
10R3.6.15

コ ラ ム 高齢者を事故から守る「ま み む め も」交通安全コラム Vol.23
問 住民課 くらしの安心・安全係　☎８５－８１７１

コ ラ ム 新型コロナワクチン詐欺に注意消費生活コラム Vol.19

問 消費生活相談窓口：住民課 くらしの安心・安全係　☎８５－８１７１（毎週金曜日 午前 9 時 30 分～午後 3 時 30 分）
　　　　　　　　 消費者ホットライン　☎１８８

【参考：見守り新鮮情報第３９２号より】

町からのお知らせ

事
例

　 ・スマートフォンに「ワクチン接種の優先順位を上げる」というメッセージが届いた。
　 ・「ワクチンを優先的に接種できる」と所管省庁をかたった電話があった。
　・余ったワクチンを案内していると電話があった。
　・中国製ワクチンを有料で接種しないかという勧誘があった。
　・携帯電話に新型コロナワクチンの関連で私の口座情報等を尋ねる電話があった。

　高齢者の交通事故の多くが、見通しの良い道路や交差点で、
徒歩や自転車での横断中に起こっています。悲惨な交通事故に遭わないよう

交通安全の「ま み む め も」に気をつけましょう。

ま 待つ

安全が十分に確認
できるまで待つ

ま 待つ

安全が十分に確認

み 見る

周囲の状況を見る

む 無理せず
止まる

交差点などでは
無理せず止まる

む 止まる

交差点などでは

め 目立つ

反射材用品を
着用して目立つ

も もっと
知る

自分の身体機能の
変化をもっと知る

一般的に高齢
になると、
若い時よりも
視力や聴力が
弱まり、歩く
速度も遅くな
ります。

佐賀県交通安全キャラクター
マニャー

高齢者交通安全五則

▽新型コロナワクチン詐欺に関する相談専用窓口：「新型コロナワクチン詐欺消費者ホットライン」
　☎０１２０－７９７－１８８　午前 10 時～午後 4 時（土日祝日含む）

▽お願い：受話器を上げて [136] に続けて [1] をダイヤルすると、最後にかかってきた電話の日時と電話番号を
音声で２回お知らせするサービス （利用料金税込 33 円／回）があります。こちらのサービスをご活用いただき、
犯人の電話番号が判明した場合、警察まで電話番号をお知らせいただければ、犯人の検挙に繋がりますので、
ご協力の程よろしくお願いします。

◎新型コロナワクチンの接種に便乗した消費者トラブルや悪質商法に関する相談が寄せられています。
◎新型コロナワクチンの接種は無料です。ワクチン接種に関連付けて費用を求められても決して応じないでください。
◎国や市町村などの行政機関等が「ワクチン接種に必要」などと言って個人情報や金融機関の情報を電話

やメールで聞くことはありません。聞かれても答えないでください。
◎少しでもおかしい、不安だと感じたときは、すぐに消費生活相談窓口等にご相談ください。
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まちの話題

R3.6.15

“きやまの文化財 ” 紹介します！意外と知らない！？

　基山駅前のモール商店街が、元は『千
せ ん ど や ま

塔山』という丘陵
だったことをご存じでしょうか？
　丘陵上には、桜の名所だった桜ヶ丘公園や基山保育園、
招魂場（日清・日露・大東亜戦争などで亡くなった方の追
悼施設）がありました。駅前に、商店街や駐車場などのスペー
スを造る『基山駅前再開発事業』計画のため、昭和 50 年
から 52 年まで発掘調査が行われました。
皆さん、この丘陵からいったい何が出てきたと思いますか？

なんと弥生時代後期の環
かんごう

濠集落の跡が出てきました。環濠
とは、敵襲を防護するために集落を囲むように造られた深
い濠（深さ約 1.6 ｍ）のことで、最初はＵ字の形に掘られ、
その後Ｖ字形に姿を変えています。Ｕ字形の濠に囲まれた
部分は、南北 75 ｍ、東西 67 ｍ以上、面積は約 5,000㎡。
この時期の住居は全部で 17 軒で、興味深いのは、7 軒が
濠の内側にあり、それ以外は環濠の外にあることです。これ
は、集落における身分の差を表しているのではないかとされ
ています。

また、住居跡以外に土器や鉄器、箱式石棺墓、石蓋土坑
墓などの貴重な遺物や遺構が出土しましたが、中でも青銅
製の鋤

すきさき

先が７本も出てきたことは驚くべきことでした。青銅
器は当時も希少なもので、墓からの出土でしたら権威の象
徴とも言えますが、住居や溝からの出土です。単に鋤とし
て使ったとは考えられず、地霊を鎮めるような祭祀に使わ
れたものかもしれません。
　一つの遺跡から発見される数としては、ずば抜けて多い
ため、なぜこのよ
うに多くの青銅製
鋤先が出土したの
かは、未だナゾに
包まれたままなの
です。
※青銅製鋤先は県
指定重要文化財に
指定されています。

第 4 回 千
せんどやま

塔山と青銅鋤
すきさき

先のナゾ

△千塔山遺跡空撮

町からのお知らせ

　５月９日（日）に、基山町グラウンドゴルフ協会杯グラウンドゴルフ大会を基山町多目的グラウンドで開催しました！

結果については下記のとおりです。

基山町体育協会加盟団体　基山町グラウンドゴルフ協会　酒井 秀利　☎０９４２－９２－３７０４問

順位 氏名 クラブ名 スコア
優勝 平野　洋 ５区愛好会 35

準優勝 大平　政治 11 区クラブ 35
３位 青栁　税 球愛会 36

順位 氏名 クラブ名 スコア
優勝 山﨑　アツ子 14 区クラブ 36

準優勝 酒井　トヨミ 11 区クラブ 39
３位 岸　眞由美 三四会 40

【A パート】　男子の部 女子の部

順位 氏名 クラブ名 スコア
優勝 井上　百合子 ５区愛好会 39

準優勝 山口　香 球愛会 39
３位 長沼　節子 宝満クラブ 41

順位 氏名 クラブ名 スコア
優勝 渡辺　孝明 球愛会 35

準優勝 天本　貞美 仲良しクラブ 37
３位 相島　紘紀 11 区クラブ 37

順位 氏名 クラブ名 スコア
優勝 酒井　悦子 基肄城 GG 会 39

準優勝 松永　佳子 11 区クラブ 41
３位 楢崎　絹江 宝満クラブ 42

順位 氏名 クラブ名 スコア
優勝 坂口　久雄 三四会 34

準優勝 水田　讓 11 区クラブ 36
３位 長野　勇雄 三四会 37

【B パート】　男子の部

【C パート】　男子の部

女子の部

女子の部

令和３年度 
第１回基山町グラウンドゴルフ協会杯グラウンドゴルフ大会成績




