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CSO 活動団体社会貢献活動
問 まちづくり課　協働推進係　☎９２－７９３５

　11 月 29 日（日）、基肄山歩会の会員が、国の特別史跡「基

肄城跡」につながる『きのくに古道』の清掃作業を実施し

ました。綺麗になった『きのくに古道』を皆さんも歩いて

みませんか。

基山空手道クラブ大会結果 問 基山空手道クラブ　☎０９０－５２９１－７９０３（原）

　第４回佐賀県ジュニア空手道錬成大会（11 月 22 日鳥栖市）

【組手競技】
３年男子　３位　　寺島　聖真

３年女子　３位　　東郷　白桜

５年男子　３位　　荒巻　悠真  、　３位　埋金　紘也

６年女子　優勝　　東郷　星羅
※会員募集
練習場　総合体育館武道場

時間　火・木曜日 午後７時～９時、土曜日 午後６時～８時

情報コーナー

自衛官募集説明会
自衛隊鳥栖地域事務所

開催日  令和 3 年 1 月 9 日（土）、
10 日（日）、11 日（月）、16 日（土）、
17 日（日）、23 日（土）、24 日（日）、
2 月 6 日（土）、14 日（日）、20 日

（土）、28 日（日）
時間  午前 10 時～午後 3 時
場所  自衛隊鳥栖地域事務所
　　（鳥栖市本町 1‐962‐1 2 階右側）
問合せ先　自衛隊鳥栖地域事務所
☎８３－４０７７

休日（土曜日）の無料公証相談
筑紫公証役場

　公正証書による遺言、任意後見契
約、各種契約など、お気軽にご相談
ください（秘密厳守、要予約）。
日時		1 月 16 日（土）午前 9 時～
午後 5 時（毎月第 3 土曜日に開催予定）
場所  筑紫公証役場（太宰府市都府楼南）
※筑紫公証役場ホームページ

（http://www.chikushi‐kosho.com）
申込方法  事前に電話で予約をお願
いします。
申込み・問合せ先  筑紫公証役場
☎０９２－９２５－９７５５

鳥栖工業高校駅伝部 全国大会出場

第 21 回 ほんげんぎょう
きやまむら

　年の初めに竹で組んだやぐらを燃
やして 1 年間の家内安全、無病息災、
五穀豊穣を願う伝統行事です。参加
は無料です。どなたでもお気軽にご
参加ください。 
日時 令和 3 年１月 9 日（土）午後５
時 30 分着火（午後５時集合） 
場所  東明館中高等学校と基山町合宿所
の間の道路を西側へ 50m 進んでください

（お車でお越しの方は、基山町総合運動公
園駐車場を利用し、徒歩でお越しください）
持参する物  しめ縄他（針金等金属
は外しておいてください）、火の粉が飛
びますので普段着でお越しください。
問合せ先　きやまむら 埋金
☎９２－１８３２

　鳥栖工業高等学校駅伝部が、１０月２５日（日）

に行われた令和２年度佐賀県高等学校駅伝競走

大会において、１１年連続で優勝し、１２月２０日

（日）に京都市で行われた、第 71 回全国高等学

校駅伝競走大会に佐賀県代表として出場しました。
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水道管凍結に注意
佐賀東部水道企業団

　気温がマイナス４度以下になる
と、水道管が凍結して水が出なく
なったり、破裂して漏水することが
あります。
凍結を防ぐには  露出した水道管や
屋外にある蛇口に厚手の布等をかぶ
せ、ビニールテープなどで巻きつけ、
保温してください。
凍結して水が出ないとき  凍った部
分にタオルや布をかぶせ、その上か
らゆっくりとぬるま湯をかけて、と
かしてください。直接、熱湯をかけ
ると、水道管が破裂することがあり
ますのでご注意ください。
破裂したとき  まず、止水栓を閉め
て水を止めてください。水が止まら
ないときは、破裂した箇所にタオル
やビニールテープ等を巻いて応急処
置をし、お近くの指定給水装置工事
事業者へ修理を依頼してください。
問合せ先  佐賀東部水道企業団 三養
基営業所　☎８９－２８６８

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
で唯一の試験会場です。（定員 120 名）
日時 ２月20 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級～８級
申込み方法  ホームページよりお問
い合わせください。
申込み期間  １月7 日（木）～ 2 月 8 日（月）
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

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（1 月 18 日（月）までに要申込）
日時  1 月 20 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

編集後記
あけましておめでとうございま

す。今年も広報きやまをどうぞ

よろしくお願いします！

さて、2021 年初の表紙写真は、

昨年、ふれあいフェスタで行わ

れた、松田朴伝氏と PICFA の

アートパフォーマンスショーの

様子です。書道やアートが出来

上がっていく様子は大迫力でし

た。（A)

小郡名画座
〈小郡市〉

日時  令和３年１月 16 日（土）
①あすなろ物語

（正午～午後１時４８分）
②次郎物語

（午後２時３０分～４時２０分）
令和３年１月１７日（日）
①風の又三郎－ガラスのマント

（正午～午後１時４７分）
②少年時代

（午後２時３０分～４時２７分）
場所  小郡市文化会館大ホール

（小郡市大板井）
定員  300 人 ( 先着順 )
入場料  ２日通し 500 円（税込）
問合せ先　小郡市文化会館
☎７２－３７３７

有
料
広
告

シニア向け無料就労相談会
佐賀県シニアはたらきたいけん推進協議会

　もう少し働きたいシニア世代の方
の就労希望を相談員がお受けしま
す。
日時 １月 26 日（火）、２月 24 日

（水）、３月 24 日（水）
午前 10 時～午後３時
場所 ハローワーク鳥栖
問合せ先
佐賀県シニアはたらきたいけん推進協議会
☎ ０９５２－３３－７３８０




