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まちの話題

問合せ先　教育学習課　学校教育係　☎９２－７９８０

問合せ先　基山町グラウンドゴルフ協会 酒井　☎９２－３７０４ 問合せ先　TBG 協会 中園　☎９２－６０４４

  第 52 回 わたしの家族 絵画コンクール　
　　　 大久保 杏南さんが文部科学大臣賞を受賞！
　毎年 ｢母の日｣ に合わせ、幼稚園・保育園及び小学校を対象とした

「わたしの家族絵画コンクール」において、大久保 杏南さん（若基小４年）
が文部科学大臣賞を受賞しました。
　今年は、福岡・久留米・北九州・
山口の４地区から９，２６９点の応
募があり、各地区審査の最上位作
品４点の中から最終審査で見事に
選ばれ、５月 13 日 ( 日 ) に岩田
屋本店で表彰式が行われました。
受賞おめでとうございます！

  施設管理者セイカ杯 
　　　 グラウンドゴルフ大会結果

　４月 15 日 ( 日 )、基山町総合公園多目的運動場
で基山町グラウンドゴルフ協会主催による「施設管
理者セイカ杯」が開催され、127 名の参加者は楽
しく親睦を深めながら、和気あいあいとプレーされ
ました。大会結果は次のとおりです。（敬称略）

 ターゲットバードゴルフ大会結果

　５月８日（火）に基山町総合公園水辺の広場で
会長杯皐月賞大会、５月 10 日（木）に日田市で
日田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）

順位 氏名 クラブ名 スコア

優勝 天本 スエオ 三四会 36

準優勝 久保山 九州男 仲良しクラブ 37

第３位 酒井 久代 基肄城ＧＧ会 37

第４位 天本 貞美 仲良しクラブ 38

第５位 牛ヶ浜 キミ 十一区クラブ 39

▽日田大会
《グランドシニアの部》
優　勝　中園 登志男　
第３位　渡辺 孝明

《シニアの部》
優　勝　山田 明範

《女子の部》
優　勝　太田 知吉美
準優勝　長野 満津子
第３位　黒野 政江

▽会長杯皐月賞大会
優　勝　窪田 道夫
準優勝　坂本 平
第３位　樋口 貞敬



13 H30.6.15

情報コーナー

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 ]
・村山 正治 正応寺（亡 ちづき）
・熊丸 光子 北本桜３丁目

（亡 冨士夫）
・東 千代子 けやき台４丁目（亡 篤）
・井上 キクエ 小山（亡 不二夫）
・井上 祐二 大城（亡 美恵子）
・古川 ひふみ 南高島８丁目

（亡 笠 羊子）
・井ノ上 裕人 大阪府（亡 チミ）
・川副 重子 北本桜１丁目（亡 邦洋）

（敬称略）

編 集 後 記

今号の表紙は「基山町合宿所の開所式」。基山町史上初となる宿泊
施設の完成を心待ちにしていました。取材のため、私が初めて合宿
所へお邪魔させていただいたのは４月上旬。宿泊部屋のひとつに「さ
くら」という名前があるように、窓から見える桜がとても綺麗でした。
合宿所は宿泊だけでなく、時間利用もできます。春は桜を見ながら
の利用もおすすめです。ぜひご利用ください。（K)

自衛官募集説明会
自衛隊鳥栖地域事務所

日時 7月 8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

会員募集
ターゲットバードゴルフ協会

一緒に楽しくターゲットバードゴルフ
をしてみませんか。興味のある方は
ぜひ一度お越しください。
日時  毎週月・火・木曜日 午前８時～
場所  基山町総合公園　水辺の広場
問合せ先 ＴＢＧ協会　中園　
☎９２－６０４４

小・中学生向け公開講座
久留米工業高等専門学校

内容  ①化学への招待～楽しい生物・
化学教室～ ②青銅鏡を作製しよう！
③ソーラーカーを作ろう！ ④あなた
も一日サイエンティスト
日時  ① 8 月 10 日（金）午後２～５時 
② 8 月 11 日（土）午前 10 時～午後４時 
③ 8 月 24 日（金）午前 9 時 30 分～午後４時
④ 9 月 8 日（土）午前 10 時～午後３時
場所  久留米工業高等専門学校
※詳しくはホームページ（http://www.
kurume-nct.ac.jp）にアクセス！
問合せ先 久留米工業高等専門学校　
☎３５－９４３０

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、町長交際費の平成 30 年度 4・5 月
分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 行事等の

開催日

御祝 平成 30 年 4 月 16 日 5,000 大興善寺契園つつじ開園式 4 月 17 日

御祝 平成 30 年 4 月 16 日 5,000 日本タングステン竣工式 4 月 18 日

御祝 平成 30 年 5 月 9 日 5,000 基山ライオンズクラブ「結成 45 周年記念式典」 5 月 13 日

平成 30 年度累計 3 件　　　   　　15,000 円

地球温暖化防止対策のため、家庭で
節電の取組をしていただく世帯を募
集します。参加申込み後、九州電力
の検針票（３か月分）を提出していた
だくと、道の駅、スーパー、コンビニ
など九州の取扱店で使用できるポイ
ント券がもらえます。
募集世帯  6850 世帯（九州全体）
※応募多数の場合、受付が締め切ら
れることがあります。
取組期間 ７～９月（この期間分の検
針票「電気ご使用量のおしらせ」を
提出してください。）
特典  検針票（3 か月分）提出者全員
に 500 ポイント券の進呈等
申込み締切日　７月 20 日（金）
申込み方法 郵便、ＦＡＸ、メール又
はホームページからお申し込みくださ
い。申込用紙はまちづくり課（役場２
階）でも配布しています。
申込み・問合せ先
九州版炭素マイレージ制度推進協議会 
ポイント運営管理事務局
☎０５７０－０８７－３３５　
　０５７０－６６６－６１２
　 info@q-ecolife.com
HP https://q-ecolife.com/

電気使用量の削減活動（節電） 
参加世帯募集

九州エコライフポイント


