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情報コーナー

第 25回ふれあいコンサート in トス　

参加団体募集について

目達原駐屯地

《コンサートについて》
開催日時  ９月 23 日（土）午後３
時～４時 30 分  場所  鳥栖市民文化
会館  出演時間  10 ～ 15 分間
※詳しい内容はホームページまで

《募集について》
対象団体  下記の条件を満たす団体
①鳥栖市、神崎市、吉野ヶ里町、上 
　峰町、みやき町、基山町の自治体 
　及び所在団体
②７月下旬までにプログラムを作成 
　できる団体（使用機材等も含む）
③平日午前８時～午後５時に連絡が 
　とれる団体
④テーマに沿った演目を発表できる 
　団体
申込み方法  目達原駐屯地ホーム
ページを参照の上、封書にてご応募
ください。
申込み締切日  ６月 15 日（木）消
印有効
決定通知　出演を依頼する団体のみ
６月 20 日（火）までに電話にてご
連絡いたします。
申込み・問合せ先　
陸上自衛隊目達原駐屯地
☎ ０９５２－５２－２１６１
〒８４２－００３２
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野 7 番地 1

夏休みチビッコ大会
参加者募集について

　　　　　　　　　目達原駐屯地

《夏休みチビッコ大会について》 
開催日時  ７月 22 日（土）午後２
時～ 23 日（日）午前９時予定
場所  陸上自衛隊目達原駐屯地（宿
泊場所は駐屯地体育館）  内容  ヘリ
コプターの見学、夜間ハイキング（肝
試し）等  参加費  １，５００円（夕食・
朝食代込み）  持ってくるもの  帽子、
水筒、タオル、着替え、洗面道具等
※詳しい内容はホームページまで

《募集について》
対象者  佐賀県に在住する小学４年
生～６年生（ぜんそく等の既往症を
お持ちのお子様にはご遠慮いただい
ております。）
募集定員  １００名（先着順）  
申込み方法  目達原駐屯地ホーム
ページより参加申込み用紙を印刷
後、必要事項を記入の上、「目達原
駐屯地　夏休みチビッコ大会係」ま
で郵送してください。
申込み締切日  ６月 20 日（火）消
印有効
申込み・問合せ先　
陸上自衛隊目達原駐屯地
☎ ０９５２－５２－２１６１
〒８４２－００３２
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野 7 番地 1

団員募集

有明佐賀航空少年団

　航空の知識を学びながら地域社会
に貢献する団員と、その指導者とな
る幹部団員を募集します。進路・就
職指導、航空検定の指導も行ってい
ます。
募集内容  ①小学１年生～６年生（各
学年 30 名程度）②中学１年生～３
年生（各学年 15 名程度）③幹部
団員（18 歳以上 60 歳以下の男女　
各 30 名程度）
費用  ①②小中学生  入団金 ５千円、
団費 ５千円（年間）③幹部団員  団
費 ２千円（年間）

《入団希望者オリエンテーション》
日時  ５月 21 日・28 日（日）午前
10 時～ 12 時  場所  佐賀バルーン
ミュージアム３階  大会議室
問合せ先　有明佐賀航空少年団 検
定部長　坂口 英一（検定試験監督
兼講師／航空検定１級取得）
☎ ９２－２５９０
☎ ０９０－１１９９－９８４１

有
料
広
告

職業訓練受講生募集　
　　　　　　　　　（７月入所生）

佐賀職業能力開発促進センター

募集コース（訓練期間６か月間）
①機械加工技術科（定員 12 名）
②電気設備施工科（定員 18 名）
受講料  無料（テキスト代等は別途自
己負担）  応募資格  受講意欲があり、
公共職業安定所長により受講指示ま
たは受講推薦等を受けた求職者（機
械加工技術科は、おおむね 45 歳未
満の方が対象） 募集締切日 ５月31日

（水）  入所選考  筆記試験、面接  申
込み方法  最寄のハローワークで相
談、提出してください。
問合せ先　佐賀職業能力開発促進センター　   
☎ ０９５２－２６－９５１６
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先日、佐賀市内にある佐賀県自
治修習所で行われた新規採用職
員研修に参加しました。研修で
は、公務員としてのありかたや
必要な知識、社会人としてのマ
ナー等を学びました。公務員と
しての責任の重さを感じ、基山
町のために私は何ができるのか
…改めて考えさせられました。
また、他の町役場の同期と親睦
を深めることができた貴重な２
泊3日の研修となりました。（K）

編 集 後 記

～健康づくり普及料理講習より～　　　　　　　　　　　　今月の料理

❶ キュウリは千切りにし、軽

く塩でもみ、水で洗い水気を

きる。

❷オクラはお湯で茹でて、

　斜めに切る。

❸ツナフレークは汁をきる。

❹ ①～③とＡを和える。

材料（４人分）
キュウリ 160g

オクラ 40g

ツナフレーク 60g

 ごま油 小さじ１

 薄口しょうゆ 小さじ２

塩 適量

寄附ありがとうございました

基山町社会福祉協議会へ
［一般寄附］
・なかよし会　　　　 　2,964 円

［香典返し］
・西依 道雄　栃木県　（亡 德枝）
・井上 貴治　小城市（亡 勝）
・吉田 美智子　白土（亡 繁巳）
・斉藤 邦子　きやま台７丁目
　　　　　　　　　　 （亡 幸雄）
・梁井 真理　宿１丁目（亡 進）
・井上 昌枝　小林（亡 祐二）

（敬称略）

エネルギー…38kcal

たんぱく質…3.1g

脂質…2.2g

塩分…0.4g

　毎日の食生活が自分の体にどう影響しているか、知ることができるのが健診です。町では、５月・６月・

10 月に集団健診を実施しています。国民健康保険に加入しているの 40 歳以上の方は、病院で受診できる個

別健診もあります。（個別健診は６月～平成 30 年３月まで受診可能。）

　自分だけでなく、家族や周りの大切な方もご一緒に、年に一度は健診を受けて自分の体の状態を確認しま

しょう。

オクラとキュウリの和えもの

※問合せ・献立レシピは、基山町保健センター まで 　☎９２－２０４５　 　 ９２－２１４８

エネルギー…266kcal

たんぱく質…11.3g

脂質…6.0g

カルシウム…85mg

塩分…0g

❶ ボウルに白玉粉と豆腐を

入れ、つぶしながら混ぜる。

耳たぶくらいの固さになっ

たら丸めて、指で軽く潰し、

沸騰したお湯に入れる。浮

き上がってきたら取り出し、

冷水につける。

❷ 枝豆は、たっぷりのお湯

でゆがき、ザルにあげ冷ま

したら、さやから出す。（冷

凍えだ豆でも可）

❸ フードプロセッサーに②

とＡを入れ、なめらかになる

まで攪拌する。

❹鍋に③を入れ、火を通す。

❺白玉団子を器に盛り付け、

上からずんだ餡をかける。

白玉ずんだ餅

材料（４人分）
白玉粉 150g

絹ごし豆腐 150g

枝豆 200g

砂糖 大さじ２

牛乳 大さじ５

塩 少々

A

筑後川マラソン 2017　
　　　　　　　　　　参加者募集

筑後川マラソン大会事務局

日時  10 月８日（日）※雨天決行
場所  久留米百年公園河川敷
種目  フルマラソン、ペアリレーマ
ラソン、ハーフ、10km、５km、３
km、1.5km（障がい者）
エントリー受付  ６月１日（木）～
７月 15 日（土）※定員になり次第
受付終了（先着順）
ボランティアも募集しています。詳
しくは大会ホームページ（http://
npoaiai.jp）をご確認ください。
問合せ先  
筑後川マラソン大会事務局 
☎ ３０－１２０１　　８０－４０８１

A


