
９月 定 例 記 者 会 見 次 第 

 

日時 平成３０年９月２１日（金） 

午後２時から午後３時まで 

場所 基山町役場 ４階 大会議室 

 

 

１．開会 

 

２．町長の挨拶 

 

３．平成３０年第３回定例会（９月議会）議案について  …P1 

 

４．新規事業、イベント情報等について 

《町政情報》 

・ふるさと納税のお礼状が新しくなりました    …P2 

・基山宝御膳の披露会を開催します     …P3 

・基山町無料職業紹介所が 12 月にオープンします   …P4 

・基山町歴史まちづくり推進協議会を設置します   …P5 

・基山町結婚新生活支援補助金制度を開始します   …P6 

・基山町は再婚希望者を応援します！     …P7 

《イベント情報》 

① 「基山の日」in 肥前さが幕末維新博覧会    …P8 

② 2018 草守基肄（くさすきい）世界大会    …P10 

③ きやま門前市を開催します      …P11 

④ 9 月 23 日（日）は荒穂神社の御神幸祭！    …P12 

⑤ 宝満神社の秋祭り「園部くんち」     …P13 

⑥ きやま人づくり大学を開校します     …P14 

⑦ 竹あかりナイト in 図書館♪      …P15 

⑧ 第 40 回 基山町文化祭      …P17 

⑨ 第 28 回 クロスロードスポーツ・レクリエーション祭 in 基山町 …P18 

⑩ 第 27 回きやまロードレース大会・第 4 回きやまスロージョギング®大会…P19 

⑪ 基山の冬のお祭り「ふ・れ・あ・いフェスタ」   …P20 

⑫ きやま創作劇「草莽の民～明治、基山に生きた人達～」  …P21 

 

５．その他 

 

６．閉会 



平成３０年  第３回定例会議案  目 次 

【可決】議案第２９号  基山町地方創生拠点整備基金の設置、管理及び処分に関する 

条例の制定について 

【可決】議案第３０号  基山町歴史まちづくり推進協議会設置条例の制定について 

【可決】議案第３１号  基山町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正について 

【可決】議案第３２号  基山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部改正について 

【可決】議案第３３号  町道の路線の認定について 

【可決】議案第３４号  平成２９年度基山町下水道事業会計未処分利益剰余金の処分 

について 

【可決】議案第３５号  平成３０年度基山町一般会計補正予算（第４号） 

【可決】議案第３６号  平成３０年度基山町国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

【可決】議案第３７号   平成３０年度基山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 
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問合せ先 財政課 財政係 Tel:0942-92-7917 Fax:0942-92-2084 

平成３０年９月２１日 

財政課 

ふるさと納税のお礼状が新しくなりました 

 基山町へふるさと納税で寄附をいただいた方に、お礼の品と一緒に送付しているお礼

状のデザインを変更しました。 

 新しいデザインは、基山町ふるさと大使でもある原泰久先生の漫画「キングダム」を

使用し、寄附のお礼と、基山町のＰＲを兼ねたものになっています。 

※一部、同封できない返礼品もあります。
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問合せ先 財政課 財政係 

Tel:0942-85-8434 Fax:0942-92-2084 Mail:zaisei-6@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

平成３０年９月２１日 

財政課 

 

「基山宝御膳」の披露会を開催します 

 

 基山町へふるさと納税で寄付をいただいた限定５０人の方に、「基山宝御膳」のお披

露目を兼ねた食事会にご招待します。 

メインメニューは、塩麹で味を調えたエミューのステーキや串揚げ。また、地域特産

のマコモダケやアスパラ、柿などの食材を使った季節料理もそろえるなど、基山をその

まま味わうことができる宝御膳となっています。 

さらに、お土産にはフランスの日本酒品評会でベスト５に選ばれた基山の地酒「基峰

鶴 純米吟醸山田錦」720mlを準備しています。当日は松田一也町長も出席します。 

 

記 

 

１．日時 10月 27日(土）12時 30分から 

２．場所 一
いっ

福
ぷく

（佐賀県三養基郡基山町宮浦 970-7） 

３．対象 ふるさと納税で寄附し、返礼品の「基山宝御膳」を選択された方 
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問合せ先 産業振興課 商工観光係 

TEL:0942-92-7945 FAX:0942-92-0741 

メール:brand@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

平成３０年９月２１日 

産業振興課 

 

「基山町無料職業紹介所」が 12月にオープンします 

 

基山町では、働きたい方と地元事業者のマッチングを促進し、町内での雇用確保と

若者の定住を図るため、下記のとおり地域に根ざした無料職業紹介所を設置します。 

 

記 

 

１ 名  称  基山町無料職業紹介所 

 

２ 設置場所  基山町大字宮浦 666番地（基山町役場庁舎１階） 

 

３ 開 所 日  平成 30年 12月 3日（月）予定 

 

４ 開所日時  開庁日の午前 8時 30分～午後 5時 15分 

 

５ 業務内容  （１）求職者への職業紹介及び求人者への求職者紹介に関すること。 

（２）求人情報の収集及び提供に関すること。 

        （３）求職者への職業相談に関すること。 

        （４）その他雇用促進に寄与すること 
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平成３０年９月２１日 

定住促進課 

 

 

基山町歴史まちづくり推進協議会を設置します 

 

 本町は、佐賀県の東端で国境・県境に位置し、古代から交通の要衝として様々な特徴

ある歴史を経てきました。特に、古代では、我が国の歴史を物語るうえで欠くことので

きない遺跡として、国の特別史跡に指定されている特別史跡基肄(椽)城跡が築かれ、近

世においては江戸時代を通して対馬藩の領地となるなかで、長崎街道を利用した特色の

ある文化や産業などが育まれました。また、大興善寺や荒穂神社といった由緒ある神社

仏閣が多く点在します。このような歴史的文化遺産である史跡や建造物を背景として、

郷土の人々による民間行事や伝統芸能などの活動が現在でも営まれております。 

 本町では、上記のような歴史的文化遺産と人々の活動を一体的に維持・向上し、今後

の歴史まちづくりを推進していくために、基山町歴史的風致維持向上計画を策定し、国

の認定後に具体的な事業に取組んでいく予定です。 

 今回、本計画の内容について協議し、充実した事業を実施していくことを目的として、

学識経験者や町内の関係団体の代表者からなる「基山町歴史まちづくり推進協議会」を

設置します。 

 第 1回目の協議会については下記のとおり開催します。 

 

記 

 

１．日 時  平成 30年 10月 1日（月） 14:00～ 

２．場 所  基山町役場 2階 201・202会議室 

３．内 容  〇委嘱書の交付 

       〇基山町歴史的風致維持向上計画（案）について 

       〇その他 

  

 
〇問合せ先 

定住促進課 歴史のまち推進係 

電話：0942(92)7920 

FAX：0942(92)0741 

Mail:teiju-5@town.kiyama.lg.jp 
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問合せ先 

定住促進課 定住促進係 

Tel:0942-92-7920 Fax:0942-92-0741 

Mail:teiju-4@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

平成３０年９月２１日 

定住促進課 

 

 

「基山町結婚新生活支援補助金」制度を開始します 

 

 基山町では、「基山定住サプライズプロジェクト」の一環として、結婚に伴う経済的

負担を軽減するため、新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかるコ

スト（住居費用・引越費用）の一部を支援する制度を開始します。 

本事業は、国の地域少子化対策重点推進交付金（結婚新生活支援事業）を活用した県

内初の事業となります。 

 

記 

 

【補助内容】 

平成 30 年 10 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日までに補助対象世帯が支払った以下

の費用の全額（上限 30万円）を補助する。 

 ・住居費用（婚姻を機に賃借した住居の敷金・礼金・仲介手数料） 

 ・引越費用（婚姻後に同居するために引越をした場合の費用） 

 

【補助対象世帯】 

・平成 30年 10月 1日から平成 31年 3月 31日までに婚姻届を提出し、 

受理された夫妻 

 ・婚姻届出日現在において、夫婦共に年齢が 34歳以下であること 

 ・夫婦の合算所得が 340万円未満であること  など 

 

【申請受付期間】 

平成 30年 10月 1日～平成 31年 3月 31日 
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問合せ先 定住促進課 定住促進係 

Tel:0942-92-7920 Fax:0942-92-0741 

Mail:teiju-4@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

平成３０年９月２１日 

定住促進課 

 

 

基山町は再婚希望者を応援します！ 

 

 基山町では、結婚を希望する男女に対し、人生経験豊富な婚活支援員の方と連携した

婚活イベントや結婚に至るまでのサポートを実施しています。 

 今回、「ＳＥＣＯＮＤ ＭＡＲＲＩＡＧＥ（セカンド マリッジ）」事業として、再

婚を希望する方の婚活をサポートする取組を行います。 

 本事業では、婚活希望者として登録した方に対し、結婚相談会や婚活支援員を介した

マッチングを行うことで、町内への定住促進を図ります。 

 

記 

 

【事業内容】 

 下記対象者の婚活登録を募集し、希望者を対象とした相談会やイベント等を実施す

る。婚活支援員が積極的に関わることで、再婚希望者の婚活をサポートする。 

 

【対象者】  

 ・再婚を希望する独身男女 

 ・再婚者との結婚に理解のある独身男女 

 

【登録受付期間】 

平成 30年 10月 1日～平成 30年 12月 28日 

 

 【登録申込方法】 

 基山町婚活支援事業実施要綱にある基山町婚活登録申込書に必要事項を記入の上、

定住促進課へ直接持参又は郵送にて提出。 
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問合せ先 産業振興課 商工観光係 

TEL:0942-92-7945 FAX:0942-92-0741 

メール:brand@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

平成３０年９月２１日 

産業振興課 

 

「基山の日」in肥前さが幕末維新博覧会 

 

 基山町では、肥前さが幕末維新博覧会「市町の日」において、下記のとおり「基山の

日」を開催します。 

当日は、基山町ふるさと大使「どぶろっく」が来場し、ライブパフォーマンスととも

に基山の歌『佐賀の先っぽ 基山』を披露します。また、会場では、基山町の事業者な

ど 12ブースが出展し、特産品の試食や販売など基山町の魅力を紹介します。 

さらに、会場に隣接する「さがレトロ館」では、イタリア料理店「アル・ケッチァー

ノ」の奥田政行シェフによるエミュー肉など基山の旬の素材を使った「基山の日」特別

メニューのイタリア料理を楽しむことができます。 

９月 22 日（土）の「基山の日」は、肥前さが幕末維新博覧会とあわせて、ご来場を

お待ちしています。 

記 

 

１．日  時  平成 30年９月 22日（土）物販販売 10時～15時 

ステージ 11時～15時 

２．場  所  肥前さが幕末維新博覧会 幕末維新記念館特設会場 

県立図書館南広場「こころざしのもり」（佐賀市城内２丁目 1-4） 

３．内  容  別添チラシ参照 

 

【どぶろっく プロフィール】  

基山町出身。森慎太郎と江口直人で平成 16 年９月コンビ結成。保育園から大学まで

すべて同じ学校。お笑いコンビとしての他にミュージシャンとしても活躍中で、今年の

７月に基山町ふるさと大使に就任。 

【奥田政行氏 プロフィール】  

山形県鶴岡市生まれ。鶴岡市のイタリア料理店「アル・ケッチァーノ」オーナーシェ

フ。食の都庄内親善大使をつとめるなど地産地消を代表する料理人。日本各地でレスト

ランをプロデュースし地方の食材の情報発信拠点を作っている。 
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肥前さが幕末維新博覧会「基山の日」 

 

１ 開催趣旨  肥前さが幕末維新博覧会「市町の日」において、「基山の日」を実施し、来場者

に基山町の魅力をＰＲする。 

 

２ 開催日時  平成３０年９月２２日（土）物産販売 １０時～１５時 

                     ステージ １１時～１５時 

 

３ 開催場所  肥前さが幕末維新博覧会 イベント会場 

        （県立図書館南広場「こころざしのもり」） 

 

４ 開催内容  イベント会場にて特産品等の販売及び特設ステージにおいてＰＲを行う。 

▽物産ブース（順不同） 

出店者 内容 出店者 内容 

基山町観光協会 基山町観光ＰＲ 弥生が丘養蜂園 蜂蜜の試食販売 

サンポー食品 ラーメンの展示販売 ちぎりの里 かりんとうの試食販売 

西海製薬 健康食品の展示販売 かいろう基山 伐採竹の商品展示販売 

ＰＩＣＦＡ 作品の展示販売 園部製茶 お茶の試食販売 

らいふステージ 作品の展示販売 職人の会 作品の展示販売 

きやまファーム エミューＰＲ   

 

▽ステージ 

時間 所要 出演者 内容 

11:00～11:10 10分 町長、司会者、ゆるきゃら オープニング 

11:10～11:20 10分 COOL BEAT DANCE SCHOOL ダンス 

11:20～11:50 30分 きやま創作劇出演者 創作劇ＰＲ 

13:00～13:10 10分 司会者、地域おこし協力隊、ゆるきゃら 基山町ＰＲ 

13:10～13:30 20分 どぶろっく ライブステージ 

13:30～13:35 ５分 どぶろっく、町長、司会者、ゆるきゃら ふるさと大使の紹介 

13:35～13:40 ５分 どぶろっく、Flora、ゆるきゃら 基山の歌 

13:40～14:10 30分 どぶろっく、町長、司会者、出品者 抽選会 

14:10～14:40 30分 きやま創作劇出演者 創作劇ＰＲ 

14:40～14:50 10分 COOL BEAT DANCE SCHOOL ダンス 

14:50～15:00 10分 町長、司会者、きやまん・きやまる エンディング 

  ※ステージ後方にてＰＩＣＦＡによるライブペインティング実施 

 

５ 主  催  基山町、基山町教育委員会 

 

６ 共  催  基山町観光協会、基山町産業振興協議会、基山町文化協会、 

基山創作劇実行委員会 
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問合せ先 産業振興課 商工観光係 

TEL:0942-92-7945 FAX:0942-92-0741 メール:brand@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

 

平成３０年９月２１日 

産業振興課 

 

2018草守基肄（くさすきい）世界大会 

 

基山町の草スキーを世界に誇れるものに、そして人種や国籍を超えた世界的な大会

になることを目指して、第３回目となる「2018草守基肄（くさすきい）世界大会」を

開催します。 

基山の草スキーは、山の自然の斜面を、木製のソリを使用して滑るもので、大会で

は、町のシンボルでもあり、歴史的な名所でもある基山（きざん）と基肄城（きいじ

ょう）跡で行い、滑走タイムを競います。 

競技種目は、個人戦と団体戦を設定し、各種目の入賞者には記念品や基山町の特産

品等の副賞と大会を盛り上げた個人、団体に対して特別賞を用意しています。 

大会エントリーは９月３日（月）から開始しており、草スキーに慣れ親しんだ町内

の方だけでなく、町外から遊びに来た方、外国人の方など広く参加者を募集していま

す。参加費無料（事前申込が必要）ですので、ふるってご参加ください。 

 

【大会概要】 

◇日 時：10月 13日（土）午前９時～午後３時（予定） 

◇会 場：佐賀県三養基郡基山町大字宮浦 2166番地１付近 

基山（きざん）公園草スキー場  

◇参加費：無料（要事前申込） 

◇競技種目： 

（個人戦）小さきもりクラス…小学生未満 

中さきもりクラス…小学生 

大さきもりクラス…中学生以上 

（団体戦）チームさきもりクラス…小学生以下２名以上、中学生以上２名以下の 

計４名によるリレー 

エキスパートさきもりクラス…中学生以上６名によるリレー 

◇主 催：基山町観光協会 ◇共 催：基山町、基山町商工会、基山町産業振興協議会 

◇申込先：基山町観光協会（基山町商工会内） 

     〒841-0204 佐賀県三養基郡基山町大字宮浦 218番地 

     ＴＥＬ：0942-92-2653 ＦＡＸ：0942-92-0208 

     メール：kiyama.kankou@gmail.com 

     Facebook：https://www.facebook.com/kiyamakusaski/ 
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問合せ先 基山町産業振興協議会事務局（基山町産業振興課内） 

TEL:0942-92-7945 FAX:0942-92-0741 メール: brand@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

平成３０年９月２１日 

                                  産業振興課 

 

 

きやま門前市を開催します 

 

基山町産業振興協議会では、もみじの名所である大興善寺の駐車場において、11月

17日（土）に軽トラックの荷台等を活用した「きやま門前市」を開催します。 

「きやま門前市」は、今年の春に続き３回目の開催で、地元産の新鮮な農産物や地

元の素材で作られた加工品など約 40店舗が町内外から出店します。 

また、当日は、大興善寺のライトアップ初日で、日中とは違った幻想的なもみじ狩

りが楽しめます。「きやま門前市」と併せて、ぜひご来場ください。 

 

【きやま門前市概要】 

◇日  時  平成 30年 11月 17日（土）午前 10時～午後２時 

◇場  所  大興善寺駐車場（佐賀県三養基郡基山町大字園部 1602-１） 

◇入 場 料   無料（駐車料 300円※「きやま門前市」チラシ持参の方は無料） 

◇主  催  基山町産業振興協議会 

◇共  催  基山町青空市  
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問合せ先 教育学習課 ふるさと歴史係 

Tel:0942-92-2200 Fax:0942-92-0741 Mail:furusato-1@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

平成３０年９月２１日 

教育学習課 

 

 

９月２３日（日）は荒穂神社の御神幸祭！ 

 

 基肄
き い

城
じょう

が築かれた基山
き ざ ん

の山頂に創建されたとされる荒穂神社は、古代に編纂され

た『延喜式
え ん ぎ し き

』神名帳に記載されるなど、古くから由緒ある神社として尊崇されてきまし

た。この神社の秋の祭礼として、毎年、秋分の日（9 月 23 日）に御神幸祭が行われま

す。 

御神幸祭では、代々受け継がれてきた、災払
さいばらい

・鉦
かね

風流
ふうりゅう

・獅子舞・羽
は

熊
ぐま

・挟箱
はさみばこ

などの

民俗芸能が奉納されます。祭当日は、早朝から本殿で神事があり、ご神体を神輿に移し

て行列を組み、約２㎞離れた御仮
お か り

殿
でん

（基山町多世代交流センター憩の家前広場）へ向い

ます。正午からは、神事後に御仮殿前で各民俗芸能が奉納され、その後再び行列を組み、

本殿へ戻ります。 

記 

 

１．日 時 9月 23日（日・祝） 12時～：神事・餅まき、芸能披露 

２．場 所 御仮殿（基山町多世代交流センター憩の家前広場） 

３． 駐車場 基山町役場（基山町大字宮浦666）、基山町福祉交流館（基山町大字宮浦1006-1）

※駐車スペースに制限があり ※基山駅から臨時駐車場経由の臨時バスが運行！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

獅子舞 災払 

※当日奉納される様々な芸能は、町の各地区の方々によって行われます 
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問合せ先 教育学習課  ふるさと歴史係 

Tel:0942-92-2200 Fax:0942-92-0741 Mail:furusato-1@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

平成３０年９月２１日 

教育学習課 

 

 

宝満神社の秋祭り「園部くんち」 

 

 

 園部くんちは、園部にある宝満神社（正応寺のお宮）の御神幸祭です。宝満神社から

御仮殿（正応寺インター付近、第２部消防団格納庫）まで約 150メートルの道を、 

御神輿、御弓、御鉄砲、白羽熊、挟箱などが行列を作って往復します。午前７時に宝満

神社から御仮殿に向けての「お下り」、午後２時に御仮殿から宝満神社に還る「お上り」

が行われます。それぞれの神事が行われた後に行列が出発します。 

行列では、羽熊や挟箱などの芸能が演じられ、にぎやかな大名行列を見ることができ

ます。園部くんちを通じて、「秋の基山」を感じてみませんか。 

 

記 

 

１． 日時 10月 14日（日） 7時～：お下り（神社→御仮殿） 

           14時～：お上り（御仮殿→神社） 

 

２．場所 宝満神社及び御仮殿（県道 17号正応寺インター西側） 

 

行列 白羽熊 
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問合せ先 まちづくり課 協働推進係 担当：天本 

Tel:0942-92-7935 Fax:0942-92-0741 Mail:kyodosuishin-2@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

平成３０年９月２１日 

まちづくり課 

 

 

きやま人づくり大学を開校します 

 

 基山町では、町民、町民活動団体、事業者及び町が学びを通じて地域の魅力や課題を

共有し、その情報の発信や解決策を実践する人材の育成を図ると共に、町内外の多彩な

人材から学び行動を興していくことにより、協働のまちづくりの推進に資することを目

的に基山町立図書館を会場にして「きやま人づくり大学」を開校します。 

 

～講座スケジュール～ 

《10月》・きやま人づくり大学オープン記念講座（講師：佐賀県知事 山口 祥義 氏） 

     ・きやま RESASデジタルアカデミー ① 

《11月》・きやま人づくり大学 1時限目「町内活動のまちづくり団体に学ぶ①」 

（講師：基山の歴史と文化を語り継ぐ会による「～創作劇を通じたまちづくり～」） 

     ・きやま RESASデジタルアカデミー ② 

     ・きやま人づくり大学 2時限目「基山の匠企業に学ぶ①」（講師：地元企業関係者） 

《12月》・きやま RESASデジタルアカデミー ③ 

《１月》・きやま人づくり大学 3時限目「町内活動のまちづくり団体に学ぶ②」(講師：ボランティア団体) 

    ・きやま人づくり大学 ４時限目「基山の匠企業に学ぶ②」（講師：地元企業関係者） 

《２月》・きやま人づくり大学記念講座（講師：対馬市長 比田勝 尚喜 氏） 

 

 注目ポイント★：第１回記念講座の講師は佐賀県知事 山口氏！ 

記念すべき、第１回記念講座の講師に、明治維新から１５０年を記念し、 

ただ今絶賛開催中の肥前さが幕末維新博覧会で盛り上がる佐賀県の山口知事が登場します！ 

 日時：平成３０年１０月１日 場所：基山町民会館小ホール 

 注目ポイント★：第２回記念講座の講師は長崎県対馬市長 比田勝氏！ 

 今年度の最後を飾る、第２回記念講座の講師に、基山町と歴史的親交の深い長崎県対馬市から 

対馬市の比田勝市長が登場します！ 

日時：平成３１年２月２４日（予定） 場所：基山町民会館小ホール 
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問合せ先 まちづくり課 図書館係 

Tel:0942-92-0289 Fax:0942-92-1108 Mail: toshokan-1@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

平成３０年９月２１日 

まちづくり課 

 

 

竹あかりナイト in図書館♪  

 

 基山町立図書館では、今年も「竹あかりナイト in 図書館♪」を開催します。竹あか

りのほか、ミニコンサートや子どもお楽しみ映写会も開催します。ロマンチックな竹あ

かり灯篭や夜の図書館をお楽しみ下さい。 

記 

 

１． 日時 平成 30年 10月 13日（土）午後６時～８時迄 

 

２．場所 基山町立図書館（基山中央公園内） 

 

２． 内容 通常午後 6時の図書館閉館時間を 8時に延長し、図書館周辺に竹あかりを 

設置して、館内ではミニコンサートや上映会を行います。 

 

４．参加方法 事前申し込みは不要、参加費も無料です。どなたでも参加できます。 

（小学生以下の方は保護者同伴でお願いします）  

 

竹あかりナイト 

図書館周辺に並べられた竹

あかり灯篭はロマンチック

な雰囲気♪ 

普段体験できない夜の図書

館の幻想的な空間をお楽し

みください。 
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竹あかりナイト in図書館♪ 

            館内イベントのタイムスケジュール 

16:00～17:00 

 

17:30～（２０分程度） 

 

18:00 

18:00 

18:05 

18:10 

18:10～18:30 

18:35～18:55 

19:00 

 

19:00～（２０分程度） 

 

20：00 

 

プレイベント ペットボトル絵付け（多目的室） 

 

プレイベント 子ども上映会（１回目 多目的室） 

 

開会（ブラウジングコーナー） 

図書館の会内山会長のあいさつ 

松田町長のあいさつ 

館内イベント ミニコンサート開始 

 演奏 ハーモニカサークル縁・JOY 

演奏 ヒーリングオカリナ 

（ブラウジングコーナーイベント終了） 

 

子どもお楽しみ上映会(２回目 多目的室) 

 

閉館 
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問合せ先 まちづくり課 文化・スポーツ係 

Tel:0942-92-7935 Fax:0942-92-0741 Mail:bunka-3@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

平成３０年９月２１日 

まちづくり課 

 

 

第 40回 基山町文化祭 

 

 平成 30年 11月 1日（木）～3日（土）、第 40回基山町文化祭を開催します。 

 今年も日頃より基山町で活動されている文化団体等による作品の展示や、舞

台発表が行われます。入場・観覧は無料です。皆様、ぜひお越しください。 

 

記 

 

１．日時  展示の部（作品展示）：平成 30年 11月１日（木）～３日（土・祝） 

                 午前９時～午後５時 

      芸能の部（舞台発表）：平成 30年 11月３日（土・祝） 

                 午前９時 30分～午後５時（予定） 

２．場所  基山町民会館 

３．料金  入場・観覧無料（どなたでも入場・観覧できます） 

展示の部（作品展示） 芸能の部（舞台発表） 

17



問合せ先 

まちづくり課 文化・スポーツ係 

Tel:0942-92-7935 Fax:0942-92-0741 

Mail:bunka-2@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

平成３０年９月２１日 

まちづくり課 

 

 

第 28回 クロスロードスポーツ・レクリエーション祭 in 基山町 

 

 11月 11日（日）、第 28回クロスロードスポーツ・レクリエーション祭が基山町で開

催されます。筑後川流域の３市１町（久留米市・小郡市・鳥栖市・基山町）の交流を目

的として開催されたこの大会も今年で２８回を迎え、新種目として「ワンバウンドふら

ばーるボールバレー」という変形ボールをバウンドさせて、相手チームに返すバレーボ

ールのようなニュースポーツを導入する運びとなりました。その他にも前年に引き続き

開催する室内ペタンク・ターゲットバードゴルフ・スポンジテニス・ラージボール卓球

を合わせた全５種目で各市町の代表チームがしのぎを削ります。 

 

記 

 

１．日時  平成 30年 11月 11日（日） 総合開会式  午前９時  

競技開始予定 午前 10時 

 

２．場所  基山町総合体育館アリーナ・武道場、基山町総合公園多目的運動場、 

東明館中学・高等学校 

 

３．種目  ワンバウンドふらばーるボールバレー、室内ペタンク、 

ターゲットバードゴルフ、スポンジテニス、ラージボール卓球 

 

４．主催  第 28回クロスロードスポーツ・レクリエーション祭実行委員会 

共催  筑後川流域クロスロード協議会 
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小鴨 由水選手 

 

 

 

平成３０年９月２１日 

まちづくり課 

 

 

第 27回きやまロードレース大会・第 4回きやまスロージョギング®大会 

 

 12月 2日（日）に「第 27回きやまロードレース大会・第 4回きやまスロージョギン

グ®大会」を開催します。今回で第 27 回を迎えるロードレース大会は中学生による沿

道応援や特産物などの販売ブースを設置するなど、その他数々のおもてなしをご準備し

ております。また、ゲストランナーといたしまして、1992年バルセロナオリンピック女

子マラソン日本代表の小鴨由水選手と日本ブラインドマラソン協会強化指定選手の山

下慎治選手のお２人をお招きし、参加者の皆さんとふれあいながら、大会を盛り上げて

いただきます。また、世界で唯一の「スロージョギング®大会」も今年で第４回となり、

ロードレース大会と同時開催いたします。スロージョギング®は、ＴＶなどでも取り上

げられ、誰でも気軽に取り組めることで話題の運動です。「スロージョギング®大会」

は自分の申告したタイムにどれだけ近いタイムでゴールできるか、というスピードレー

スとは一味違った競技として、多くの方々にお楽しみいただいております。 

 

 

 

 

 

 

 

【イベント概要】 

〇イベント名  第 27回きやまロードレース大会・第４回スロージョギング®大会 

〇開 催 日 時  平成 30年 12月 2日（日）8：30～12：30（雨天決行） 

        開会式 8：30～ 競技開始 9：15～ 

別紙タイムスケジュールをご参照ください 

〇開 催 場 所  基山町役場周辺（佐賀県三養基郡基山町大字宮浦 666番地） 

〇昨年度参加者 約 2000名 〇主催 基山町体育協会  〇共催 基山町 

〇協力     （一社）日本スロージョギング協会 

※問合せ先 まちづくり課 文化・スポーツ係 井上・中川 ☎92-7935 

山下 慎治選手 
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問合せ先 まちづくり課 協働推進係 担当：天本 

Tel:0942-92-7935 Fax:0942-92-0741 Mail:kyodosuishin-2@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

平成３０年９月２１日 

まちづくり課 

 

 

基山の冬のお祭り「ふ・れ・あ・いフェスタ」 

 

 今年で 15 回目の開催となる「ふ・れ・あ・いフェスタ」は、基山町役場周辺の施設

を使って毎年 12 月の第２日曜日に開催される冬のお祭りです。「自然」「食と健康」

「交流」の３つをテーマに、エリアを分けて行われ、様々なイベントで盛り上がります。 

 

記 

 

１．日時      平成 30年 12月 9日（日） 午前 9時～午後 3時 

２．場所      基山町役場周辺 

３．主なイベント  ・第３回きやま創作劇『草莽の民～明治、基山に生きた人たち～』 

・餅つき、餅・佐賀牛・地元特産品の販売、佐賀牛カレー、米すくい 

            ・バルーン係留・乗車体験 ・消防はしご車の搭乗体験 ・かかしコンテスト 

            ・赤ちゃんハイハイレース ・リサイクルバザー・産業振興協議会コーナー 

           ・基山の学校給食の人気メニュー試食 ・ASJJF九州国際柔術選手権 等 

きやま創作劇 

総勢約 70名の基山町民（町内の学生や 

ボランティアの方等）により上演 

イベント会場（基山総合体育館前） 

地元特産品の販売や様々なイベントで 

盛り上がります 
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問合せ先 まちづくり課 文化・スポーツ係 

Tel:0942-92-7935 Fax:0942-92-0741 Mail:bunka-3@town.kiyama.lg.jp 

 

 

 

平成３０年９月２１日 

まちづくり課 

 

 

きやま創作劇「草莽の民～明治、基山に生きた人達～」 

 

 平成 30年 12月 9日「ふ・れ・あ・いフェスタ」内において、きやま創作劇「草莽の

民～明治、基山に生きた人達～」を開催します。きやま創作劇は、演劇文化の醸成とき

やまの歴史・文化を劇を通して学び、広く伝えることを目的として実施するものです。 

第３回目を迎える今年度は「明治時代の基山」をテーマとして、約 70 名の基山町民

のキャスト・スタッフにより上演されます。 

 

記 

 

１．日時  平成 30年 12月 9日（日） ※２回公演 

      １回目 午前 11時開場 11時 30分開演（予定） 

      ２回目 午後３時開場  ３時 30分開演（予定） 

 

２．場所  基山町民会館 大ホール 

３．対象  どなたでも入場できます。（各公演につき先着 800名） 

４．料金  入場無料 

きやま創作劇 

昨年開催された「八ツ並の姫～観音

様になったお姫様～」では、町内外

から約 1500名の方にご来場いただ

きました。 
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