
17 2020. 9.15

まちの話題

「令和 2 年度まちづくり月間まちづくり功労者国土交通大臣表彰」受賞

　国土交通省では、魅力あるまちづくりの推進につとめ、特に著しい功績

のあった全国の個人又は団体を、まちづくり功労者として表彰しています。

　このたび、全国で２９の個人又は団体が受賞され、佐賀県からは唯一、

基山町安全な町づくり推進協議会が、「国土交通大臣賞」を受賞しました。

これは、月１回の定期活動や週２回の防犯パトロール時にも違法屋外広

告物の撤去や路上放置自転車の回収に精力的に取り組むなどの活動が、

町の景観維持に貢献したということで功績が称えられたものです。

基山町安全な町づくり推進協議会

住民課　くらしの安心・安全係　☎８５－８１７１問

佐賀県中学夏季軟式野球大会で優勝！
基山中学校野球部

　８月８日から10 日にかけて佐賀県軟式野球連盟主催の佐賀県中学夏季軟式野球大会が県内４会場で開催され、基山

中学校野球部が優勝を飾りました。

　１日目に行われた１回戦を接戦で制して波に乗ると、２回戦を完封、準決勝では０対０の延長戦をサヨナラ勝ちして勝

ち進み、迎えた決勝戦でも浜玉中学校を１- ０で下し、見事優勝の栄冠に輝きました。

高円宮賜杯第 40 回記念全日本学童軟式野球大会
マクドナルド・トーナメント佐賀県大会支部代表選考会優勝！

基山ジャガーズ

　基山町少年スポーツ育成協議会に加盟されている基山ジャガーズが、8 月 9 日と 8 月 16 日の 2 日間で行われた、マク

ドナルド・トーナメント佐賀県大会の三養基支部代表選考会において見事優勝しました。同チームは 9 月 19 日から鹿島

市民球場をはじめとする県内 4 会場で行われる本大会へ出場します。
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無料法律相談会開催！
佐賀県労働者福祉協議会

県内勤労者とその家族の生活支援を
目的に、弁護士による無料法律相談
会を毎月 1 回、日曜日に開催して
います。相続、労働借金などの法律
問題でお困りの方は、一人で悩まず
に、ご相談ください。
日時 10 月18 日、11 月 15 日、12
月 20 日、1 月 17 日、2 月 21 日、
3 月 21 日（全て日曜日）
午後 1 時～ 4 時
場所  佐賀県労働会館３階（佐賀市
神野東４丁目７－３）
弁護士  弁護士法人朋楠・わかくす
法律事務所　辻 泰弘 弁護士
申込み・問合せ先  

（一社）佐賀県労働者福祉協議会・
ライフサポートセンターさが
☎０１２０－９３１－５３６
※相談は原則予約制

危険物取扱者試験・準備講習会
鳥栖・三養基地区危険物安全協会

  危険物取扱者試験  
試験日   11 月 22 日（日）
※時間は試験種類によって異なる。
場所　佐賀大学本庄キャンパス
受付期間　9 月 28 日（月）～ 10 月 9 日（金）
※受験願書は県内各消防本部・各消
防署、消防試験センター佐賀県支部
に常設しています。
受験願書提出先

（一財）消防試験研究センター佐賀
県支部　☎０９５２－２２－５６０２
  危険物取扱者試験準備講習会  
日時  11 月 13 日（金）・14 日（土） 
午前９時～午後４時（2 日間とも）
場所  鳥栖・三養基地区消防本部 3F　
受講料  5,000 円　（2 日間分）
申込み期間 ９月 28 日（月）～ 11 月 12 日（木）
申込み・問合せ先
鳥栖・三養基地区危険物安全協会

（消防本部予防課内）☎８３－３１８１

実用理科技能検定
（一社）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
唯一の試験会場です。（定員 120 名）
日時 10 月17 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 ２（地学を除く）～８級
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  10 月5 日（月）まで
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）
☎０９０－１１９９－９８４１

2020 年現代人気美術作家年鑑に掲載されました！
絵画サークル「雅」

　基山町文化協会加盟団体の絵画サークル「雅」に所属されている篠原英一さんが現代人気美術作家年鑑の 2019 年

秀逸作品に選ばれました。
▽タイトル　「雅の調べ」

▽作品の説明
　趣味で始めた三味線を弾いている奥様の様子を描いています。

▽絵画を始めたきっかけ
　　佐賀大学の教育学部で高校までの美術の教員免許を取得し、教師として

　子どもたちに美術の魅力を教えながら、美術の魅力について学びました。

　　教員をしていた当時は、鳥栖美術協会に所属しており「初夏展」や「鳥栖

　市民文化祭」に出展していました。

▽お知らせ
　　2020 現代人気美術作家年鑑に掲載された作品「雅の調べ」は、９月１日（火）

　から９月３０日（水）まで基山町立図書館の展示スペースに展示しています。

　ぜひご覧ください。
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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 ]
・江口 正道　北高島６丁目　( 亡弓子 )
・久山 恵美　文教通７丁目　( 亡野中ミヨコ )
・酒井 一男　中園　( 亡幸徳 )
・城本 美智代　白坂中　( 亡敏行 )

（敬称略）

編集後記

朝の通学時等、横断歩道に立っ

て交通誘導をしてくださってい

る安全なまちづくり推進協議会

の方々が国土交通省の賞を受賞

されました。暑い日も寒い日も

基山町の安全を守るため活動を

行っていただいています。いつ

もありがとうございます！！（A)

少しの知識が命を救う !!　救命講習を受講しよう !!

問合せ先  基山分署消防係　☎９２－７９１１

▽救命講習定期開催日時
10 月 17 日（土）午前９時～１２時

（申込期間 :8 月 23 日～ 10 月 10 日）
11 月 20 日（金）午前９時～１２時

（申込期間：10 月 18 日～ 11 月 13 日）
※現在、新型コロナウイルス感染症の感
染・拡大防止のため中止となっております。
※再開する場合は、当消防本部のホーム
ページ、各市町広報紙等でお知らせいたし
ます。
▽会場　鳥栖消防署
　　　　（鳥栖市本町３丁目１４８８－１）
※受講料は無料です。受講後に修了証を
交付します。

★豆・知・識★
～９月病って何？？～

▽ 5 月病だけじゃない！！
　９月は、お盆や夏休みが明けて仕事や学校が始まる時期。暑い夏に体
力を消耗し、気温の変化や不規則な生活なども影響して、心や体の調子
を崩しやすいと言われています。これを「９月病」と言います。医学用語
ではありませんが、病気の一歩手前の状態と言われ注意が必要です。

▽症状は？
　＜体の症状＞　だるい・頭が重い・食欲がない
　＜心の症状＞　イライラ・眠れない・やる気が出ない

▽ 9 月病を予防しよう！！
　何よりも大切なのは、生活のリズムを戻すこと。
　　①規則正しい生活リズムと睡眠
　　②栄養バランスを考えた３食
　　③適度な運動

※２週間以上経ってもなかなか調子が戻らないときは
病院に相談しましょう！！

　事故や病気で心臓や呼吸が止まって亡くなる方は、全国で毎年約７万人と言われています。自宅だけに限らず買い物中
や仕事中、偶然目の前で人が倒れたところに遭遇してしまったとき、あなたは何ができますか？？
　救急車が到着するまでの間、その場に居合わせた方（バイスタンダー）が応急手当をすることで、助かる確率は２倍以
上と言われています。必要なのは「一歩踏み出す勇気」です。救命講習を受講していざという時に備えましょう！！

有
料
広
告

・栗原 雅　文教通７丁目　( 亡光二郎 )
・鶴田 良彦　野口　( 亡梅乃 )
・吉田 佐保子　文教通６丁目　( 亡林弘美 )
・山津 利夫　池ノ坂　( 亡ナツヨ )
・川﨑 浩一　南高島８丁目　( 亡義則 )




