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情報コーナー

自衛官等募集説明会
自衛隊

開催日 4 月 3 日（土）・11 日（日）・
17 日（土）・25 日（日）、5 月 1 日（土）・
9 日（日）・15 日（土）・23 日（日）・
29 日（土）、6 月 6 日（日）
時間  午前 10 時～午後 3 時
場所  自衛隊鳥栖地域事務所
問合せ先  自衛隊鳥栖地域事務所
☎８３－４０７７

“きやまの文化財 ” 紹介します！意外と知らない！？

　基山（きざん）山頂にある、特別史跡碑をご存知で
しょうか？この碑には、「特別史跡基肄（椽）城跡」と
記されています（写真１）。なぜ、わざ
わざ「（椽）」の文字が付けられている
のでしょうか。
　これは、日本書記において、基肄
城のことが「椽城」と記されているた
めです。その後、時代が進むにつれて、

「椽」という文字が「基肄」という文字に変わっていっ
たようです。このような経緯もふまえ、特別史跡の名
称として「基肄（椽）城」と表現されています。全国
の史跡名を見渡しても、（  ）で併記がされているもの
は珍しく、基肄城跡をあらわす特徴の一つといえるか
もしれません。
　さて、基肄城跡は、大宰府の南の守りとして、天智４

（665 年）に築造されました。城内には、約 3.9㎞の
土塁と石塁からなる城壁や推定を含む４つの門跡、現
在までに約 40 棟発見されている礎石建物跡等が残っ
ています。
　このような良好な状態が残存していることから、昭
和 12 年に国の史跡、昭和 29 年に特別史跡に指定さ
れました。
　史跡指定へとつながった背景には、地元の方々の大
いなる尽力がありました。基肄城跡を良好に守ってい

ただいただけではなく、多くの方々に広く知ってもらう
ための活動もされています。
　基肄城跡を周知する活動を今に伝えるものの一部が
基山山頂部に残っています。天智天皇欽仰之碑や通天
洞、展望所跡です（写真２）。これらの建造物は、地
元の久保山善映氏（専念寺住職）や、肥前史談会が
中心となり、基肄城跡を広く知ってもらうことを目的に、
寄付を募り、昭和８年に建造されたものです。現在、
展望所は老朽化のために解体され、今は方位盤が残る
のみです。天智天皇欽仰之碑と通天洞は、遠くからで
も、基山山頂を望めば見ることができますので、ぜひ、
一度ご覧いただければと思います。
　このように、基肄城跡は、古代や中世だけはなく、
近代に生きた人々の思いも今に伝える遺跡です。

（写真１）

第1 回 特別史跡 基肄（椽）城跡

※老朽化のため立入禁止

（写真 2）

犬・猫の多頭飼育は届出が必要です
鳥栖保健福祉事務所

　佐賀県では、平成 20 年から動物
の健康と安全を守るために「佐賀県
動物の愛護及び管理に関する条例」
において、生後 90 日以上の犬及び
猫を合わせて６匹以上飼っている方
に対して、保健福祉事務所への届出
を義務付けています。
　多数の犬及び猫を飼う方は、その
動物の習性等をよく理解し、適切な
飼育を行ってください。また、鳴き
声や臭いなどによって周辺住民の方
に迷惑をかけないように努める必要
があります。
問合せ先  鳥栖保健福祉事務所
☎８３－２１６２

「オレンジカフェ三ヶ敷」始めます
オレンジクラブ基山

　オレンジクラブ基山では、4 月か
らオレンジカフェ三ヶ敷を始めま
す。町内で５ヶ所目となるオレンジ
カフェです。立ち寄ってみんなで一
緒に話したり健康体操や脳トレゲー
ムをしたり楽しく時間を過ごしてい
ただける場所です。当日会場にお越
しください。事前予約は不要です。
日時  4 月 23 日（金） 午前 10 時～
12 時（毎月第４金曜日）
場所  風のつばさ（三ヶ敷）
参加費  100 円
問合せ先  オレンジクラブ基山
☎８２－７４９５（緒方）
☎９２－６４７３（木脇）

天智天皇欽仰之碑
（昭和 8 年築造）

通天洞（昭和 8 年築造）

遠方から基山山頂を望む
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救命講習を受講してみませんか！

問合せ先  基山分署消防係　☎９２－７９１１

▽救命講習定期開催日時
４月 17 日（土）午前９時～１２時

（申込期間 : ３月 20 日～４月 10 日）
会場 鳥栖消防署（鳥栖市本町３丁目１４８８－１）
5 月 16 日（日）午前９時～１２時

（申込期間：3 月 14 日～ 5 月 9 日）
会場 西消防署（みやき町大字中津隈２４６５－４）
※令和３年４月より、定期開催の方法が変わります。詳しくは当消
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。ご
不明な点がございましたら、下記問い合わせ先までご連絡ください。
※受講料は無料です。受講後に修了証を交付します。

★豆・知・識★
～こんな時は迷わず１１９～

・突然の頭・胸・背中・お腹の激痛
・嘔吐物や便に大量の血が混じっている
・明らかに顔色が悪い（青白い）
・顔半分の動きがおかしい、片方の手足に力が入らない
・けいれんが止まらない、意識がもどらない
・食べ物などを詰まらせて呼吸ができない
・広範囲のやけど
・高いところからの転落

　鳥栖・三養基地区消防事務組合では、救命講習実施にあたり、新型コロナウイルス感染防止対策として、①マスク着用、
②手指消毒、③体温測定、④当日の体調確認等を実施し、一定の距離を置くなどの感染予防対策を行ったうえで開催し
ております。受講者の皆様には、ご不便をおかけ致しますが、感染拡大防止にご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。
なお、令和３年度から鳥栖消防署、西消防署での各月交互開催となっておりますので、お申し込みの際にはご注意下さい。
※今後の感染状況や、新たな知見等が国から示された場合は、救命講習の更なる緩和若しくは中止等の措置をとること
がございます。一日も早い新型コロナウイルス感染症の終息と皆様のご健康を心よりお祈り申し上げます。

△ HP はこちら！

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 ]
・埋金 竹年　正応寺　( 亡吉子 )
・鳥飼 シズカ　鎌浦　( 亡幹雄 )
・佐藤 カズヨ　金丸　( 亡信一 )
・古賀 敏夫　長谷川　( 亡ハツヱ )
・村山 初江　三ヶ敷東　( 亡嘉直 )
・牟田 照代　本通町　( 亡ツネヨ )
・成冨 昭子　四区　( 亡由久 )

（敬称略）

編集後記

初開催の「国際交流音楽祭」は、

国籍や年齢が音楽を楽しむ素

晴らしいイベントでした。出演し
た 9 組の方々の演奏が素晴ら
しく、終始驚きの連続でした。
そしてなんと、ゲストの松隈ケ

ンタさん、山田稔明さんもステー

ジを披露していただきました。

私を含め会場にいる全員が素敵

な歌・演奏に魅了されました。（A）

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 4 月 18 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２～８級、SCORE100・60・40・30
申込み方法 下記問合せ先へご連絡
ください。
申込み期間
3 月 16 日（火）～4 月 8 日（木）　
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）
☎０９０－１１９９－９８４１

リニューアルオープン記念
学芸員によるギャラリートーク

中冨記念くすり博物館

　当館学芸員が今回のリニューアル
の見どころを詳しく紹介します！！
ギャラリートークはインスタライブ
でも同時配信♪♪会場参加の方限定
で展示案内も行います！
日程  4 月 3 日（土）午前 10 時 30 分～ 12 時
※インスタライブは午前 11 時 30 分まで
会場  中冨記念くすり博物館　ホール
申込み方法  ホームページの申込
フォーマットより必要事項を入力
※定員 10 名、定員に達していない場合は当
日参加可※インスタライブは申し込み不要
参加料  無料
問合せ先  中冨記念くすり博物館
☎８４－３３３４
入館料  無料※リニューアルオープン
記念入館料無料期間中の為
開館時間  午前 10 時～午後 5 時

（最終入館午後 4 時 30 分）




