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広報よしのがりを
スマホでお届け！

うれしい！たのしい！なかよし！

（12月６日

吉野ヶ里保育園）

平成31年

年頭のごあいさつ

住みたいまち、安心のまちを目指して
吉野ヶ里町長

行トピ

謹んで新春のお慶びを申し上げます。町民の皆様に
おかれましては、平素より町の行政運営に対し温かい
ご理解とお力添えを賜り、心よりお礼申し上げます。
町長就任以来、早くも９か月が過ぎました。今年は亥
年。私は年男です。新年を迎え、私のやるべき仕事に
向かって猛進してまいる所存です。
マニフェストでも申し上げましたが、私の仕事の中
心は町民の皆様の声を聴くことです。新年号元年を迎
えるにあたり、町民の皆様と一緒になって前進してい
きたいと思います。
今年取り組みたいことは、
• 企業誘致計画の早期推進…石動、上中杖、辛上、豆
田、三津等の造成計画
• 地区からの要望…環境改善、道路の舗装、安全施設、
側溝や小路の整備、道路整備の早期実施。

平成31年1月1日時点で、吉野ヶ里町に居住していた
人を対象に、
所得税・町県民税の申告相談を実施します。
申告期間 ※土・日曜日及び祝日は休みです。
２月18日（月）～２月25日（月）
きらら館大ホール（東脊振庁舎北側）
２月26日（火）～３月15日（金）
中央公民館講堂（三田川庁舎西側）
申告に必要なもの
①マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カー
ドと身元確認書類（運転免許証、健康保険証、パス
ポート、障害手帳等）
②印鑑

農業事業者の事前相談会
２月６日（水）～２月９日（土）
※土曜は午前中のみ
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時間

８:30～12:00

場所

中央公民館

広報
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13:00～15:00

健吾

• 都市計画…インター周辺の整備、駅南北の整備計画、
国道34号駅交差点、久留米分岐より郡境間、県道神
埼北茂安線（曽根～衣村間）、中学校統合計画、吉野ヶ
里庁舎建設計画、図書館資料館、防災食育センター
（給食センター）建設計画、温水プール改築、トムソー
ヤの森再整備計画、ジャパンパイル跡地への企業誘
致計画
• 農業振興整備計画の見直し等
• 歳入計画…ふるさと納税の収入増
新年度からの実施計画や事業は主なものだけでも数
え切れません。財源、国庫補助金、自己資金等を十分
に検討し、計画の早期実現を目指して遂行してまいり
ます。
住みたいまち吉野ヶ里、安心のまち吉野ヶ里を目指
して、新年の私の思いを述べさせていただきました。
未来に向かって皆で元気に歩いていきましょう。

確定申告の時期が近づいてきました！

役場での申告相談

伊東

問

税務課（三田川庁舎）

☎37-0334

③収入に関する資料
• 源泉徴収票（給与収入や公的年金収入がある人）
• 収支内訳書（営業、農業、不動産の収入がある人）
• その他収入がわかるもの
（報酬、個人年金、保険の
満期金等の支払明細書など）
④控除に関する資料
• 国 民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険
料の支払証明書または領収書
• 国民年金の支払証明書または領収書
• 生命保険・地震保険・長期損害保険の控除証明書
• 医 療費控除の明細書
（医療費通知、領収書はご自身
で５年間保管してください）
• その他控除できる証明書など
（寄付金等の領収書など）
※還付申告は、還付金の振込先金融機関の口座番号（申
告者本人名義）が必要です。
※地区割は、２月号に掲載します。

持ってくるもの
• 収入に関する資料（アグネス、通帳、集落営農収支報告書など）
• 支出に関する資料（土地改良費等の経費に該当する領収書など）
※待ち時間を短縮し相談時間を平等に確保するため、一人当たりの相談
時間を30分とさせていただきます。時間内に終了するためにも、でき
る限りご自身で収支内訳書を作成し不明な部分のみをご相談いただく
ようご協力お願いします。

要介護者も障害者控除の対象に

要介護高齢者に対する
『障害者控除対象者認定書』の交付

認定基準
控除区分

福祉課福祉係（東脊振庁舎）

☎37-0343

申請受付 １月４日（金）～
申請方法 『障害者控除対象者認定申請書』に必要事
項を記入し、提出してください。
申請時に必要なもの
• 介護保険被保険者証
• 申請者の印鑑
• 控除対象者として認定を受けるご本人の印鑑
提出先 三田川庁舎 住民課総合窓口係
東脊振庁舎 福祉課福祉係
交付方法 申請書受理後、審査のうえ、認定書を申請
者に郵送します。
※身体障害者手帳等を持っている人は、この認定書の
交付申請をする必要はありません。
※要支援１、２の人は含みません。
※認定書の発行まで10日程度かかります。手続きは早
めにお願いします。

行トピ

身体や精神に障害のある65歳以上の要介護認定高齢
者（要介護度１～５の人）で、身体障害者手帳等を持っ
ていない人は、町が定める認定基準（下の表）に該当す
れば所得税・町県民税の障害者控除を受けることがで
きます。
町では、この対象者へ確定申告の際に必要な『障害
者控除対象者認定書』を交付します。該当すると思わ
れる人は、申請してください。
認定書を確定申告の際に提出すると、本人や扶養義
務者等が障害者控除を受けることができます。昨年、
対象となられていた人も毎年申告の時には必要となり
ます。
認定基準日 平成30年12月31日現在
※平成30年中に死亡された場合は、死亡時点の判定と
なります。

問

判定基準

障害者控除

認知症高齢者の日常生活自立度が「Ⅱ」
・
「Ⅲ」の人または
障害高齢者の日常生活自立度が「Ａ」の人

特別障害者控除

認知症高齢者の日常生活自立度が「Ⅳ」
・
「Ｍ」の人または
障害高齢者の日常生活自立度が「Ｂ」
・
「Ｃ」の人

確定申告のお知らせ（はがき）について
確定申告の相談会場で、書面により
申告書を提出された人には、確定申告
書等の送付に代えて「確定申告のお知
らせ」
（はがき）が送付されます。
確定申告の相談会場にお越しになる
際には、この「確定申告のお知らせ」
を必ず持参してください。
※
「確定申告のお知らせ」は、１月18
日に発送予定です。

問

鳥栖税務署 ☎０９４２-８２-２１８５

【確定申告のお知らせ（はがき）案】

※税 務署の相談会場で、申告書を
作成された人には、同様の内容
の「オレンジ色」のはがきが送
付されます（１月31日発送予定）。
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大正12（1923）年12月生まれ

中島

シマさん =下中杖=

８回目の年女を迎えることができ、
と て も 嬉 し く 光 栄 で す。炊 事 洗 濯、
何でも自分のことは自分でします。
人様の手を取らないように、自分で
やらなければという信念を持ってい
ます。ずっと忙しく働いてきて、仕
事をしないと罪悪感がありますが、今はのんびりペースでい
い、無理はしたらだめと自分に言い聞かせています。
ゆっくりと時間をかけるのは、畑仕事と食事。野菜作りに
愛着があり、多く採れたらご近所におすそ分けをします。私
がいただくこともあり、ありがたいです。食べることで体は
維持されているので、勉強しながら栄養バランスを考えて作
ります。１人分だとどうしても余ってしまうので、次の日の
副菜にしたりと、捨てることはありません。お刺身と熱燗を
少しだけいただくこともありますよ。
楽しみといえば謡曲。先生にお褒めの言葉をいただいて嬉
しかったです。短歌は今でも、ことあるごとに詠んでいます。
３人の子、７人の孫、11人のひ孫に囲まれて丁寧に暮らせ
る今が、最高に幸せです。
運命なるとき来るらむ世の人に謝してぞ逝かむ吾が生命かな

2019年

年男・年女

昭和10（1935）年４月生まれ

伊東

新春メッセージ

智美さん =下豆田=

４回目の年女。もうこんな歳になっ
ちゃったんだなと思います。２回目
の年女までは自分のことで精一杯、
３回目は子育てに追われ、自分の時
間 も な く 日 々、過 ご し て き ま し た。
朝５時に起きて高校生の子ども２人
分のお弁当を作る毎日。いつも米粒ひとつ残さず食べてくれ
ます。小さい頃は「挨拶・返事・人の話をきく」ことを厳し
く言いました。大きくなるにつれ、何もかも親が決めるのは
違う気がして、自分で決められるように、私がいないと動け
ない子にならないように見守ってきました。上の子は春から
東京に行きます。寂しいです。
私の母は51歳の若さで亡くなりました。いつも母のことを
思っています。母のような「お母さん」になりたくて、イラ
イラする時も一呼吸おいて、ガミガミ言わないようにと思え
たのかもしれません。そして、あと数年後に迫る母の歳を超
えたいです。将来は孫を抱くという、私が母にしてあげられ
なかった夢も叶えたいです。そのために楽しく過ごして、子
ども達が素直に育ってくれるよう「笑顔」を忘れないように
心がけていきます。
今の私には、やっぱり子どもが一番大事。子ども達のため
に今年も頑張ります。
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幸さん =上豆田=

７回目の年女になりました。農家
に嫁いで早60年。近所の人たちには
大変お世話になりました。２回目の
年女のときに長男が誕生。３回目の
頃に減反政策でイチゴ作りを始めま
した。今は長男夫婦が農業を継いで
くれ、イチゴ作りを頑張っています。５回目は還暦。同じ年
男の主人とささやかながら内祝いをしました。そして、６回
目を迎えた頃、吉野ヶ里作業所に勤め始め、初めて “勤め人”
となりました。作業所での仕事は見るもの聞くもの珍しいも
のばかりで楽しいですよ。４年前に長崎国体にフライング
ディスクで出場したことは、一生の思い出です。良い結果は
残せませんでしたけど（笑）。
今年の抱負は、元気で楽しく過ごすこと。元気で過ごすた
めに、週２回のグラウンドゴルフ、地区の健康サークルでは
脳トレに筋トレ、健康体操をしています。友人達と笑い合い
ながら過ごしています。長く続けるちぎり絵や俳句も楽しい
時間です。ちぎり絵で、何回も亥の作品を作りました。家族
や親戚と出かける旅行や食事会も楽しみなこと。今年も色ん
な場所に連れて行ってもらえたらなと思います。
仕事に趣味に今年も笑って楽しく過ごします。

昭和46（1971）年７月生まれ

大下

みゆき

昭和58（1983）年４月生まれ

多良

茂人さん =下三津西=

今年４月に父から私へ社長を交代
します。会社の業務は、主に国有林
の整備。山へ行き、荒れた森林の木
を伐採し、健全な森林に整えていま
す。社長就任後は現場の仕事に加え、
営業や経営なども加わり、身の引き
締まる思いです。家族同様に大事な従業員が、今まで以上に
良い暮らしができるように、仕事を増やしていきます。林業
は人材不足が現状ですが、整備をしないといけない山が増え
続ける一方です。従業員を増やし、当社から業界を盛り上げ
ていけたらなと思います。
12年前を思い出すと、妻と交際中で「もうすぐ結婚しよう
かな」と思っていた頃ですかね（笑）。結婚して今では２人
の子どもを持ち、楽しい日々を送っています。すくすく成長
していく子どもたちは、可愛いです。12年後、子ども達から
カッコいいパパと思ってもらえるように頑張ります。家族の
ためなら頑張れます。
最近の趣味は車いじり。姉家族と父母の家族全員で出かけ
られるように10人乗りの車に乗っています。子どもが楽しめ
るようにテレビを付けてみたり…。今年の連休は、家族全員
での旅行を計画しています。

年男・年女

昭和22（1947）年３月生まれ

三好

利行さん

新年あけましておめでとうございます。
今年も年男・年女を迎える皆さんを取材
し、新年の抱負を話していただきました。
夢・仕事・家庭・趣味・健康、それぞれ

昭和34（1959）年４月生まれ

大澤

=坂本=

６ 回 目 の 年 男 で す が、人 生 悲 喜
交々、あっという間でした。
以前は警察で、主に鑑識業務に従
事していました。現在は、運送会社
でドライバーの運行管理や、野菜作
りをしています。また、町の民生・
児童委員、東脊振中学校の評議員として、授業参観、体育祭、
文化祭、少年の主張大会、大人としゃべり場など、子ども達
に接することができ大変楽しいですね。先生方の熱心な指導
と明るい子ども達。卒業式では、いつも感動し涙します。
好きな言葉は「暮れてなお 命の限り 蝉しぐれ」で、私
の信条でもあります。
趣味は焼き物。特に土ものが好きです。備前焼や唐津焼は
使うほど愛着がわきます。日本酒は「備前の徳利に唐津のぐ
い呑み」が最高です。
昨年８月から健康づくりのため、地区の「生き生き健康教
室」と、きらら館のトレーニングルームに通っています。ま
だまだ続けて、ますます健康になりますよ。
今後の目標は、高齢者や子ども達を、事件・事故から守る
こと。明るい町づくりに努めたいですね。

弘さん

=坂本=

年男？しかも５回目！？実感がな
いというのが本音かな。年齢を全く
気にせず今までよくやってきたなと
思います。
「50、60（歳）はまだまだ鼻
たれ小僧」と彫刻の先生がおっしゃっ
ていたので、私もこれからです。仕
事は、母校でもある東脊振中学校で、生徒達と楽しく美術を
学んでいます。たくさんのエネルギーを生徒達から貰ってい
るから、今まで続けてこられました。
木の香りに魅せられて始めた彫刻も40年になります。今も
昔も作風は変わりません。最短で１日、長いと半年以上かけ
て、人や動物など身近なものを彫ります。今は１、２月に行
う所属グループでの作品展のことで忙しくしています。福岡
と佐賀で開催予定です。
今年は、３回目の個展をできたらいいなと思っています。
体が健康である限り延々と、１点でも多く作品を制作してい
きたいです。そして、うちの子どもに作ってと頼んでいる、
「ちっちゃな美術館」を持つのが私の夢。生徒達は入場無料
にする予定です。大人になっても夢を持つことはいいこと。
夢もあっていいと思います。

の目標に向かって熱心に取り組んでい
らっしゃいます。
あなたの今年の抱負はなんですか？家
族や友人と語り合ってみませんか！

平成７（1995）年８月生まれ

井上まどかさん

新春メッセージ

=横田=

老人ホームで管理栄養士として働
いています。食べることも料理をす
ることも好きだったこともあり、健
康に大きく影響する “食” を仕事にし
たくて管理栄養士を目指しました。
美味しくて健康にも良い献立を提案
して、年配の方を笑顔にしたいという思いがあり現在の職場
に就職。今は研修中で厨房の仕事をしていますが、４月から
は、献立を考えるなど栄養士としての仕事が始まります。そ
れに向けて、本やインターネットで毎晩レシピを調べたり、
外食をしたり、いろんな料理にふれるようにしています。休
日は、なるべく台所に立って料理。最近、よく作るのは和食
です。施設の利用者さんが好んで食べてくれるものを研究し
ています。
12年前を思い出すと、休み時間や休日は外で遊ぶ活発な子
どもでした。小学校、中学校は赤熊太鼓に所属し、有り余る
パワーを太鼓にぶつけていました（笑）。今は週１回のトレー
ニングセンターでストレス解消。トレーニング後に入る温泉
が格別なんです。
新しい仕事には、不安より期待の方が大きいです。利用者
さんとお話をしながら、美味しい食事を提案できたらなと思
います。

平成19（2007）年７月生まれ

川﨑

なぎ

と

凪翔さん

=力田=

ぼくは今年、年男です。時間を守っ
て行動することを目標にしたいと思
います。最近は習い事が多くて、宿
題をするのが遅くなり、寝る時間な
どをあまり守ることができていませ
ん。次の日は寝坊をしたり、授業中
に寝てしまったりするなど普段の生活にえいきょうが出てし
まっています。４月から６年生だということもあるので下級
生のお手本となるような生活をしたいなと思います。そのた
めには、まず時計をよく見て行動したり、時間を逆算してス
ケジュールを立てたりしています。でも、できない時もあっ
て、そういう時はいったん休憩して頭の中をリセットするよ
うにしています。本を読むと気分がすっきりして何だか頑張
れそうな気がします。
ぼくの家族は８人いて４世代でくらしています。いつも８
人なのでにぎやかでとても楽しく、いつもぼくを応援してく
れます。今までの12年は「自分のため」に過ごしてきたけど、
これからの12年は、
「半分は人のため」に過ごしていきたいで
す。今年の干支の猪は猪突猛進といってわき目もふらず突き
進んでいく動物です。ぼくも猪に負けないくらい目標に向
かって猪突猛進していこうと思います。頑張るぞ!!
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まちかとトヒクス
Machi-topi

ッ

WS
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吉野ヶ里町のできごとや、活躍する町民の皆さんなどを紹介します。

Yoshinogari

「私でよかったら」と
始めて20年

11/16

（金）

第６回吉野ヶ里町
健康吹矢大会

11/18
（日）

まちトピ
刑務所に出向いて面会することも

呼吸を整えて一点集中

諸田浩史さん（71）＝立野＝が保護司として、20年の長
きに渡る功績を認められ、法務大臣より表彰されました。
仕事をしながらの活動になるため、会社に相談すると
「会社も地域にお世話になっているので、ぜひやってく
ださい」との返事。また、２人の子どもを地域で育てて
もらったことへの恩返しもしたかったそうです。受賞に
ついて、
「今まで保護司をさせていただいたことに感謝
しています」と笑顔。保護司定年の75歳まで、罪を犯し
た人の社会復帰のお手伝いと、再犯や若年化する犯罪の
予防活動に力を注いでいく決意を話されました。

地域を散策 歴史を学ぶ

6

11/18
（日）

町教育委員会と吉野ヶ里町子どもクラブ連絡協議会
が、
「第６回吉野ヶ里町健康吹矢大会」を、ふれあい館
で開催しました。
スポーツ少年団、家族、吹矢協会チームなど18チーム
63人が出場。競技を通して礼儀作法や呼吸法などを学び
ながら１本１本の矢に集中して競技を楽しんでいまし
た。優勝者は次のとおりです（敬称略）。
団体選

個人戦

大人の部

チーム卑弥B

丸野日出東

子どもの部

三田川ジュニア
佐保
バレーボール

心翼

東脊振女子JVCが久光製薬
旗バレーボール大会で優勝

11/18
（日）

11/23

（金・祝）

旧目達原飛行場跡について解説する於保さん（左から２番目）

優勝旗を手に喜びの表情のメンバー

萩原地区ちくの“わ”委員会が、ゴミ拾いをしながら地
域の歴史を学ぶ「萩原ウォーキング」を行いました。今
回が３回目の開催で、約20人が参加。町史などの編纂を
手掛けた於保忠さん（73）がガイドを務め、各所で歴史や
そこに生える草花について解説しました。萩原公民館を
出発し、ごみを拾いながら熊野神社=吉田=や旧目達原
飛行場正門跡=苔野=などを巡りました。
萩原地区へ転入して３年目という杉町里美さん（38）
は、
「色んな場所に歴史があって勉強になった。於保さ
んが面白おかしく話す解説も楽しかった」と話しました。

東脊振女子JVCが「第17回久光製薬旗佐賀県小学生バ
レーボール大会」で優勝しました。同大会は鳥栖市市民
体育館を中心に開催され、県内の57チーム（女子）が頂点
を争いました。予選リーグを危なげなく勝ち進んだ東脊
振女子JVC。決勝戦では、夏の覇者みかつき女子JVCに
フルセットの末勝利。初優勝を決めました。
少数ながらチームワークの良さで過去の大会でも県大
会上位に食い込んでいた東脊振JVC。6年生は最後の県
大会で有終の美を飾ることができました。

広報
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勇気を出して、
優しい声掛け

11/24
（土）

11/25

フィナーレは皆で大合唱

（日）

まちトピ

どうされましたか？と優しい笑顔

フィナーレは全員で弓削田さんの「Dream&Dream」を合唱

町認知症見守り隊が町内６箇所で、温かい声掛け訓練を
実施しました。町内で認知症を抱えながら暮らす人は推定
約600人。帰り道が分からず座り込んでいる認知症役に声
をかけ、神埼警察署に通報。気付き・声掛け・連絡までを
訓練しました。スーパーモリナガ吉野ヶ里店を訪れていた
材木恭子さん
（70）
＝上豆田＝は「１度、近所で認知症の人
に声をかけたことがあります。今日はきちんと訓練できて
良かったです」と笑顔。買い物途中にも関わらず、たくさ
んの人が参加しました。

吉野ヶ里バンブーオーケストラが、ふれあい館で「第
22回竹ものがたり～竹・光・音のシンフォニー～」を開
催しました。今回は音を近くに感じてもらえるようにと、
ホールの中央にステージを設置、横に長い会場に。子ど
もからお年寄りまで約350人が来場し、竹の優しい音色
を楽しみました。第１部では世界の様々なジャンル楽曲

パティシエの技に感動!!

11/24
（土）

ゆ

げ

た

を演奏。第２部では、ゲストに合唱作曲家の弓削田健介
さんが公演しました。旅で出会った感動や思い出を話し
つつ、曲を披露。命の繋がりをテーマにした曲を聴き、
「父
のことを思い出してジーンときた」と話してくれたのは、
石丸和子さん=神埼市=。
「毎年楽しみにきています」と
にっこり。今年も楽しいひとときを過ごせたようです。

食改協と園児が交流

11/21
（水）

パティシエの技を見て喜ぶ子どもたち

真剣な表情でおにぎりを丸める園児たち

社会教育課が、中央公民館でチャレンジスクール（ケー
キづくり教室）を開催しました。
町内のケーキ屋パティスリーダンデリオンの藤﨑さん
=田手村=を講師に、小学生10人がブッシュドノエル作
りを学びました。目の前でパティシエによるプロの技を
披露してもらいながら、生地の混ぜ方などケーキ作り工
程で重要なポイントを教えてもらいました。その後、参
加者はクリームの絞り方の練習をし、ケーキに思い思い
のデコレーションをして、いつもと一味違うケーキを完
成させました。
林華波さん（９）=吉田=は「将来ケーキ屋さんになり
たいから参加した。楽しい！」と笑顔でケーキにデコレー
ションをしていました。

食生活改善推進協議会が、きらら館で東脊振幼稚園の
園児を対象に食育教室を開催しました。お母さんたちの
協力も得ながら、園児達はだご汁の団子を丸め、鮭と卵、
大根葉とじゃこのおにぎりを小さい手で握りました。
池田征美会長が「うんとおかわりして大きくなってね」
とあいさつ。みんなでいただきますをすると、おにぎり
を頬張り笑顔を見せてくれました。お母さんと一緒に食
べていた神保実愛さん
（６）は、
「鮭と卵のおにぎりが美
味しかった。おかわりもした」と恥ずかしそうに話して
くれました。

2019.1 広報
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まちかとトヒクス
Machi-topi
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WS

NE

吉野ヶ里町のできごとや、活躍する町民の皆さんなどを紹介します。

Yoshinogari

㈱スーパーモリナガ様より
寄付をいただきました

11/30
（金）

12/14

収穫した米で餅つき

（金）

まちトピ
本当にありがとうございます

食生活改善推進協議会や保護者の協力で楽しく餅をついた児童

株式会社スーパーモリナガ（堤浩一代表取締役社長）様
は、従来から積極的に障がい者を雇用されています。よ
り一層の障がい者支援のため、昨年に引き続き50万円の
寄付をいただきました。吉野ヶ里町への寄付は平成22年
から継続されており、累計300万円に上ります。
寄付に際し、堤代表取締役社長は「障がいのある人や、
お年寄りのために使っていただければ。会社が続く限り
寄付を続けたいと思っています」と述べられました。
いただいた寄付は、有効に活用させていただきます。

東脊振小学校５年生が、総合学習で餅つきと学習発表
会を行いました。学習田営農組合員や交通指導員など大
人たちから「力を入れずに、落として引く」と杵の使い
方のアドバイスを受けた児童。息を合わせ何度も交替し
ながら、米を餅へと変身させました。
「餅つきは保育園
ぶり。杵を軽く感じた」と話してくれたのは、田中魁人
さん=西石動=。できあがった餅は、砂糖醤油やきなこ
を付けて食べました。
学習発表会では、米について調べたことを発表。本や
インターネットで、米の栄養、生産量や消費量の変化な
ど詳しく説明しました。枦木華凜さん=横田=は「米に
は栄養素がたくさんあることや、実は太りにくい食べ物
ということがわかった」と振り返りました。

生徒が考えた給食の日

12/３
（月）

照れながら感想を話してくれた川添さん

町内小中学校の給食に、東脊振中学校２年生が作成し
た献立が取り入れられました。今までの家庭科の学習を
活かして、
「だしを使う」
「主菜は魚」
「地域の食材を使う」
の３つの条件のもと、生徒達が考案。この日のメニュー
は、
「白身魚の天ぷら」、郷土料理の「筑前煮」、
「ほうれ
ん草の海苔和え」の３品。12月中に全７品が給食に登場
しました。ほうれん草の和え物に海苔を入れるアイデア
ひろ と

をだした川添拡途さん＝下三津西＝は「海苔が好きでい
れてみたらおいしくなるかなぁと思いました。とてもお
いしいです」と笑顔。栄養も笑顔も満点の楽しい時間と
なりました。
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由来を知って、門松作り

12/18・12/19
（火） （水）

節目を斜めに切るのは、その切り口を笑顔に見せるため。
たくさんの笑顔が並びました

ひとり親家庭学習支援ボランティアが、中央公民館と
きらら館で「ミニ門松作り」を開催しました。講師は、
造園技師と華道教授の資格を持つ於保忠さん。
「災難を
良い方向に転ずるために、南天を生けます」など門松の
飾りの由来を解説し、子ども達に門松作りを指導しまし
た。まず輪切りの竹に給水スポンジを詰め、土台作り。
その土台に、節目を斜めに切った３本の竹を挿し込み、
松、梅、南天、ガマズミなどで思い思いに門松を飾って
いきました。筒井愛菜さん（13）は「バランスを整えなが
ら飾っていくのが楽しかった。玄関に飾ります」とにっ
こり。よいお正月を迎えられたことでしょう。

行政トピックス

農業委員会委員及び農地利用最適化
推進委員を募集します
推薦及び募集期間
届出様式

申・問

12月28日（金）～１月24日（木） ※郵送又は持参

農業委員会事務局の窓口に備え付けています。また、町ホームページからダウンロードもできます。
農業委員会委員

定

〒842-0193吉野ヶ里町三津777番地
吉野ヶ里町農業委員会事務局
（東脊振庁舎）
☎３７-０３５３（直通）

数

農地利用最適化推進委員

11人

８人

域

吉野ヶ里町全域※１

松隈、石動、三津、大曲、吉田、田手、豆田（立野
含む）、箱川

内

訳

11人※2

上記の区域より各１人

推薦及び
募集の方法

①町内に農業者等からの推薦
②一般募集

①上記の区域の農業者等からの推薦
②一般募集

活動内容

農地の権利移動の許可、農地利用集積計画の決定、
農地転用許可にあたって、具申すべき意見の決定
などを委員会に出席し審議して、最終的に合議体
として決定することを主体とし、推進委員と連携
して現場活動を行う。

担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地（荒
廃農地）の発生防止・解消等の「地域における現場
活動」を行うことを主体とし、必要に応じ委員会
への出席や指針等の作成に際し推進委員として意
見を行う。

報

町が規定する報酬額を支給する。

酬

資

格

任

期

行トピ

区

全てに該当する人①町内（推進委員は農業委員会が定めた区域）に住所を有する人、②町職員でない人
（臨時に雇用者を除く）、③破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人でない人及び禁錮以上の刑に
処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの人でない人、④町暴力
団排除条例に規定する暴力団等でない人、⑤満20歳以上の人
2019年4月1日から2022年3月31日

※１ 法令上、農地利用最適化推進委員のような区域（地域）の概念はありませんが、町としては、農地利用最適
化推進委員と同様の区域（地域）からの推薦および募集を想定しています。
※２ 委員の構成の要件として、区域内の認定農業者が少ない場合を除いては、原則過半数を認定農業者とする
必要があります。また、年齢、性別等に著しい偏りが生じないように、女性等の積極的な推薦および募集を
求める必要があるので、区域（地域）からの積極的な参画をお願いします。

介護保険料の納付確認書を
１月下旬に送付します

問

福祉課福祉係（東脊振庁舎）☎37-0343
佐賀中部広域連合業務課 ☎40-1135

65歳以上の人が平成30年中に納めていただいた介護保険料は、
平成30年分所得税確定申告や平成31年度町県民税申告の際、社会
保険料控除の対象となります。
納付方法

送付書類等

• 納付書、口座振替
• 障害年金、遺族年金から天引き

納められた介護保険料の納付確認書を佐賀中部広域連合から１月下旬に郵送し
ます。また、年の途中で特別徴収が開始された人などについても納付確認書を
送付します。早めに必要な場合は、問い合わせ先までお願いします。

• 特別徴収（年金天引き）のみ

日本年金機構や共済組合等から送付される「公的年金等の源泉徴収票」に記載
されていますので、そちらをお使いください。

※申告に関するお問い合わせは、税務署または各市町の税務担当へお尋ねください。

2019.1 広報
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行政トピックス

「吉野ヶ里町空家等対策計画（案）」
に対する意見の募集
（パブリックコメント）について
本計画は、空家等に関する対策を総合的かつ計画的
に実施するために、吉野ヶ里町が取り組むべき対策の
方向性等について、基本的な考え方を示したものであ
り、今後の空家等対策の基礎となるものです。
つきましては、この度、皆様の意見を計画案に反映
させていただくため、
次のとおり意見を募集しています。
行トピ

募集期間 12月14日（金）～１月21日（月）
【必着】
対象者
（１）町内に住所を有する人
（２）町内に事務所又は事業所を有する個人、法人等
（３）町内に通勤・通学している人
（４）その他案件に利害関係を有する個人、法人等
意見の提出方法
①持参
（東脊振庁舎:建設課、三田川庁舎:住民課総合
窓口係）、②郵送、③ＦＡＸ、④電子メール

〒842-0193 吉野ヶ里町三津７７７番地
吉野ヶ里町役場建設課都市計画係
問
（東脊振庁舎） ☎37-0348 FAX53-1106
糸kensetsu@town.yoshinogari.lg.jp

資料閲覧場所
（１）吉野ヶ里町ホームページ
（２）公共施設窓口 閲覧時間８:30～17:00
※土・日・祝日を除く。
①東脊振庁舎:建設課
②三田川庁舎:住民課総合窓口係
提出時の留意事項
①ご意見を提出する際の様式を準備していますが、任
意のものでも構いません。
②件名に「吉野ヶ里町空家等対策計画（案）についての
意見」と記載してください。
③提出する際は、住所及び氏名並びに電話番号を明記
してください。
意見の取り扱い
ご意見につきましては、計画作成に向けての参考と
させていただきます。個々のご意見に対して、直接の
回答はしませんのでご了承ください。

交通事故（第三者行為による傷病）にあったら
国保に届け出を
Q．なぜ届け出が必要なの？
交通事故でケガをした場合、被害者に過失のない限
りその治療費は加害者が全額負担することが原則で
す。従って保険証を使って治療を受けたときは、加害
者が負担すべき医療費を国民健康保険が一時立て替え
て支払い、あとから被害者に代わって加害者に請求す
ることになります。
届け出をしないと、本来加害者が負担する分を国保
が負担することになります。
また、届け出が遅れた場合も、加害者への請求が遅
れ、医療費を回収できない場合があります。
いずれの場合も国保の負担が増し、国保加入者の保
険税増にもつながります。
そのため、国保を使って第三者による傷病を受けた
時は速やかな届け出が必要です。
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問

保健課国民健康保険係

☎37-0345

Q．
「第三者行為による傷病」には交通事故以外に
どんなものがあるの？
• 不当な暴力行為を受けたとき
• 飲食店で食中毒にあったとき
• 他人の飼い犬にかまれたとき
• スキー場での接触事故
• 自宅以外の建物や設備の欠陥などでけがをしたとき
注意 こんなときは国保が使えません！！
• 仕事中や通勤中の事故でけがをしたとき
⇒労災保険に請求
• 飲酒運転や無免許運転など自分の不法行為により
けがをしたとき
⇒全額自己負担

行政トピックス

４月１日から

問

子どもの医療費助成対象が18歳まで拡大
４月１日から、
「吉野ヶ里町子どもの医療費助成制度」
の対象期間を18歳になる年度の末日まで拡大します。
平成31年３月31日時点で、現制度で受給資格のない人
へ１月中旬に申請案内をお送りします。

給付対象者を拡大
現在

➡︎

０歳～中学生

申請場所
三田川庁舎：住民課総合窓口係
東脊振庁舎：住民課総合窓口係
きらら館：保健課健康づくり係
申請期間 １月15日（火）～２月15日（金）
※３月31日までに町外へ転出予定の来年度新規対象と
なる人はご連絡をお願いします。

不妊治療費助成事業のお知らせ
吉野ヶ里町では、不妊治療を行う夫婦の経済的負担
を軽減するため、不妊治療費の一部を助成しています。
対象となる不妊治療
保険診療の適用とならない人工授精、体外受精、顕
微授精。
助成対象者 次の要件をすべて満たす人。
①戸籍上の夫婦であって、両者または一方が1年以上
吉野ヶ里町内に住所を有する人。
②夫婦合算の年間所得が730万円未満の人。

保護者氏名

出生児氏名

地区（大字）

問

保健課健康づくり係
（きらら館） ☎51-1618

助成金について
①助成金の上限額は、1年度20万円以内。
②医療機関に支払った不妊治療費の額から佐賀県の助
成金又は、他の市町村で受けた助成金等を差し引い
た額の10分の７。
助成の期間 助成期間は通算して５年を限度。
※１年度は４月～３月までとなり、平成30年度分は、
平成31年３月までに終了される治療費が助成対象と
なります。

ありがとう

生まれて
きてくれて

平成31年４月１日～
０歳～各年度内に18
歳になる人

11月22日（木）、支給式がきらら館で行われ、出生祝金を
支給された人は次のとおりです。
（９月・10月申請者）
保護者氏名

出生児氏名

地区（大字）

伊東

滉治

想

真（そうま）くん

立野

大坪

聖

蒼

季（そうき）くん

吉田

林

千鶴

碧

海（あおと）くん

石動

吉村

卓哉

友

花（ゆか）ちゃん

大曲

（りん）くん

石動

德島

秀紀

百

華（ももか）ちゃん

立野

伊香賀

隆

琳

大坪

隼也

陽

菜（ひな）ちゃん

石動

諸永

将志

創

亮（そうすけ）くん

田手

阿部

直樹

瞬

輝（しゅんき）くん

吉田

渡辺

圭悟

龍

翔（りゅうと）くん

吉田

眞島

和也

花

歩（かほ）ちゃん

吉田

富﨑

暢章

秋

琳（しゅり）ちゃん

豆田

立田

紘士

（れん）くん

吉田

小野

愛

江副

祐樹

人（あやと）くん

大澤

和也

関根

政樹

前田

蓮
綾

弘之佑（こうのすけ）くん

大曲

箱川

池田

竜也

羽

海（うみ）ちゃん

石動

（れん）くん

大曲

陣内

竜也

皓

雅（こうが）くん

吉田

将

人（まさと）くん

立野

江崎

洋介

星

奈（せいな）ちゃん

大曲

竜一

虎

徹（こてつ）くん

大曲

馬場

輝昌

翔

暉（しょうき）くん

大曲

竹原

裕史

遼

真（とおま）くん

吉田

辻

征弥

律

翔（りつと）くん

立野

八谷

晋平

百

花（ももか）ちゃん

石動

川浪

滉平

愛

梛（まな）ちゃん

大曲

蓮

行トピ

申請が必要な人
平成31年３月31日時点で子どもの医療費助成制度受
給資格のない来年度新規対象者
（平成13年４月2日生
まれ～平成15年4月1日生まれ）
※結婚している子ども又はしたことのある子どもは対
象となりません。

保健課健康づくり係
（きらら館） ☎51-1618

2019.1 広報
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行政トピックス

１月１日から配信開始

吉野ヶ里町の子育て情報を手軽に受け取れます！

問

保健課健康づくり係

☎51-1618

スマホ用子育てアプリ
アプリ利用料は無料
（データ通信料は利
用者負担）

お子さんの年齢に合わせた健診・子育て情報を受け取ることができます。
カレンダー機能付きなので、予定の管理も簡単！
妊娠期からお子さんが６歳になるまでの必要な情報を提供しますので、
ぜひご活用ください。
行トピ

年に１度の健康チェック！
追加開催決定！

集団健診のご案内

申・問

ダウンロードは
こちらから

若年健診・がん検診

保健課健康づくり係

☎ 51-1618

後期高齢者健診

保健課後期高齢者医療係

☎ 37-0345

特

※特定健診についてはご加入の医療保険者へ

定

健

診

平成30年度（Ｈ30.４月～Ｈ31.３月）最後の集団健診です！
健診を受けられていない人はぜひこの機会をご利用ください。
期日 1月23日（水）
※24日（木）は乳がん・子宮頸がん検診のみ実施
（レディースデー！医師・技師・看護師が女性です）

場所 東脊振健康福祉センター「きらら館」
受付時間 ８:30～11:00
※乳がん・子宮頸がん検診の受付時間は下記表をご覧
ください。

健（検）診内容
種

※胃がん・乳がん検診は、
予約制（定員50人）です。

年齢基準日：平成31年３月31日

別

対象年齢

若

年

健

診

20歳以上
39歳以下

特

定

健

診

40歳以上
74歳以下

受診料
69歳以下

受診の際に
必要なもの

70歳以上
無

料

保険証

医療保険ごとに金額設定
※吉野ヶ里町国保加入者は500円

後期高齢者医療
被 保 険 者

無

料

結核健康診断

65歳以上

無

料

肺 が ん 検 診
（ 喀 痰 検 査 ）

40歳以上
（必要な人）

300円
（500円）

100円
（300円）

検

胃 が ん 検 診
※要予約

40歳以上

500円

300円

診

大腸がん検診

40歳以上

300円

200円

前立腺がん検診

50歳以上の男性

が

後期高齢者健診

保険証、受診券、
受診料、問診票
保険証、受診券、問診票

ん

保険証、受診料

等

500円

子宮頸がん検診

20歳以上の女性

500円

200円

乳 が ん 検 診
※要予約

40歳以上の女性

800円

－

50歳以上の女性

500円

300円

受付時間

9：45～11：00

受付時間

9：00～11：00

◦若年健診及びがん検診は、加入医療保険に関係なく受診できます。
◦国保加入者以外の人が ｢特定健診｣ を受診するには事前の申し込みが必要です。
詳しくはご加入の医療保険者にお問い合わせください。
◦胃がん検診を受診される人は、検診前日の夜10時以降は飲食をしないでください。
◦生活保護世帯員は受診料が免除されます。受診を希望される人は事前にご連絡ください。
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行政トピックス
子育て

三田川児童館
だより

開館時間 月〜土曜 9：30〜18：00
休 館 日 日・祝・12/29 ～1/3
利用対象 0歳から18歳までの子どもとその保護者

※就 学前幼児は保護者同伴、小学生のみは17:00まで
の利用です。



問

三田川児童館

☎ 53-1117

【1月の催し】下記の催し以外の日も開館しています。お気軽にお越しください。
日にち

時

間

行

事

対

象

定

員

材料代等

5日（土）

10:００～１６:００ 「絵馬を飾ろう！」

どなたでも

無料

10日（木）

１０:３０～１１:１５

どなたでも

無料

１2日（土）

１４:００～１5:00 「紙飛行機を飛ばそう！」

どなたでも

無料

19日（土）

１４:００～１６:００

２１日（月）

１０:３０～１１:３０ 「ドレミ広場」

２４日（木）

１０:００～１２：００

２６日（土）

１４:００～１６:００ 「ピンポン開放デー」

小学生以上

無料

２８日（月）

１０:３０～１１:３０ 「フルーツ親子広場」

未就学児親子

無料

新春企画～お箏をきこう～

「クッキング」
～もちもちホットケーキを作ろう～

町内在住
小学生以上

12人

未就学児親子

ママのアラカルト教室
～手作りうどんを作ろう～

200円

申込締切

定員になり次第

無料

未就学児親子

12組

300円

定員になり次第

※24日「手作りうどんを作ろう」の受付は12月から、１９日「もちもちホットケーキを作ろう！」の受付は1月4日（金）からです。
●10日/「お箏をきこう」は『箏風会』中原教室のみなさんが、新春にふさわしい優美なお箏の演奏をしてくださいます。
●12日/
「紙飛行機を飛ばそう」は、児童館の廊下や遊戯室で、自分で折った紙飛行機で飛距離を競います。また後半は、町内在住の川島さんから頂いた紙飛行
機をみんなで飛ばします。紙飛行機の達人、全員集合！
●24日/「ママのアラカルト教室」は、うどん作りに挑戦!!吉野ヶ里町の社会福祉協議会のご協力で行います。
※３月23日（土）に開催する「児童館ライブ」の出演者・グループを募集します。ジャンルを問わないいろんなパフォーマンスを！
ご連絡お待ちしてま～す♪

11月15

日

木

子

マッサージで、より生き生きと美しく!!

行

事

名

定期健康相談
４か月児健診
７か月児健診

◆母子手帳は、きらら館で随時交付します。妊娠届出書
と印鑑、マイナンバーがわかるものをご持参ください。

日（曜）

受付時間

毎週月曜日
14を除く

９ :00～11:00

８（火）

場

問

保健課健康づくり係（きらら館）
 ☎51-1618

所

きらら館

て

保健行事

育

「ママのアラカルト教室」は、町内在住のエステティシャンの石井先生より「リンパマッサージ&ハンド
ケア」を教えていただきました。リンパは、体の中の老廃物を処理する働きがあることなどを教えてもらい、
マッサージにも熱が入りました。後半は、2人１組になってハンドマッサージ。日頃大忙しのママ達には、
リフレッシュタイムとなりました。

対

象

者

持参するもの

一般町民

13:00～13:15

平成30年９月生

13:15～13:30

平成30年６月生
平成30年１月生

母子手帳 バスタオル
母子手帳

１２か月児相談

９（水）

13:00～13:15

ワン・ツー体操

10（木）

10:20～10:30

1歳半以上の幼児と保護者

飲みもの（水筒）

１歳６か月児健診

29（火）

13:00～13:30

平成29年5・6月生

母子手帳

健康診査票

２歳６か月児相談

16（水）

13:00～13:15

平成28年5・6月生

母子手帳

健康相談票

２か月児相談

25（金）

13:00～13:15

平成30年11月生

母子手帳

バスタオル

乳がん検診（要予約）
子宮がん検診

集団健診

特定健診
各種がん検診など

23（水）・24（木）
23（水）

※育児教室日程変更のお知らせ

きらら館

9:00～11:00
9:45～11:00

きらら館

※詳しくは、12ページをご覧ください。

8:30～11:00

28（月）→21（月）

こどもの個別予防接種について

すべての予防接種は、佐賀県内の予防接種広域実施医療機関
で接種することができます。接種の順序や日程は、かかりつけ
医と相談しながら決めましょう。

＝救急医療情報案内＝

夜間や休日に診察してもらえる医療機関を調べたい時

佐賀広域消防局

☎３１−８８９９

2019.1 広報
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上豆田
ひ かずだに

中の原団地

日数谷

こころ

むらぐち

心ちゃん

村口

平成25年１月14日生まれ

【家族からのメッセージ】

6さいおめでとう！4がつか
ら 、し ょ う が く い ち ね ん せ
い！とってもたのしみだね！

日を迎えるお子さんを８人募集します。お子さんの氏
ながまつ

名、生年月日、住所、保護者氏名、連絡先、家族からのメッ

永松

セージ（50字程度）を明記し、写真を添えてＥメールで

鳥ノ隈

（三田川庁舎２階）で申し込みも可能です。応募者多数

【家族からのメッセージ】

日が締め切りです。
申・問

総務課秘書･広報係

永松

☎37-0330

鳥ノ隈

まさ き

将来くん

平成29年1月2日生まれ
【家族からのメッセージ】

元気いーっぱいのゆった♥お
誕生日おめでとう！！これか
らも家族みんなで楽しくすご
そうね♥大好きだよ♥♥♥

の場合は、抽選となります。※掲載号の1か月前の１



ながまつ

柚来ちゃん

平成29年1月2日生まれ



3歳のお誕生日おめでとう♥
いつもいっぱいお話してくれ
てありがとう！ 皆に優しい
らーくんが大好きだよ♥

ゆず き

総務課広報係まで申し込んでください。直接、総務課

來曖くん

平成28年1月3日生まれ

【家族からのメッセージ】

【２月号募集】 町内在住の２月で、１～６歳の誕生

らおん

とっても優しくて強いまーき
♥お誕生日おめでとう！！い
つもお利口にしてくれてあり
がとう♥大好きだよ♥♥♥

糸kouhou@town.yoshinogari.lg.jp

図書室だより
●開館時間
●休館日

平日（月～金）9 :00～17:00
土曜日 9 :00～13:00（中央公民館のみ）
問 中央公民館
日曜日・祝日
☎37-0341／東脊振公民館 ☎52-3499

中央公民館に新しい本が入りました！
図

書

名

著

下町ロケット4

池井戸

沈黙のパレード

東野

子

Theサラダ＆スープ500

柴田書店

育

かんたんかわいいベビーのニット

河合

て

ジャングルのサバイバル

洪

者

10

名

潤

『俺、つしま』

圭吾



在徹

エブリスタ

5分後に笑えるどんでん返し

エブリスタ

おぷうのきょうだい/著

「や、どうも。つしまです。飢え
もしたし、別れもあったよ。でも俺
はいま、シアワセだよ！」ある日、
おじいちゃんちの庭にフラっと現れ
た丸くて大きい猫「つしま」との日々
を描く。Twitterで人気の猫漫画。

真弓

5分後に癒されるラスト

☆話題の新刊☆

※すべて吉野ヶ里町東脊振公民館でも取り寄せ可能です。

大人気！

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼▼△▼△▼△▼△▼△▼△

『小学館の図鑑NEO POCKET』シリーズが中央公民館図書室に入りました。

ポケット版ということもあって、本のサイズが19センチほどという持ち運びしやすい大きさです。
貸出できる図鑑となっておりますので、ぜひ借りにきてください♪
『危険生物』

『星と星座』

『恐竜』

『昆虫』

←こちらの4冊が
中央公民館図書
室に入りました。

△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼△▼▼△▼△▼△▼△▼△▼△
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吉野ヶ里
高齢者に関する総合的な相談窓口

吉野ヶ里町

地域包括支援センター
（東脊振庁舎福祉課内）
☎37-0344

権利擁護事業に取り組んでいます

判断能力が十分でない人の権利や財産を守るお手伝いをします
～まずは、おたっしゃ本舗までお気軽にご相談ください～

利用方法

家庭裁判所から選ばれた後見人などが本人の
財産を管理したり、契約などの法律行為を本
人に代わって行います。
本人・配偶者・四親等内の親族が家庭裁判所
に申し立てます。
※申し立てる親族等がいない場合は、町長が
申し立てをすることができます。

◎暮らしの〝あんしん″をお手伝いする

『あんしんサポート』
内
容

福祉サービスの利用の申し込み、契約手続き、
日常的なお金の出し入れ、預貯金通帳、印鑑
等の預かりなどのサポートをします。

お問合せ先

吉野ヶ里町社会福祉協議会
☎52-7831

私たちの目標は
『みんな仲良く、

さわやかに』
お知らせ

場 所
開催日
時 間

『成年後見制度』
容

お気軽に、
おたっしゃ本舗まで
ご相談ください。

～地域の通いの場⑦～
目達原地区
『メタバル健康クラブ』

◎いざという時のための、
内

今、電話やハガキで金銭の振り込みを要求する「振
り込め詐欺」や「架空請求」、寝具や浄水器を売りつ
けたり、不要なシロアリ駆除を行うなどの「悪質商法」
の被害にあう高齢者がとても増えています。
また、介護保険などのサービスを利用する際の契
約や、不動産の処分、遺産分割をする際に、本人が
十分に意思表示できないがために不利益を被ってい
る例も少なくありません。
いつまでも住み慣れた地域で安心して暮らし続け
るために、認知症などで判断能力が十分でない人の
権利や財産を守る公的なしくみを紹介します。

目達原地区公民館
毎月第１・３木曜日
13:30～15:30

１月の行事予定
認知症カフェ（誰もが気軽に参加できる集いの場）
すずめカフェ

いしなりカフェ（うたごえの会）

日

時

１月９日（水）10:00～12:00

１月19日（土）13:00～16:00

場

所

吉田1889-4

石動3210

問

社会福祉協議会

☎52-7831

さざんか園

☎53-2877

もの忘れ相談室（専門医による無料相談会）
日

時

１月17日（木） ①15:00～

場

所

東脊振健康福祉センター「きらら館」相談室

申・問

②15:40～

③16:20～

※要予約

おたっしゃ本舗吉野ヶ里（地域包括支援センター）日程が変更になりました。
2019.1 広報
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お知らせ

問 ＝問い合せ先

公的年金等の源泉徴収票
が郵送されます

お知らせ

公的年金等の支払者（日本年金
機構・各共済組合）より、所得税が
老齢年金等から源泉徴収されたか
否かにかかわらず、老齢年金等を
受けている人全員に平成30年分の
｢公的年金等の源泉徴収票｣ が、
１月末日までに郵送されます。
源泉徴収票は、確定申告をされる
際に添付書類として必要となります
ので、大切に保管してください。
①国民年金、厚生年金保険および
共済組合などから支給される公
的年金等は、所得税法上 ｢雑所
得｣ とみなされ所得税が課せら
れます。
②6 5歳未満で年金の支払額が108
万円に満たない人と、65歳以上
で年金の支払額が158万円に満
たない人は、所得税は源泉され
ません。
③源泉徴収票に記載されている事
項は、平成30年中に支払われた
年金の総額、年金より特別徴収
された社会保険料（介護保険料、
国民健康保険税、後期高齢者医
療保険料）
の金額、源泉徴収税額
および控除内容となっています。
 健課後期高齢者医療・年金
問 保
係（東脊振庁舎）
 ☎37-0345
佐賀年金事務所

☎31-4191

佐賀中部広域連合

生活援助型訪問サービス
ヘルパー養成研修の開催

介護福祉士などの資格がない人
でも、この研修を受けることで「生
活援助型訪問サービス」
（※生活援
助（調理・洗濯・掃除等）のみのサー
ビス）のヘルパーとして従事する
ことが可能になります。
日時 ２月20日（水）、26日（火）
９:00～17:00
場所 アバンセ
定員 20人

テキスト代 2,000円
※受講者負担
対象者 ①・②のいずれか
①本広域連合の区域内に居住し、
かつ、住所がある人で、生活援
助型訪問サービスに従事する意
思のある人。
②本 広域連合の生活援助型訪問
サービス等（居宅サービスを含
む）の指定を受けた事業所に勤
務する人または採用を予定され
ている人。
申 （公財）介護労働安定センター佐
賀支所

☎28-0326 姉28-0328
問 研修の内容に関する事

佐
 賀中部広域連合給付課包括
支援係

☎40-1134  姉40-1165

職業訓練受講生募集
募集コース（３月入所生）
募集科
CAD/NC
オペレーション科
板金・溶接施工科
住環境CAD
電気システム施工科
（若年者訓練コース）

広報

2019.1

定員
15人
15人
24人
15人

募集期間
１月７日（月）～２月１日（金）
入所選考 ２月９日（土）
※筆記試験と面接を、ポリテクセ
ンター佐賀で実施。
訓練期間 ３月５日（火）～８月
29日（木）
【６か月間】
受講料 無料（全訓練期間中）
※テキスト代は別途自己負担。
応募資格 新たな職業に就こうと
する求職者で、受講意欲があり
ハローワーク所長より受講指示
又は受講推薦等を受けた人。
申込み 受講を希望する人は、最
寄りのハローワークでご相談の
うえ、応募書類を提出してくだ
さい。
問 ポリテクセンター佐賀
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YOSHIN

申 ＝申し込み先

☎26-9516

住民基本台帳閲覧者
のお知らせ

当町の住民基本台帳の閲覧を
次のとおり許可しましたのでお
知らせいたします。
請求機関 （一社）中央調査社
調査を委託した機関 上智大学
請求 事由 「第４回家族について
の全国調査」調査対象者の抽出
閲覧日 11月21日
閲覧 に係る住民の範囲 大字三
津より満28歳～満72歳
（昭和21
年１月１日～平成２年12月末日
生まれ）
の日本人男女23人
問 住民課戸籍係（三田川庁舎）

☎37-0333

新春卓球大会
日時

１月27日（日）
９:00開始（８:30集合）
場所 三田川武道館２階
種目 ○個人戦
男子シングルスＡ、Ｂ、Ｃ
女子シングルスＡ、Ｂ
○混合ダブルス
参加資格
町内在住者及び町内職場勤務者
試合方法
リーグ戦及びトーナメント戦
参加料 200円
申込期限 １月22日（火）
申 ・ 問 町体育協会事務局



☎52-1944

九州電力から
感電事故防止のお願い
たこ

｢凧あげ｣ の季節になりました。
感電事故防止のため、電線付近で
凧あげを行ったり、電柱や鉄塔に
昇ったりしないよう、
お願いします。
なお、万一凧が電線等にかかっ
た場合は、自分で取ろうとせず、
お近くの九州電力までご連絡いた
だきますよう、お願いします。
問 九州電力㈱佐賀配電事業所



☎0120-986-303

OGARI INFORMATION
ろう！
と知
っ
も

私たち の 選挙

町営住宅空き室情報

第９回

選挙の種類③
‑ 特別の選挙 ‑

再選挙（選挙のやり直しや当選人の不足を補う）
選挙が行われても、必要な数だけの当選人が決まらない、投票日の後で当選
人の死亡、当選の無効があったなどの場合で、しかも繰上当選などによっても当
選人がなお不足する場合に行われるものです。
補欠選挙（議員の不足を補う）
選挙の当選人が議員となった後に死亡や退職し、しかも繰上当選によっても
議員の定数が不足する場合に行われるものです。再選挙とは、その人がすでに
議員であるかないかという点が違います。
再選挙・補欠選挙を行う際に必要な当選人の不足数・議員の欠員数【一例】
市町村議会議員

再選挙（当選人の不足数）
①定員の1/6超
②選挙無効による場合は、１人以上

補欠選挙（議員の欠員数）
定数の1/6超

※国政、県政選挙ごとに数が異なります。

問 選挙管理委員会
（三田川庁舎）

☎37-0330

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
て漏水したりすることがあります。

雑

ペットボト
ペットボトル
ルキャップ

970

40

400
古

着

2,180

3,290

280

売却金額

種別

問 佐賀東部水道企業団



３DK

８
2３

３DK

８

３LDK

工務２課
☎30-6202

件数

金額（円）

慶

祝

０

0

弔

慰

０

0

賛助金

０

0

見舞金

０

0

会

費

３

13,000

贈呈品

０

0

その他

０

0

合

３

13,000

計

問 総務課
（三田川庁舎）



☎37-0330

問 環境課
（三田川庁舎）☎37-0335

760

230

192,866 円

売却代金は、環境教育（子ども達や各種団体）や紙紐・花苗購入などに使用しています。

高齢者のフレイル（虚弱）に要注意！

フレイルとは、
「加齢とともに心身の活力
（運動機能や認知機能等）が低下し、複数の
慢性疾患の併存などの影響もあり、生活機
能が障害され、心身の脆弱性が出現した状
態であるが、一方で適切な介入・支援によ
り、生活機能の維持向上が可能な状態像」
とされ、健康な状態と日常生活でサポート
が必要な介護状態の中間を意味します。

２LDK

２
立野団地
３LDK
5
12月20日現在
申・問 建設課住宅係
（東脊振庁舎）

☎37-0348
目達原東団地

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
やビニルテープ等を巻いて応急措置
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。

165

空室（件）

【平成30年11月】

紙 シュレッダー ダンボール 紙パック トレイ アルミ缶 スチール缶

7,960 7,950

中の原団地
（A・B棟）

間取り

お知らせ

聞

宅

川原団地

イラスト：
㈱水道産業
新聞社提供

よしのがリサイクル （11月搬出分・単位：㎏）
新

住

町長交際費
平成30年度の支出状況

水道管凍結に注意！

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、ビニルテープなどで巻きつけ、
保温してください。
もし、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、破裂する場合があり
ますのでご注意ください。

町営住宅の申し込みは随時受け
付けしています。入居要件・提出
書類など、詳しくは担当窓口にお
問い合わせください。

☆吉野ヶ里町リサイクルセンター（きらら館北側倉庫）
●１月の開館日 月～金曜日（水曜・祝日を除く）
8:30～17:00
毎週土曜日
 8:30～17:00
第一日曜日
１月６日
8:30～17:00
☆南部地区回収所（温水プール北）
●回 収 日 月～金曜日（水曜・祝日を除く）
8:30～17:00
※天候により中止する場合があります。

問

保健課健康づくり係（きらら館） ☎51-1618

あなたは大丈夫？ 「フレイル」セルフチェック
①体重減少

□意図せずに６か月間で体重が２～３㎏減少

②疲労感がある

□ここ２週間でわけもなく疲れたような感じがする

③生活活動の低下

□軽 い運動・体操や定期的な運動・スポーツ（農作業も含
む）をしていない

④握力の低下

□利き手の握力が男性26㎏、女性18㎏未満

⑤歩行速度の低下 □通常歩行速度が男女ともに秒速１m未満
３つ以上はフレイル、
１～２個はフレイル予備群の可能性があります！
2019.1 広報
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お知らせ

申 ＝申し込み先
問 ＝問い合せ先

各種相談

消費生活
相
談

司法書士による無料相談会 要予約

銀行と消費者金融から借金して返済をしていたが、病気に

なって収入が減り返済が困難になった。どうしたらいいか。

アドバイス

借金は整理することができます。債務整理にはいくつか

●電話相談
毎週火曜日 17:30～19:30
毎週土曜日 13:30～15:30
相談時間 原則10分程度

●交通事故専門無料相談 要予約
毎週火曜日 13:30～16:00
相談時間 原則30分程度
場所 佐賀県弁護士会館

※いずれも祝日・年末年始を除く。
申 ･ 問 佐賀県弁護士会 ☎24-3411

の方法がありますが、主なものは次のとおりです。
◦任意整理

毎週月・木曜日 18:00～20:00
担当 佐賀県司法書士会

法です。
◦特定調停

司法書士電話無料相談

分に適した方法を選択するために法律の専門家にご相談

お知らせ

日時 １月10日（木）10:00～16:00
場所 東脊振庁舎第１相談室
申 ･ 問 福祉課児童支援係
（東脊振庁舎）
☎37-0343

出張 家計の困りごと相談室 要予約

日時 １月17日（木）
（毎月第３木曜日）
場所 東脊振庁舎応接室
申 ･ 問 福祉課福祉係
（東脊振庁舎）☎37-0343

時間外交付 要予約

毎週火・木 19：00まで ※祝日の場合は翌日
問 住民課総合窓口係
（三田川庁舎）☎37-0336

ください。

消費生活相談（近隣市町でも相談可能）
受付時間 9:30 ～ 15:30
場所

有料広告

しゃ

石 裕 社
吉野ヶ里町田手 1817-12 TEL・FAX0952-52-2210

問い合せ

月

みやき町（三根庁舎）

☎ 0942-89-1655

火

神埼市
上峰町（第２・第４）

☎ 37-0107
☎ 52-2181

水

みやき町（三根庁舎）

☎ 0942-89-1655

木

吉野ヶ里町（東脊振庁舎）

☎ 37-0350

金

神埼市

☎ 37-0107

佐賀県消費生活センター
毎日 （アバンセ内）
※受付 9:00 ～ 17:00

※墓所が吉野ヶ里町周辺。
※立地条件によって金額が異なります。

御本尊 ご先祖様そして家族に感謝

検索

裁判所に破産の申立てをして、債務者の全

上記の方法にはそれぞれ長所・短所があります。ご自

女性のための総合相談日

石裕社

認めれば、残りの債務が免除されるという方法です。

務が免除されるという方法です。

日時 1月７日（月）13:30～16:00
場所 ふれあい館
問 総務課総務人事係
（三田川庁舎）☎37-0330

ゆう

原則として３年間で一定の金額を分割

して返済する計画を立て、この計画について裁判所が

財産で支払えるだけ支払い、免責を受ければ残りの債

行政・人権相談

WEB

◦個人民事再生

◦自己破産

日時 １月20日（日）13:00～16:00
場所 佐賀県労働会館
申 ･ 問（一社）
佐賀県労働者福祉協議会
ライフサポートセンターさが
☎0120-931-536

せき

して返済する方法です。

☎29-0635

法、戒名彫刻

簡易裁判所に調停を申し立てて、裁判所の

調停委員と協力しながら債権者と交渉し、分割弁済を

毎週火曜日 18:00～19:30
担当 リ ーガルサポート佐賀
支部

労福協無料法律相談会

裁判所を通さず、弁護士や司法書士が、債

権者との間で支払方法等について交渉して解決する方

司法書士による電話無料相談

問

多重債務の相談

事例

２月14日（木）13:00～15:00
※偶数月での開催です。
相談時間 原則30分程度
場所 東脊振庁舎２階会議室
申 ･ 問 商工観光課
（東脊振庁舎）☎37-0350
（受付 平日8:30～17:15）

弁護士による無料相談

YOSHIN

☎ 24-0999

通常20,000円を

税込

16,000円

新規墓石
墓石リフォーム
墓じまい など

何でもお尋ねください！

石裕社は決して大きな会社ではありません。代表者がまごころで営業、設計、施工まで行っております。お客様からのご縁をお待ちしております。
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休日在宅当番医療 【診察時間
月

日

1月1日
（火）
１月２日
（水）
１月３日
（木）
１月６日
（日）
１月13日
（日）
１月14日
（月）
１月20日
（日）
１月27日
（日）

9：00 〜 17：00 まで】

当番医療機関

神埼病院
神埼町田道ヶ里2216-1
☎52-3145
橋本病院
神埼町本告牟田3005
☎52-2022
西谷クリニック
吉野ヶ里町大曲1507-1
☎52-3139
松本医院
吉野ヶ里町三津751-9
☎52-4185
中尾胃腸科医院
神埼町田道ヶ里2284-1
☎52-3295
おおつぼ内科医院
神埼町本堀3199-1
☎52-3130
栗並医院
神埼町枝ヶ里76-1
☎52-2977
目達原整形外科
吉野ヶ里吉田2900
☎52-3717

明けましておめでとうございます。
今年は亥年です。イノシシといえば、吉野ヶ里町でも
「脊振ジビエ」というブランド名で、昨年５月より脊振
の自然豊かな山々のドングリなどを食べて育った、天
然のイノシシ肉を販売しています。
適切に処理された、くさみの少ない安心・安全なイ
ノシシ肉。みなさん、ぜひご賞味ください。

しらいし内科
神埼町城原1256-1
☎52-3848
南医院
千代田町直鳥808-1
☎44-2777
久和会 和田内科小児科医院
神埼町神埼293
☎52-2021
古賀内科
千代田町境原282-2
☎44-2311
和田医院
千代田町嘉納1319-18
☎44-2046
中下医院
千代田町餘江128
☎44-2488

販売は町内各店舗にて行っています。
• さざんか千坊館
• 山茶花の湯
• 脊振山系鳥獣処理
加工センター
（午前中のみ営業）

• 吉野麦米

問 農林課振興係（東脊振庁舎）

今年も皆様の健康・体力づくり運動を
お手伝いさせて頂きます
宜しくお願い致します

自主防災組織の必要性

ふれあい館
12～13時開室！レッスン増へ！

昼休みの閉室時間を廃止しました。お昼の休憩時間や
ご近所の人も空き時間にちょこトレしませんか？
初めてご利用の人は12時から13時
以外で受付をお願いいたします

昼休みの開室に伴い、10時と14時半に加え、
11時もレッスンを開催します(一日３本♪)
足腰の筋力強化、バランスや柔軟性の向上
等ロコモ予防のレッスンです。

ぜひ一度トレーニングルームにお越しください
利用は町民限定。利用料は無料です♪

問 きらら館内トレーニングルーム

☎52-6687
  ふれあい館内トレーニングルーム（月水金の開室時のみ） ☎52-8075

建設業許可・産業廃棄物・内容証明・車庫証明

等

相談は、無料です。
ゆずりは

行政書士

杠

しげ

み

繁美

日本行政書士会登録番号 05410974

〒842-0121 神埼市神埼町志波屋 3627
TEL 0952-53-1747
携帯 090-8836-5630
ホームページ ゆずりは 神埼 ➡検索

行政書士には守秘義務があります、お気軽にご連絡ください。

問 総務課交通防災係（三田川庁舎）
有料広告

有料広告

その他

大地震や大水害など様々な災害から自分や家族
の命を守るためには、発生に備え普段から十分な対
策を講じておく必要あります。
防災対策の基本は、自助・共助・公助の三本柱であ
り、
連携を保つことで、
防災対策は効果を発揮します。
しかし、大災害が発生すると、公助の活動は低下
します。こんな時、隣近所の人たちが集まって互い
に協力しながら、災害対策活動に取り組むことが必
要です。
災害はもちろん、日頃から地域の皆さんが一緒に
なって防災活動に取り組むための組織が「自主防災
組織」です。平常時から交流を通じた「自分たちの
地域は自分たちで守ろう」という地域防災のための
住民活動は、地域コミュニティの活性化に寄与しま
す。

お知らせ

♬11：00～11：20 期間限定 特別レッスン 開催♬

・相続手続（家や田や畑が亡くなった方の名義になっている）
・遺言書（死んだら、家や土地の名義はどうなるだろう）

☎37-0347

ちょこっと防災講座㉑

トレーニングルームだより

朗報

今年は亥年 脊振ジビエの年！

☎37-0330

貞島司法書士事務所
司法書士 貞島博文
相続・遺言・後見・不動産の
売買による名義変更など…

お気軽にご相談ください

吉野ヶ里町吉田 667-58 ( 佐銀三田川支店 4 軒隣 )

☎0952-37-9655
2019.1 広報
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吉野ヶ里町の電話帳
市外局番は「 0 9 5 2 」です。
【三田川庁舎】

代表53-1111

総務課

☎37-0330

財政課

☎37-0331

企画課

☎37-0332

住民課（戸籍係）

☎37-0333

住民課（総合窓口係） ☎37-0336
税務課

☎37-0334

環境課

☎37-0335

会計課（三田川）

☎37-0337

議会事務局

☎37-0338

【東脊振庁舎】

代表52-5111

住民課（総合窓口係）
会計課（東脊振）
福祉課

☎37-0351
☎37-0343

地域包括支援センター
☎37-0344
（おたっしゃ本舗吉野ヶ里）
保健課

☎37-0345

農林課

☎37-0347

建設課

☎37-0348

ダム事業推進課

☎37-0342

商工観光課

☎37-0350

農業委員会

☎37-0353

【中央公民館】
学校教育課

☎37-0339

社会教育課

☎37-0340

中央公民館

☎37-0341

東脊振公民館

☎52-3499

さとやま交流館だより
新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いいたします。
さとやま交流館は12月29日から1月
3日までお休みします。1月4日から
通常どおり開館しますので、昨年同様、
ご利用をお願いいたします。
昨年の12月9日は「クリスマスリー
ス作り」を行い、色々な木の実を組み
合わせながら個性豊かなリースが出来
上がっていました。12月15日は「ミニ
門松作り＆餅つき体験」を行い、きれ
いなミニ門松を作った後は、つきたて
の温かい餅をおいしくいただきまし
た。門松は部屋に飾れるミニサイズで、
私も部屋で眺めながらめでたく新年を
迎えることができました。
今年は亥年です。猪と言えば、脊振
山系で獲れた猪肉（脊振ジビエ）が町内

三田川健康福祉セン
☎51-1965
ター「ふれあい館」
☎52-2936

吉野ヶ里保育園

☎52-3024

三田川児童館

☎53-1117

温水プール
（体育協会）

☎52-1944

さとやま交流館

☎37-5517

防災行政無線電話応答サービス
フリーダイヤル
☎0120-603-113

１月の軽トラ市は

13日（日）です。
１月のさざんか千坊館休館日は

・２日（水）
・
１日（火）
・16日（水）です。
３日（木）
※４日（金）の営業は9：00〜16：00です。

◉まちの面積

４３．99Ｋ㎡

◉まちの人口（12月１日現在）
男

7,901人（＋11）

女

8,285人（＋４）

合計

16,186人（＋15）

◉世帯数

6,296世帯（＋７）

※出生数16人


死亡数11人

（11/1～11/30届出）
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農林課（東脊振庁舎）
 ☎37-0347
さとやま交流館
☎37-5517

の直売所で去年より販売開始されまし
た。そこで1月は干支にちなんで、味
噌作り体験と味噌や猪肉を使った料理
作り体験を併せて行います。また、主
に子ども向けに「竹馬＆凧（たこ）作り
体験」も実施します。最近はほとんど
見かけなくなった竹馬遊びや凧上げ、
これらを手作りして芝生の広場で遊ん
でみませんか？詳細は全戸配布のチラ
シをご確認ください。

（地域おこし協力隊 石津）
１月のイベント予定

※要予約

１月14日（月・祝）
9:00〜16：00

竹馬＆凧作り
体験

１月27日（日）
9:00〜13：00

味噌作り＆味噌を
使った料理作り

常設

味噌作り体験

利用時間 9:00～17:00
※イベント等での時間外の利用も可能。
休館日 毎 週水曜日（祝日の場合は翌
日）、年末年始（12月29日～
１月３日）
駐車場 北側23台 南側62台

東脊振健康福祉セン
☎51-1618
ター「きらら館」

東脊振幼稚園

問

問

さざんか千坊館 ☎55-6175

１月の納税など
住民税（４期）
国民健康保険税（８期）
後期高齢者医療保険料（７期）
介護保険料（８期）
※納期限は１月31日（木）です。
●２月号は１月31日（木）発行です。

編集後記

亥の刻に帰宅することもあります。亥の刻とは
時代劇でよくある討ち入りの時間、21時か

ら23時の間を指します。遅く帰ると私を見るなり
泣き出す息子。声もなくぽろぽろと落ちる涙に、
私も涙腺崩壊です。ですが、働く私を一番応援
してくれているのも年男で色男の愛息子です。
「オレも学校頑張るから、お母さんも仕事頑張
れ」。涙が残る彼の笑顔が胸を打ちます。今年
も頑張ろう。
（八谷）
（元）号が変わりますね。元号は「国民の理
想としてふさわしい意味を持つ」
「漢字二字」
「書きやすく読みやすい」などの基準で選ばれて
います。しかし、事務処理やシステム改修を考
えると、西暦に統一しようという意見も少なくあ
りません。私は元号制度が続いてほしいです。
元号があると、その時代のイメージが浮かんだ
り、見出しが作りやすかったり。平成の怪物、
平成狸合戦、昭和歌謡、大正デモクラシー、
明治維新…。もし元号がなかったら90年代の怪
物、バブル狸合戦、70〜80年代歌謡、1910年
代デモクラシー、なんとか維新（適切なのもの
が浮かびません）。…やっぱり元号はあった方
がいいなぁ。
（古賀）

年

YOSHINOGARIBUN-GEI

俳

吉野ヶ里文芸

句

柳

真島

真島

凉

芽



小池

角田

向井

善治

幸美

初子

城野くみ子
正紘

真島久美子
西村

真島美智子

あばかん
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川



幸子

着替えてもいないもうすぐ七時半
約束の時間寝癖は気にしない

福山



塩むすびたった一つも母の味

紀子

古賀由紀子
那須

公代



草津



生け垣に烏瓜二個光ってる





頂いたりんごの赤に恋をする
赤黄の庭で万才したくなる

啓子

俊子

中島三千子

邦枝



手） 於保
春枝

葉）香月

敏明

中島



（田
野） 香田
京子

四Ｋの画像に脳のひとり言 
美肌への秘訣たっぷり水をやる

ふとつけしテレビに今日は一茶の忌




一時間ずらすスタート休息日

（立
田） 西尾
幸


 （吉
田） 伊東
春枝

母の古着無心に解く冬ぬくし

（豆
曲） 井上

小春日やベレーの似合う老女かな

年末のジャンボと募金迷う街 
北欧の手織りのショール香り連れ

大塚美代子

（大
田） 井上千代子

（松

野）土井



キャンセルをされて大きな雨になる

（立

初音

君子
（目達原）向井

妙子

（横

田）牟田

（伊保戸）中島

（上ノ原）渡邊登志子

新しい暦へ春を山盛りに

卵焼き卵の殻も交ぜてある

合掌の手を春までは解かない
英之

動） 大坪カツヨ
城島

師） 小浜史都女





（石

（講







四Ｋで鮮やかもみじ見極める

赤マニキユア小さな幸よポインセチア

（豆
手） 大澤ヨシノ




（田

雨粒の真珠となりてサンタ来る

赤子抱くパパのピアスや菊日和






晴れて来て雪の富士山仁王立ち
え せき

小春日や食事の会席みな笑顔



はき寄せて落ち葉の山は糧となる
大枯野櫂を持たざる丸木舟

短 歌


｣切手を貼りて孫に送りぬ



解説

歳月の流れは早くこの年も一期一会の忘れ得ぬ日々

ら よう

多｢羅葉

た

自家製のマーマレードをパンに塗り熱き珈琲くつろぐ昼餉

ひ

ちょっと初売りで、
買うてくれんね。

「あばかんしころ」は、しこたま。

へへっ。
スカートのもうあばかん。

あばかん

例文

わいた―！

入りきらない）

動

（

驚くか黒髪山に得し

年毎に賀状の数も減りゆきてつのる寂しさ手書きに込めて

ゆう

押入れに山と積まれし綿布団ダウンがいいと手も触れぬ子等
にしき ぎ

錦木は夕日を浴びて茜色庭の隅まで長き影法師

佐賀弁講座

お前、そのよいもちばかい
食いよっぎ、まーた肥ゆっぞ。

第 18 回

お正月

例文

つとむ師匠の

買うてくんしゃろ。

2019年１月号

爽やかな秋晴の空の下、幕末維新博記念館特設ステージ
で「吉野ヶ里町の日」を開催しました。
赤熊太鼓やバンブーオーケストラの演奏、吉野ヶ里にわ
か劇団、キッズダンスと目白押し。しし肉の試食や栄西茶
を使ったお菓子など特産品の販売も大盛況。抽選会では、
笑い声や拍手が飛び交いました。

吉野ヶ里町広報紙（毎月1回発行）

「吉野ヶ里町の日」

11/17

広報よしのがり

肥前さが幕末維新博覧会

第155号

平さんがトランペットを始めたのは12歳のとき。友人に誘

VOL.33

われ吹奏楽部へ入部しました。
「吹いていて楽しくて、気持ち
様々なシーンで活躍するトランぺッ
ターの平さん。昨年10月に佐賀市浪漫
座で開催した凱旋ライブでは250人も
の観客を魅了。ギラリとした眼差しの
奥には、穏やかで謙虚な姿がありまし

進んだのは、高校の吹奏楽部の先生の影響です。音大時代の話
やプロとして演奏していた先生の話を聞いて、興味がわき音大
へと進学。プロのトランぺッターを目指しました。また、小学
校から高校生までは、赤熊太鼓にも所属。その時出会った言葉
「勝って驕らず、負けて腐らず」を今も胸に活動しています。
３年前から所属する千葉県浦安市のテーマパークでの音楽隊
では、副楽団長を務めます。１日20分、６公演をこなします。
「お
客さんのすごい笑顔が見られて楽しいです」と平さんも笑顔。
安定した演奏のために気をつけていることは唇のケア。リップ

たいら

平

調子は変わるもの。失敗したり、調子が悪かったりした時は「反

よしひさ

慶久

さん

=目達原(上ノ原)出身=

1991年２月生まれ（27）

省はしますが、落ち込みはしません。“明日はきっといい日に
なる” と思っています」ときっぱり。
演奏だけでなく、指導者として学生の前に立つことも。
「ま
ずは楽器を好きになって」といつも話すそう。
「好きな曲を聴き、

経

歴

三養基高−武蔵野音楽大卒。テーマパーク演奏、アーティストサポー
ト、ビックバンド、イベント楽曲等のレコーディング(最近では大晦日
格闘技RIZINのレコーディングに参加)、施設訪問演奏等で多岐にわ
たり活 動。テ ー マ パ ーク楽 団、Taiko Music XERO、Big Band
Perﬁl、WAOrchestra、J-BRASS、ミュージックセラピーオーケス
トラ(音楽監督補佐)等に在籍。
●PR● 今後の活動はWEBをご覧ください。

が見えてきます」と続けます。
今年４月には、新たにバンドを結成
し、ますます活動の場を広げる平さん。
「聴いていて楽しい音楽、自己満足で終
わらず、お客さんから求められるもの
を演奏したいです」。謙虚に、まっすぐ
に自分の音楽を追い求めます。

2018.10.5凱旋公演

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 321番地２

演奏し真似ること。そうすれば好きな演奏スタイル、自分の色

TEL 0952
（37）
0330
FAX 0952（52）6189
http://www.town.yoshinogari.saga.jp/

クリームは欠かせないアイテムです。しかし、プロでも日々の

編集・発行／吉野ヶ里町総務課

た。

がいいんです」と、今も昔も思いは変わりません。音楽の道へ

