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問合せ先　健康福祉課　高齢福祉係　☎９２－７９６４

問合せ先　総務企画課　総合計画推進係　☎９２－２１８８ 問合せ先　まちづくり課　協働推進係　☎９２－７９３５

  第 54 回 自然体験活動を実施
　基山町子どもクラブ連絡協議会では、自然の中での様々な
活動を通して、社会性や優しさ・たくましさを育むことを目的
に、小学５・６年生を対象とした自然体験活動を行っています。
　６月２日（土）・３日（日）、５月にオープンしたばかりの
基山町合宿所に宿泊し、様々な活動を行いました。１日目は、
正しく測ることの重要性をテーマとし、九州産業大学諫見研
究室の活動成果を参考に、若基小学校の運動場に縦６０ｍ・
横４０ｍの「きやまん」の地上絵を描きました。２日目は、基山町総合公園多目的運動場周辺で摘んだ花を使っ
て、押し花づくりを行いました。完成した押し花をハガキに貼り、家族へメッセージを書きました。
　基山・若基小学校の児童 29 名は、様々な活動に取り組み、学校や学年が異なる子どもたちとも次第に打ち解け、
充実した２日間となりました。

 株式会社グッデイと連携協定を締結
　６月 29 日（金）、町と株式会社グッデイは「包括
的連携に関する協定」及び「災害時における物資の
供給に関する協定」を締結しました。これを機に、
互いが町の地方創生に関する事業に積極的に取り組み、
人口減少問題の克服や地域経済の活力増進を図ること
を目指しています。さらに、災害等が発生した場合に
物資を迅速
かつ円滑に
供給してい
ただくため
に必要な事
項を定めま
した。

 韓国大
てぐ

邱大学校から
　　　　　　 研修に来られました
　６月 21 日（木）、韓国大邱大学校の労使関係専
門課程の学生約 30 名が、研修のため訪問されまし
た。町内企業やエミューを見学後、新しくオープン
した基山町合宿所で基山産エミューを使用したカ
レーライスなどを食べられました。

  キッズ認知症サポーター養成講座を開催
　町では、認知症になっても安心して暮らせるまちづくりの取り組み
として、認知症サポーター養成講座を成人向けに実施し、認知症を理
解して手助けできるサポーターを養成しており、平成 29 年度からは
小学生にもキッズ認知症サポーター養成講座を開催しています。
　６月 20 日（水）に基山小学校４年生、22 日（金）に若基小学校
５年生を対象にキッズ認知症サポーター養成講座を開催しました。講
座では、基山町キャラバンメイトによる認知症の症状や接し方等を講
義や寸劇で生徒たちと対話しながら学習しました。どちらの児童から
も「認知症の方を見かけたら、助けてあげたい」、「自分がおじいさん
になった時も優しく接してほしい」等、講座を受けての気づきの感想
がありました。

問合せ先　こども課　青少年健全育成係　☎９２－７９６８

若基小に描かれた「きやまん」の地上絵
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問合せ先　基山町老人クラブ連合会 占野　☎９２－３７０４問合せ先　基山町老人クラブ連合会 占野　☎９２－３７０４

  園児と花苗の植え替えをしました

　６月５日 ( 火 )、基山保育園で園児たちと一緒
にプランターへの花苗（日々草・ポーチュラカ）
の植え替えを行いました。朝からあいにくの小雨 
でしたが、園児たちは笑顔いっぱい楽しんでいま
した。

  第１回グラウンドゴルフ大会結果

　６月 15 日 ( 金 )、基山町総合公園多目的運動場
で第１回グラウンドゴルフ大会が開催され、81 名
の方々が参加されました。22 名の方がホールイン
ワン賞を獲得するというハイレベルな大会となりま
した。大会結果は次のとおりです。（敬称略）

男性の部
優　勝　山下 博司（９区）
準優勝　勝田 開治（９区）
第３位　山本 義美（５区）

女性の部
優　勝　岸 眞由美（９区）
準優勝　寺﨑 清子（９区）
第３位　酒井 トヨミ（11 区）

  第３区シニアクラブ 
　　　  ボランティア活動を実施 
　６月 16 日（土）、第３区シニアクラブの会員
で若宮公園の除草作業を行いました。暑い日でし
たが、子どもたちが元気に遊ぶ姿を思い描きなが
ら、作業を行いました。同クラブでは、年２回の
除草作業を計画しています。

  秋光川の花壇清掃を実施 
　６月 14 日（木）に１・11 区、17 日（日）に５・
９区で秋光川の花壇清掃が実施され、各区の役員や
会員の方々によってきれいになりました。

問合せ先　第３区長 塩井　☎９２－２３５４

問合せ先　基山町老人クラブ連合会 占野　☎９２－３７０４



11 H30.7.15

有
料
広
告

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 ]
・原 憲一 小原（亡 美千子）
・田原 義隆 文教通７丁目

（亡 美津子）
・山内 秀行 きやま台１丁目

（亡 ツタエ）
・竹下 龍子 九区（亡 洋一郎）
・長野 ハツ子 南奈良田（亡 八士）

（敬称略）

編 集 後 記

今号の広報が配布されるころ 
には、2018ＦＩＦＡワールドカッ
プの王者が決まっていると思
うと、わくわくとした気持ちと
さみしい気持ちで複雑な心境
になります。今大会では、初
出場で人口が約 35 万人とい
う小国のアイスランドが強豪
アルゼンチンを相手に大健闘
を見せた試合が印象に残りま
した 。小さくてもキラリ
と光る町 “ 基山 ” も負
けてられません！（K)

これからの暑い季節に備えて、自宅
で簡単に作れる簡易経口補水液の作
り方を紹介します。（参加無料）
日時 ７月 23 日（月）午後１時 30 分～３時
場所  基山 SGK 交流プラザ１階
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）

健康づくりセミナー 
「経口補水液を作ってみよう」

基山ＳＧＫ

第 48 回 佐賀県
人権・同和教育研究大会

佐賀県人権・同和教育研究協議会

日時 ８月７日（火）午後２時～４時 30 分
場所  佐賀市文化会館　大ホール
内容 開会行事や土肥 いつきさん（京
都府立高校教員）による記念公演 

「ありのままのわたしを生きるために」
参加費  800 円（資料代を含む）
問合せ先
佐賀県人権・同和教育研究協議会事務局
☎０９５２－６２－６４３４
　０９５２－６２－６４３５
※詳しくは佐賀県人権・同和教育研究 
協議会ホームページ（http://sadoukyo. 
juno.weblife.me）をご覧ください。

佐賀県ではひとり親家庭が安定した
生活を得るため、一般就労が困難
なひとり親家庭の親に対して、子育
てと仕事の両面が図りやすいＩＴを
使った在宅就業や就労に役立つパソ
コン講座を開催します。
期間  ９月１８日（火）～１１月１６日（金）

（土・日曜日、祝日を除く）
コース・時間 ① Office コース（word・ 
Excel、パソコン・インターネット基礎 
など）午前９時 15 分～ 12 時 15 分 
② web コース（ホームページ制作、
パソコン・インターネット基礎など）
午後１時 15 分～４時 15 分
場所  ひとり親 ICT 就業支援センター 
研修室 対象 佐賀県内在住のひとり
親家庭（母子家庭・父子家庭）の親
定員 各コース１０名（両コースの受講可） 
受講料  無料（テキストも無料配布）
※駐車場・託児所の紹介と利用代金
の一部助成あり（指定の場合のみ）
申込み方法  郵送（申込用紙はホーム
ページからダウンロードしてください）
申込み締切日 ８月 20 日（月）必着
申込み・問合せ先　
特定非営利活動法人　
ひとり親 ICT 就業支援センター
( 〒 840-0826 佐賀市白山２丁目５－１９）
☎０９５２－２６－３９００　
　 http://www.ict-wsc.org

ひとり親のための 
「在宅就業に向けたパソコン講座」

ひとり親ＩＣＴ就業支援センター

ＨＰ

DAZN Presents

サガン鳥栖パブリックビューイング  in 久留米シティプラザ
 （VS 清水エスパルス戦）

日時　　  月  　 日（水）午後６時 30 分～（午後７時キックオフ）
　　　　※試合開始前に抽選券の配布や各市町ＰＲ動画を放映！

場所　久留米シティプラザ　六角堂広場　
料金　無料（申込み不要）　
問合せ先　筑後川流域クロスロード協議会  ☎３０－９１１４

８ １

地域の宝 “ サガン鳥栖 ” を大型スクリーンで応援しよう！


