しょうゆで調味し、水溶き片栗粉
を入れる。
❺椀に注ぎ、手まり麩・おろし生
姜をのせる。

「のっぺい汁」って？
食材は炒めずに煮るだけのシンプルな「のっぺい汁」。
けんちん汁は食材を油で炒めてから煮込むのに対し、のっぺい汁は
食材をそのまま煮込みます。食材を油で炒めるとコクが出て旨味が
増しますが、雑味も出てきてしまいます。のっぺい汁は、澄んだスッ
キリとした味わいの汁をシンプルに楽しめるのが特徴です。

のっぺい汁

材料（４人分）
ダイコン 100g
ニンジン 50g
ゴボウ 50g
サトイモ ２個
こんにゃく 1/5 枚
干し椎茸 ４枚
木綿豆腐 1/3 丁
手まり麩 適量
おろし生姜 大さじ１
だし汁　　　　　600cc

（干し椎茸の戻し汁 40cc）
薄口しょうゆ　大さじ１と 1/2
酒 小さじ１
水溶き片栗粉　大さじ１

材料（４人分）
新生姜 60g
砂糖　　　　大さじ２
しょうゆ　小さじ１と 1/2

❶新生姜の皮をよく洗い、
千切りにし、サッと茹でる。

（アクと辛みを抜く）
❷鍋に①と砂糖・しょう
ゆを入れ、生姜がつやよ
くなるまで中火で約 15 分
間煮る。

会員随時募集中！
基山町少年剣道育成会

基山町少年剣道育成会では会員を募
集しています。下記の内容で活動し
ていますので、どうぞお気軽にご連
絡ください。
稽古日　毎週火・水・金曜日　
　　　　午後５時 30 分～７時 30 分
場所　基山町総合体育館武道場
問合せ先　
八郷　☎０９０－３１９８－８１４２
鍋島　☎０９０－５９３１－０１７０

編 集 後 記
月日が経つのは早いもので、広
報担当になってから１年が経ち
ました。振り返ってみると、多
くのイベントに参加させていた
だき、多くの経験をさせていた
だきました。知っていたようで
知らなかった町のこと。これか
らも取材を通して、多くの方々
と出会い、お話していけたらと
思います。今年度もよろしくお
願いします。（K)

　基山町食生活改善推進協議会では、社会福祉協議会の協力のもと、ひと
り暮らしの高齢者を招待して年に１回食事会を開催しています。今年も約 80
名の方に参加していただき、盛大に行われました。
　会食後は、おしゃべりや余興を楽しみ、にぎやかで楽しいひとときを過ご
され、参加された方々は、皆、年齢を感じさせないくらい元気で、いきいき
とされていました。

会員募集
主婦の広場

輝く女性になるために、ちょっと教
養のある井戸端会議をして自分自身
を磨きませんか。
日時  毎月第３月曜日 午前 10 時～
12 時　※第１回は５月 21 日（月）
場所   基山町民会館１階会議室　
年会費   1,000 円　
申込み締切日  ４月 30 日（月）
申込み・問合せ先
主婦の広場　太田 知吉美
☎ ９２－００６３

その他のメニュー：鶏むね肉の香り揚げ、出し巻卵、五色なます、デザートなど


