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石井行政書士事務所
相続・遺言・遺産分割協議書の作成

成年後見（任意後見）・農地転用許可

申請取次に関する資料作成・帰化申請等

会社設立・知的資産経営報告書作成支援

行政書士

〒８４１－０２０１ ☎０９４２－４８－５０４４
基山町大字小倉３３２番地３２（高島団地北2丁目）

（全国相続協会相続支援センター・ 三養基郡基山相談室）

石　井　貞　好

〈　ご相談・お問い合わせ先　〉
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基山町自主活動グループ

基山町体育協会クラブ

保健センターで開催した健康教室を修了した方を中心に結成されたグループです。どなたでも参加できますので、ま
ずは見学してみませんか。各グループの見学（体験）・加入を希望される方は、事前に保健センターまでご相談ください。
随時入会できますので、お気軽にお問い合わせください。

日時：毎週水曜日
　　　午後７時 30 分～８時 45 分
場所：基山町保健センター
内容：有酸素運動
会費：月 1,000 円
　　　（別途、年会費 2,000 円）
講師：岩下インストラクター

元気

日時：原則第４木曜日
　　　午前 9 時 30 分から
　　　（内容により変更あり）
場所：基山町保健センター他
内容：運動、栄養、講話等で、
　　　糖尿病予防を目指します。
会費：年会費 1,000 円
　　　（別途、調理実習費等実費）

がんばろう会（糖尿病予防）

日時：毎週木曜日
　　　午後１時 30 分～２時 30 分
場所：基山町総合体育館武道場
内容：有酸素運動
　（ストレッチ、筋力アップ体操等）
会費：月 2,000 円
　　　（別途、保険代 年 1,000 円）
講師：吉清水インストラクター

フレッシュ２１

日時：原則第３金曜日
　　　原則午前９時～ 12 時
場所：基山町保健センター集合
内容：町内各地のウォーキング
　　　（１万歩程度）
会費：無料

あるこう会（さるこう会）

日時：月３回（原則第１～３月曜日）
　　　午前 10 時～ 11 時
場所：基山町保健センター
内容：椅子に座ってできる運動
　　　（ストレッチ、筋力アップ体操）
会費：月 1,500 円、
　　　（別途、年会費 500 円）
講師：工藤インストラクター

基山健康倶楽部

日時：月３回（第２・３・４水曜日）
　　　午後１時～３時
場所：基山町総合体育館武道場
内容：有酸素運動（エアロビクス）
会費：月 1,500 円
講師：宮原インストラクター

リフレッシュクラブ桜

基山町保健センター　☎９２－２０４５問

まちづくり課　文化・スポーツ係　☎９２－７９３５問

※詳細は各担当へお問い合わせください。

弓道

日　時：毎週土曜日
　　　   午後５時～７時
            （５月 12 日～８月４日）
場　所：鳥栖市市民弓道場
対　象：中学生以上
参加費：3,500 円
 （会場使用料・保険料を含む）
※軽運動が可能な服装（素足厳禁） 
   でお越しください。
申込み先 : 基山弓友会　大曲
☎９２－３４７３

太極拳

日　時：月３回（原則木曜日）
　　  　午前 10 時～ 11 時 30 分
※６月は第 1・2・3 木曜日
場　所：基山町総合体育館武道場
対　象：老若男女問いません
参加費：3,500 円
　　　  （入会費・会費を含む）
申込み先：　
基山町太極拳協会　今古賀　
☎０９０－８６２９－５０１０

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
　　  　※５月 12 日から活動開始
場　所：基山町営テニスコート
会　費：一般 ７千円、学生 ５千円
　　（ボール・コート代、保険料含む）
申込み先：硬式テニス　池浦
☎０９０－４３５２－９５３４（午後７時以降）
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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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情報コーナー

グリーンフェスティバル 2018
〈久留米市〉

日程  5 月 13 日（日） 
場所  福岡県緑化センター 
内容  ハンギングバスケット講習会、
親子丸太切り競争、イス作りなどの
木工体験、花苗や花木のプレゼント、
外ヨガ体験など、緑をテーマにした
楽しいイベントを行います。
問合せ先　福岡県緑化センター
☎０９４３－７２－１１９３
　０９４３－７２－１５５８

第 30 回「花の日」行事
〈鳥栖市〉

当日は、会場を花いっぱいに飾るほ
か、花苗・苗木・肥料などの無料配
布、各種園芸教室など多彩なイベン
トを用意しています。家族おそろい
でお越しください。
日時  5 月 26 日（土）午後１時から
場所  中央公園、フレスポ鳥栖
内容  ガーデニング教室、盆景教室等　 
※参加人数に限りがあります。事前
予約はありませんので、当日会場で
お申し込みください。
問合せ先　鳥栖市 維持管理課
☎８５－３６０３　　８５－２１１４

編 集 後 記

５月といえ ば、 ゴール デ ン
ウィーク！毎年、「今年は何連
休かな～」とわくわくしなが
らカレンダーの日付を数えて
しまいます。みなさんはＧＷ
をどう過ごされますか。（K)

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  5 月 16 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。

筑後川マラソン 2018
筑後川マラソン大会事務局

日時  10 月 7 日（日）
場所  久留米百年公園河川敷
エントリー受付  ６月１日（金）～
７月 15 日（日）※定員になり次第
受付終了（先着順）
ボランティア募集締切日  ９月５日（水）
詳しくは大会ホームページ（http://
npoaiai.jp）をご確認ください。
問合せ先  
筑後川マラソン大会事務局 
☎３０－１２０１　　８０－４０８１

自衛官募集説明会
自衛隊鳥栖地域事務所

日時 ５月１３日（日）午前１０時～午
後４時 場所 基山町民会館１階会議室
内容 自衛隊の主な採用種目について
①防衛医科大学校（医学科／看護学
科）学生 ②防衛大学校学生 ③航空
学生 ④一般曹候補生 ⑤自衛官候補
生 ⑥高等工科学校生徒
問合せ先 自衛隊鳥栖地域事務所
☎８３－４０７７

佐賀県調理師試験実施概要
佐賀県健康増進課

日時  ７月 26 日（木）午後１時～３時
20 分 場所 グランデはがくれ（佐賀
市天神二丁目１番３６号）　受験資格  
佐賀県ホームページでご確認ください。
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）申込み方法  
受験願書は、県内の各保健福祉事
務所又は佐賀県健康福祉部健康増
進課において配布。郵送請求の場合
は、請求者の住所、氏名、郵便番
号を明記し、１４０円分の切手を貼っ
た返信用封筒（角形２号）を同封の
上、封筒の表に「調理師試験受験願
書請求」と朱書きすること 受付期間  
6 月４日（月）～８日（金）午前８時
３０分～午後５時１５分。郵送の場
合は 6 月 8 日（金）消印有効  提出先　
県内の各保健福祉事務所に提出する
こと。郵送の場合は、必ず簡易書留
とし「調理師試験受験願書在中」と 
朱書きすること。受験手数料 6,100 円
問合せ先　佐賀県健康増進課
☎０９５２－２５－７０７５


