
15 H30.7.1

まちの話題

問合せ先　まちづくり課　生活環境係　☎９２－７９４１ 問合せ先　基山町保健センター　☎９２－２０４５

問合せ先　基山町グラウンドゴルフ協会 酒井　☎９２－３７０４

  佐賀県食生活改善推進協議会 
　　　名誉会員・会長表彰を受賞！
　5 月 30 日（水）、佐賀県食生活改善推進協議会総
会が行われ、平成 30 年度名誉会員（90 歳以上の会
員）として、地域の食生活改善に長年貢献したこと
が評価された馬場久代さんが表彰されました（写真
右）。また、佐賀県食生活改善推進協議会会長表彰に、
20 年以上の活動と会長を長年務められた功績が認
められ、基山町食生活改善推進協議会会長の井邊仁
美さんが表彰されました。（写真左）

  県内一斉ふるさと美化活動で
　         町がきれいになりました！
　６月３日（日）、町内全域で県内一斉ふるさと美
化活動が実施されました。当日は、晴天に恵まれ、
暑い中で、道路や公園に落ちているごみの収集や植
栽内の草取り等を行っていただき、町がきれいにな
りました。ご協力ありがとうございました。

平成 30 年度 
  第１回 基山町グラウンドゴルフ
              協会杯が開催されました
　６月３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杯が開催されまし
た。当日は晴天に恵まれ、120 名以上の参加者
がプレーを通じて親睦を深め、素晴らしい大会と
なりました。大会結果は次のとおりです。（敬称略）

区対抗スポーツ大会 大会結果
　５月 20 日（日）、
基山町総合公園多
目的運動場・基山
町総合体育館で
行われた区対抗ス
ポーツ大会結果は
次のとおりです。

回収されたごみの量
燃えるごみ  約 4.7t（935 袋）
缶類　　  約 0.2t（36 袋）
ビン類      約 0.05t（11 袋）

不燃物類  約 0.15t（30 袋）
剪定枝    約 2t（397 袋）

《男性の部》

《女性の部》

順位 氏名 クラブ名 スコア
優勝 中島 隆生 球愛会 32

準優勝 田中 孝之 きやま親和会 36
第３位 榊原 徳男 15 クラブ 37
第４位 宮島 昭一 11 区クラブ 38
第５位 日吉 忠昭 15 クラブ 39

順位 Ａパート Ｂパート
優勝 第９区 第８区

準優勝 第 17 区 第７区

第３位 第 12 区 第 14 区

第４位 第３区 第６区

順位 Ａパート Ｂパート
優勝 第９区 第６区

準優勝 第５区 第 15 区

第３位 第２区 第 13 区

第４位 第 10 区 第８区

順位 氏名 クラブ名 スコア
優勝 重松 恵美子 11 区クラブ 39

準優勝 中牟田 美津代 11 区クラブ 42
第３位 東 テルヨ 14 区クラブ 42
第４位 小根森 伸子 翔クラブ 42
第５位 村山 シズヨ 11 区クラブ 44

問合せ先　まちづくり課　文化・スポーツ係　☎９２－７９３５

「コール花みずき」の方々による国歌斉唱

《第 51 回 ソフトボール大会》

《第 15 回 男女混合ミニバレーボール大会》
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情報コーナー
多重債務の無料相談

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
について相談員が以下の場所で相談
に応じます。
面談のみ（前日正午までに要申込）
日時 ７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）
面談・電話相談（申込不要）
日時 月～金曜日（年末年始、祝日
を除く）午前９時～午後５時
場所 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 ）　
申込み・問合せ先
財務省 福岡財務支局 　
☎０９２－４１１－７２９１

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。今回、
佐賀県会場として基山町が九州で初の
試験会場となりました。ぜひこの機会 
にチャレンジしてみてはいかがでしょうか？
日時 ８月 25 日（土）午後１時 30 分～
場所  基山町民会館 １階会議室
受験科目 １～５級、SCORE100・60・40・30
申込み方法 同協会のホームページ
にアクセスしてください。
申込み期間 ７月 10 日（火）～８月６日（月）　
問合せ先
坂口（検定試験監督兼講師／理科検定１級取得）
☎９２－２５９０
☎０９０－１１９９－９８４１

農業簿記講習会（全５回）
佐賀県農業会議

複式簿記の基礎を学び、パソコンを
使った記帳に挑戦しませんか。受講
料は無料です。
日時 ７月 24・31 日（火）、８月 7・21
・28 日（火）午後１時 30 分～４時
場所 どんどんどんの森「アバンセ」
対象 地域農業の担い手である認定
農業者や記帳方法を見直したい方等

（先着 20 名程度）
申込み方法  基山町農業委員会事務局

（☎９２－７９４５）までご連絡ください。
申込み締切日　７月 13 日（金）
問合せ先　
一般社団法人佐賀県農業会議　
☎０９５２－２０－１８１０

 世界スロージョギング大会
　　　　　　　が開催されました
　５月 27 日（日）、スロージョギング® の発案者
である故田中宏暁氏を偲んで、午前９時（日本時間）
より日本各地並びに世界各地にて一斉スタートする
スロージョギング大会が開催されました。
　基山会場では、30 名以上の方が参加し、走り終
わった後は基山町合宿所にて勉強会や意見交換会を
実施しました。

 基山ジュニアソフトテニス
　　　　　　全国大会出場決定！
　５月５日 ( 土 ) に開催された第 35 回全日本小
学生選手権大会及び西日本大会佐賀県予選にて、
門田・赤城ペアが見事３位に輝きました。
　２人は、７月 26 日（木）～ 29 日（日）に愛媛
県で開催される全国大会に出場します。

問合せ先　まちづくり課　文化・スポーツ係　☎９２－７９３５ 問合せ先　基山ジュニアソフトテニス 平野　☎９２－２７２１



17 H30.7.1

名画が奏でる８つのフーガ展
〈久留米市〉

期間  7 月 14 日（土）～ 9 月 9 日（日） 
時間  午前 10 時～午後５時
場所  久留米市美術館２階
内容  ブリヂストン美術館のモネやルノ
ワール、青木繁、藤島武二らの名作
96 点が主題や色彩、モチーフなどの「連 
想」でつながりながら８つのハーモニー
を奏でます。時代や地域を超えて結ば 
れた東西の名画をお楽しみください。
入場料 一般1,000 円、シニア700 円、
大学生 500 円、高校生以下無料
問合せ先　久留米市美術館
☎３９－１１３１　　３９－３１３４

宇宙に夢中 ×Let's GO! アンビフェスタ
〈小郡市〉

２つの会場で、バルーンアート作りや
バザー、宇宙飛行士・大西卓哉さん
による講演などを実施します。
日時 ７月 22 日（日）
　　 午前 10 時～午後４時
場所 小郡市生涯学習センター、小郡
市文化会館（小郡市大板井）
入場料　無料
問合せ先　小郡市生涯学習課　
☎７２－２１１１　　７３－５２２２

第 45 回 まつり鳥栖
〈鳥栖市〉

今年は、「バブルフェスティバル」「ス
トロングマン・チャレンジ in 九州」

「大正町将棋広場」と各会場でさま
ざまなイベントが行われます。午後
３時からは本通町公民館で浴衣の着
付け・着直しも無料で実施します。
日時 7 月 29 日（日）正午～午後９時
場所　鳥栖市中心市街地（本通筋商
店街、中央公園ほか）
問合せ先　まつり鳥栖実行委員会
☎８３－８４１５　　５０－５０１４

編 集 後 記
13 ページに掲載している新体
力テスト。私も10 年ぶりに挑
戦してみようと思います！（K)

ボランティア・介護講習会
若楠療育園

日時 ７月 22 日（日）
        午前 10 時～午後２時
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
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絵本研究家「高木勲氏」による講演
③車椅子乗車体験
④障害者スポーツ・ボッチャ体験
問合せ先　若楠療育園
☎８３－１１２１

がん患者・家族の集いの会
佐賀県がん総合支援センター

日時 ７月９日（月）午後１時～４時
場所 佐賀県健康づくり財団３階
対象・定員 がん患者とその家族・30
名（先着順）
参加料　１人 ３００円
申込み方法 ７月４日（水）までに「住
所・氏名・電話番号・家族同伴の有無」
を電話でご連絡ください。
申込み・問合せ先
佐賀県がん総合支援センター
☎０１２０－２４６－３８８
毎週月～金曜日の午前９時 30 分～
午後４時 30 分（祝日、午後１時～２
時を除く）

76 歳歯科健診（歯
し

あわせ健診）
佐賀県後期高齢者医療広域連合

平成 30 年度に 76 歳になる方を対象
に歯科健診を実施します（無料）。対
象者には、７月に受診券を送付しま
す。※事前に電話予約が必要です。
対象 昭和 17 年４月１日～昭和 18 年
３月 31 日生まれの方
問合せ先
佐賀県後期高齢者医療広域連合
☎０９５２－６４－８４７６

手話奉仕員養成講座
鳥栖・三養基地区

聴覚障害者福祉に対する理解と認識
を深め、手話で日常生活を送るため
に必要な単語や手話表現技術を習得 
するための「手話奉仕員養成講座」を 
鳥栖・三養基地区共同で開催します。
日時 ８月 3 日（金）～平成 31 年 1
月 29 日（火）の火・金曜日（全 47 回）、
午後１時 30 分～３時 30 分 
場所 みやき町役場 中原庁舎　
受講料  無料　定員  20 人
対象  高校生以上で鳥栖市、三養基郡各
町に居住又は通勤・通学をしている方   
申込み開始日 ７月２日（月）※定員
になり次第、申込みを締め切ります。
申込み・問合せ先  
みやき町役場 環境福祉課 
☎９４－５７２４

ラグビーワールドカップ 2019 
日本大会 公式ボランティアプログラム

「TEAM NO SIDE」 募集！

ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会

世界最高峰のラグビーの祭典が、つ
いに福岡へやってきます。より多くの
方に、この世界的スポーツイベント
の仲間となっていただき、日本の顔
として、世界中の方々をお迎えするボ
ランティアスタッフを募集します。
活動内容 最寄り駅や空港における案
内、ファンゾーンにおける来場者サー
ビス、大会ゲスト対応等
活動期間 平成 31 年 9 月 20 日（金）
～ 11 月 2 日（土）
定員　約５００～９００人
申込み方法 7 月 18 日（水）までに
大会公式サイトからご応募ください。
※応募要件などの詳細は、大会公式 
ウェブサイト（https://www.rugby 
worldcup.com/volunteers）でご
確認ください。
問合せ先
ラグビーワールドカップ 2019 組織委員会
☎０３－４４０５－６２２５

検索ラグビーワールドカップ 2019
日本大会ボランティア


