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防災ネット あんあん  アプリ誕生
佐賀県 危機管理・報道局

　佐賀県の防災・安全・安心情報を
配信するシステム「防災ネット あんあ
ん」がメール配信からスマートフォン
アプリへと生まれ変わります。
配信開始日時  ４月３日（月 ) 午前 10 時
※スマートフォンアプリへの配信開始
と同時に、メール配信は終了します。
※メール配信にご登録いただいてい
る方も、スマートフォンアプリでの登
録をお願いします。
　アプリをダウンードして、安全・安
心を手に入れましょう！各ストアで「防
災ネット あんあん」で検索するか、
下の二次元コードを読み込んでストア
からインストールしてください。

問合せ先  佐賀県 危機管理・報道局　
危機管理防災課
☎（０９５２）２５－７１４０

編 集 後 記
今号の表紙は、今年度から名前が一新した ”

アイが大きい基山町音楽祭 ”。出演者の素

晴らしい演奏と観客の手拍子で会場は一体

感に包まれました。” アイ ” の溢れる音楽祭

に心が温かくなりました…！(N）

　基山町卓球協会では、ラージボー
ル卓球教室を開催します。
　男女問わず、初心者の方も大歓迎
です！お気軽にご参加ください。
日時  ４月７日、14 日、21 日、28
日の金曜日   午前 10 時～ 12 時
場所  基山町総合体育館
参加料  400 円  （実費負担として※
保険料別途）
募集人数  10 名
締切日  ３月 26 日（日）
※定員に達し次第締め切り。
動きやすい服 装で、飲料、体育館
シューズ、タオルをご持参ください。
※ラケットは準備しておりますがお持
ちの方はご持参ください。
申込み・問合せ先  基山町体育協会
加盟団体 基山町卓球協会
☎（０９０）５７３３－２６０８（権藤）
☎（０９０）７１５８－５８８２（森）

ラージボール卓球教室
基山町卓球協会

　お引越しのお手続きはお早めにお
願いします。
　企業団のホームページでも水道の
開始・中止の web 申請ができます。
お手続きできる内容
・水道の使用開始
・水道の使用中止
・企業団管内での転居
問合せ先  佐賀東部水道企業団 三養基
営業所　☎８９－２８６８

佐賀東部水道企業団からのお知らせ
佐賀東部水道企業団

「きやま SGK」ウォーキング
きやま SGK

　基山町の神社仏閣・名所旧跡・季
節の花などを訪ね、楽しみながら健
康の維持増進を図りませんか？皆さ
まの参加をお待ちしております。
◆４月のウォーキング
日時  ８日（土）午前９時 30 分～ 12 時

　　予備日：15 日（土）
集合場所  基山草スキー場駐車場 
内容  基肄城跡・翁草（天智天皇欽仰
之碑 - 大礎石群 - 北帝門跡 - 翁草）
◆５月のウォーキング
日時  13 日（土）午前９時 30 分～ 12 時
　　　予備日：20 日（土）
集合場所  基山町営球場駐車場 
内容  神社仏閣・バラ（基山町営球場
駐車場 - 正蓮寺 - 鳥栖東公園 - 秋光川
- 天満神社 - １区公民館）4.2km
◆６月のウォーキング
日時  ３日（土）午前９時 30 分～ 12 時

　　予備日：10 日（土）
集合場所  基山町営球場駐車場 
内容  神社仏閣・浄水場（基山町営球
場駐車場 - 園部宝満宮 - 専念寺 - 基山
浄水場 - 基山町営球場駐車場）4.7km
参加費  各 100 円（傷害保険料他）
※申込みは不要です。（当日、集合場
所までお越しください。）
※水筒、タオルなどは各自携行、マ
スク着用をお願いします。
※雨天中止などの連絡は、前日の午
後８時以降にインターネットで「基
山SGK」と入力し、確認してください。
申込み・問合せ先  きやま SGK
 ☎５０－８０３５

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  ５月27 日（土）午後 1 時 30 分
場所  基山町第三区公民館
受験科目  1 級～ 8 級、SCORE100、
SCORE60（6 ～８級を受験する場合
は下記問合せ先へご連絡ください。）
申込方法  ホームページ
申込期間  ３月15日 （水）～５月19日（金）
問合せ先  坂口 英一（３区）
 　　　　   ☎・ ９２－２５９０ 　
　　　　　☎０９０－１１９９－９８４１

健康・スポーツ教室第１期のご案内
基山町総合体育館

　基山町総合体育館の指定管理者
セイカ・西鉄 BM 共同事業体は、自
主事業として、令和５年４月～６月に
ヨガ、ピラティス、ダンス、健康体
操などの「第１期健康・スポーツ教室」
を開催します。
　参加希望の方は基山町総合体育
館の受付でお申し込みください。
内容  右の二次元コー
ドを読み取りご確認
ください。

受付開始  ３月 18 日（土）
午前９時から
※定員になり次第締め切りとなります。
問合せ先  基山町総合体育館
☎９２－２８２２

iPhone を
ご利用の方

Android を
ご利用の方
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救命講習を受講しましょう！
　鳥栖・三養基地区消防事務組合では、毎月１回、鳥栖消防署と西消防署で交
互に救命講習を実施しています。救急隊が到着するまでの間、そこに居合わせた
方の救命手当が、倒れた方の命を救います。大切な家族、友人知人の命を守る
ため救命講習を受講してみませんか？
　受講に際し、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当日の体調確認を実施し、一定の距離を置くなどの感染
予防対策を行い開催致しております。ご不便をおかけしますが、感染拡大防止に
ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。

▽救命講習定期開催日時
①令和５年４月15日（土）９時～12時　

　（申込期間：３月８日～４月８日）

　会場：鳥栖消防署（鳥栖市本町３丁目１４８８－１）

　☎８３－７９９７（鳥栖消防署　救急係）
②令和５年５月21日（日）９時～12時

　（申込期間：３月20日～５月14日）

　会場：西消防署（みやき町大字中津隈２４６５－４）

　☎８９－３０５０（西消防署　救急係）
※応急手当WEB講習修了者は１０時からとなります。また、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る場合があります。ご不明な点がご
ざいましたら、受講予定の消防署までお問い合わせください。
※受講料は無料です。受講後に修了証を交付します。

▲ホームページは
　こちら

問合せ先  基山分署消防係　☎９２－７９１１

寄附ありがとうございました
（敬称略）

受講生募集
久留米地区職業訓練協会

　電話予約後、申込書・案内書をお送
りしますので、ご入金をお願いします。
先着順に受付、定員になり次第締め切
りとさせていただきます。各コース受
講料が必要です。各受講料の詳細は問
合せ先までご連絡ください。
 〈ワード＆エクセル入門〉
日時  ４月 13 日（木）～６月 15 日（木） 
毎週月・木曜日 午後６時 30 分～９時
定員（対象者） 15 人（初心者） 
内容 ワード・エクセルの基本操作

〈テーマ別５時間講座 Zoom 入門と活用〉
日時  ４月 15 日（土）午前 10 時～午後４時
定員（対象者） 15 人（パソコン・
スマートフォンの基本操作ができ、
キー入力に不安の無い方） 
内容  Zoom の概要と導入方法

〈テーマ別５時間講座 CAD 体験講座〉
日時  ４月 16 日（日）午前 10 時～午後４時
定員（対象者） 15 人（パソコンの
基本操作ができる方） 
内 容  JW-CAD と AutoCAD の 違 い
と基本操作
問合せ先 久留米地域職業訓練セン
ター 　☎４４－５２０１

第３回　東明館未来教育対話会
東明館中学校・高等学校

期日  3 月 25 日（土）午後１時 30
分～３時 30 分
会場  東明館中学校・高等学校ラー
ニングルーム
対象  生徒・保護者・同窓生・基山
町の皆様
目的  「学校と地域がより良い学校を
作るには（案）」をテーマに、地域
の皆様を交えて対話をさせていただ
きます。
申込み方法  右の二次
元コードからお申し込
みください。

※当日は「さくらフェスタ」も開催
予定です。詳細は本校 HP でご案内
いたします。
問合せ先 東明館中学校・高等学校 　 
☎９２－５７７５（福島）

危険物取扱者試験のご案内
（一財）消防試験研究センター佐賀県支部

試験日時  5 月 21 日（日）
※時間は試験種類によって異なります。
場所  佐賀大学本庄キャンパス（佐
賀市本庄町 1 番地）
受付期間  書面申請：3 月 30 日（木）
～ 4 月 13 日（木） 、電子申請：３月
27 日（月）～４月 10 日（月）
受験願書  鳥栖・三養基地区消防事
務組合に用意しています。
申込み・問合せ先  一般財団法人 消
防試験研究センター佐賀県支部 
☎（０９５２）２２－５６０２ 
佐賀市白山二丁目 1 番 12 号 佐賀商
工ビル 4 階

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

日時  5 月 13 日（土）・14 日（日）
午前９時 30 分～午後４時 30 分
場所  鳥栖・三養基地区消防本部 ３階
( 鳥栖市本町三丁目 1488 番地 1)
種類  乙種第４類
受講料  5,000 円（２日間分）※テ
キストも販売しております。
受付期間  ３月 30 日（木）～５月 12 日（金）
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２階予防課内） 　
☎８３－３１８１ 

基山町社会福祉協議会へ
[ 一般寄附 ]
・岩坪林道開設実行委員会　26,451 円

[ 香典返し ]
・篠原 幸子　古寺（亡 進）
・内山 義之　文教６（亡 君子）
・江頭 伸子　旭町（亡 英明）
・三島 ひとみ　吉野ヶ里町（亡 天本 

スエオ）

寄附ありがとうございました
（敬称略）

基山町育英資金貸付基金へ
・基山町ゴルフ協会　100,000 円


