まち

の話題

「第 39 回基山町青少年健全育成町民大会～基山町少年の主張発表大会～」
11 月 4 日（月・祝）、基山町民会館大ホールで第 39 回基山町青少年
健全育成町民大会（基山町少年の主張発表大会）を開催しました。
少年の主張（体験）発表では、町内の小・中学校の児童、生徒 8 名が
自分の体験を通じて感じたことや考えていること、将来の夢などを表現豊
かに堂々と発表しました。また、今年はアトラクションとして「基山中吹
奏楽部」と「きやま創作劇宣伝隊」のみなさんにご出演をいただきました。
当日は約 350 名が参加し、町民の皆様に青少年の健全育成に対する理
解と関心を深めていただくことができました。

平成 30 年 7 月豪雨（西日本豪雨）義援金について
10 月 8 日
（木）、平成 30 年 7 月豪雨（西日本豪雨）で被災した方々
の復興に役立ててもらおうと、中山身語正宗大本山瀧光徳寺様より、
義援金をお寄せいただきました。お預かりした義援金は、日本赤十
字社を通じ、被災地へ届けられます。

鳥栖地区たばこ販売対策協議会

町内の清掃活動を実施しました
鳥栖地区たばこ販売対策協議会では、喫煙マナーの向

第3区

シニアボランティア除草作業
10 月 23 日（水）、第 3 区シニアクラブの会員が、

上と社会貢献のため、街の環境美化活動を行っています。

若宮公園の除草作業を実施しました。当日は天気

今回は 9 月 27 日（金）に基山地区販売店の方々に

にも恵まれ、心地よい汗を流しました。また、午

よる基山町民会館周辺の清掃活動が行われました。

後からは高齢者とこどものグランドゴルフ大会に
むけ、こどもたちの指導もしていただきました。

有料広告
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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。佐賀県会場（基山）は九州で

久留米大学と包括的連携協定を締結しました
町では、地方創生に関する様々な事業に産学官連携して取り組んで
います。この度、連携事業の一環として学校法人久留米大学と包括
的連携協定を締結しました。
久留米大学とはこれまでも提携を行っており、今後はこの提携を更
に深めていきます。まずは、12 月 8 日（日）に開催される「ふ・れ・
あ・いフェスタ」で、健康に関する検査・相談会を実施します。

唯一の試験会場です。
（定員 120 名）
日時 1 月19 日（日）午後２時 30 分
場所 基山町民会館 １階会議室
受験科目 2 級～ 8 級
申込み期間
12 月１日（日）
～1 月10 日（金）
申込み方法 下記連絡先へお申し込
みください。
申込み・問合せ先
坂口 英一（検定試験監督兼講師／
理科検定１級取得）
☎・

９２－２５９０（３区）

問 総務企画課 総合計画推進係 ☎９２－２１８８

☎０９０－１１９９－９８４１

放送大学 入学生募集
放送大学

放送大学は、4 月入学生を募集し
ています。心理学・福祉・経済・歴史・
文学・情報・自然科学など、約 300
の幅広い授業科目があり、1 科目か
ら学ぶことができます。全国に学習
センターが設置されており、サークル
活動などの学生の交流も行われてい
ます。
資料は無料です。お気軽に問合せ先
までご請求ください。
出願期間 第１回 令和 2 年 2 月 29 日まで
第２回 令和 2 年 3 月 17 日まで
問合せ先 放送大学佐賀学習センター
☎０９５２－２２－３３０８

多重債務の無料相談
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（12 月 11 日（水）までに要申込）
日時 12 月 18 日（水）
場所 佐賀財務事務所（佐賀市駅前
中央３丁目３番 20 号）
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

株式会社州都相続センター
０１２０－３８８－８２２

〒841-0036 佐賀県鳥栖市秋葉町三丁目 18 番地 6 ＨスクエアＢＬＤ

公正証書による遺言、任意後見契
約、離婚給付契約、各種契約など、
予約要）
。なお、筑紫公証役場では、
平日も無料で相談を受けています。
午後 5 時（毎月第３土曜日）
場所 筑紫公証役場
申込み方法 事前に電話で予約をお
願いします。
問合せ・申込み先

筑紫公証役場

☎０９２－９２５－９７５５
有料広告

私たち州都相続センターは、 各種専門家と協力し、 皆様をサポートいたします。

筑紫公証役場

日時 12 月 21 日（土）午前 9 時～

面談・電話相談（申込不要）

相続事務 ・ 遺言の御相談及びサポートの受付窓口

休日（土曜日）無料公証相談

お気軽にご相談ください（秘密厳守、

午後１時～３時 30 分

☎０９２－４１１－７２９１

フリーダイヤル

情報コーナー

財務省福岡財務支局

相続センター業務内容
○相続の手続きに関するご相談
○相続人調査 ・ 相続関係説明図の作成
○預貯金や株式、 不動産などの相続手続き
○生前の遺言作成サポート
○相続税対策のご相談、 サポート
○ライフプラン ・ エンディングノートの作成及びサポート など

【営業時間】 平日 8:30 ～ 17:30 秘密厳守
※事前にご面談日のご予約日程を調整させて頂きます。
※遠方やお身体の不自由な方のために出張相談も承ります。

2019.12.1
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職業訓練受講生募集（２月入所生）

第４７７回
きやま短歌会

ハートライトフェスタ 2019
〈鳥栖市〉

プランターに野菜育てる楽しさを覚えし娘のライン送り来
とうがんと大きな南瓜いただきてしばらく部屋のオブジェとなせり
山の蚊にまぶたを刺され腫れ上がり友が帽子の顔をのぞきぬ
百より七ひきてまた引き二を残しわが認知度は試されいたり
朽ちてゆく栗の大木見上げいつ野良着を抜ける秋の風吹く
むりをせず育てましょうと友よりの茄子の花咲く絵手紙とどく
コンバインの向き換わるたび飛び立てる群れの雀の多忙な稲田
こ すも す
杖を曳き野の路を曲がりまた曲がりどこまでも秋 秋桜の花

今年のテーマは「千紫万光～鳥栖の光、
咲き誇れ！～」。令和初の開催となり、令
和時代への希望の光が花開くように願い
を込めてイルミネーションを作りあげます。
家族、友達、大切な人と、鳥栖の素晴ら
しい冬のひとときをお楽しみください。
日時 12 月 28 日（土）まで
午後５時 30 分～ 10 時
場所 中央公園一帯（鳥栖市大正町）
問合せ先 鳥栖商工会議所
☎８３－３１２１

８３－８８８８

第 42 回福岡小郡ハーフマラソン
参加者募集
〈小郡市〉

参加者と一 緒に走るゲストランナー
は、俳優・天気予報士の石原良純さんと、
元オリンピック代表の小鴨由水さんです。
日時 令和 2 年３月 22 日（日）
※雨天決行
場所 小郡市陸上競技場
（小郡市大保）
申込期限 令和 2 年 1 月 31 日（金）まで
※種目、参加費、申込方法は大会ホー
ムページをご覧ください

鶴田 安枝
瞳
和子
吾郎
奈美恵
しげの

松尾
長野
山野
草野
大石
吉松
村山
杉代

安義

第 2 回冬めくあったかクリスマスバル
〈久留米市〉

販店）や六角堂広場に出店するブース
をお得に楽しめるとともに、六角堂広

ふ・れ・あ・いフェスタが今年も行

場ではステージイベントも開催します。

われます。今年は、久留米大学と

開催期間 12 月 20 日
（金）～22 日
（日）

ぜひお越しください！（A）

場所 久留米ほとめき通り商店街・久
留米シティプラザ六角堂広場
問合せ先 株式会社ハイマート久留米
☎０９４２－３７－７１１１
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CAD/NC オペレーション科・溶接
技術科・住環境 CAD 科・電気保全
サービス科、３科で 15 名
募集締切日 12 月 25 日（水）
訓 練 期 間 令 和 2 年 2 月 4 日（ 火 ）
～ 8 月 28 日（金）
入所選考 1 月 8 日（水）に筆記試
験及び面接を実施
受講料 無料（テキスト代等は別途自
己負担）
応募資格 新たな職業に就こうとする
求職者で、受講意欲があり、公共職
業安定所長より受講指示又は受講推
薦等を受けられる方
申込方法 受講を希望される方は、
最寄りのハローワークでご相談の上、
応募書類をご提出ください。
※施設の見学、訓練内容の説明、訓
練体験など毎月無料で実施していま
す。お気軽にご参加ください。
問合せ先
ポリテクセンター佐賀
☎０９５２－２６－９５１６

☎８０－５９２９

参加している商店街店舗（飲食店・物

提携した、健康チェックもできます。

募集コース・定員

問合せ先 実行委員会事務局

抽選券付きのバルチケットで、バルに

編集後記

ポリテクセンター佐賀

12 月 16 日（月）
基山町総合体育館の
閉館時間について
１２月１６日（月）は基山町総合体
育館の開館時間を１７時までに変更さ
せていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解と
ご協力をお願いいたします。
※問合せ先 基山町総合体育館
☎９２－２８２２

