水、緑、そして人が輝く歴史のまち
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第 回吉野ヶ里町
少年の主張大会
10

広報よしのがりを
スマホでお届け！

将来への決意 力強く

２月８日（水）三田川中学校で立志式が行われました。２年生76人がクラスごとにス
テージに登壇。決意の言葉をしたためた書を掲げ、将来の夢や目標を発表しました。
町長や教育長、保護者が見守る中、将来への決意を力強く述べました。
古賀崚祐さん（吉田）は「日々試練を積み心身を鍛え、強い自衛官になりたい」と
声高らかに宣言しました。

第10回吉野ヶ里町少年の主張大会

児童･生徒が活発な意見を発表
12月10日（土）、吉野ヶ里町青少年育成町民会議が中央公民館で
「第10回少年の主張大会」を開催しました。
多数の来場者のなか、町内の小・中・高校生24人が
様々なテーマの意見を発表しました。
最優秀賞を受賞した５人の作品を紹介します。

少年の主張大会入賞者

（敬称略）

小学校５年生の部

小学校５年生の部

感謝の心

三田川小学校

最優秀作品

たお母さんが、学校に行くのをぐず
る子どもに困っていると、校長先生

井原

弘隆

はその子がお母さんを後追いしない
ように、しっかりと抱きしめていま

最優秀賞 三田川小学校 井原 弘隆
優 秀 賞 三田川小学校 早田 旭伸

した。お母さんは、校長先生に「す

小学校６年生の部

急いで車に乗り、帰って行きました。

みません、お願いします」と頭を下げ、
その時のお母さんの顔は、困った顔

最優秀賞 三田川小学校 江島実結子
優 秀 賞 東脊振小学校 真島

から安心した顔に変わっていました。

凉

僕は、安心して通学できるのは、僕
僕は毎日、安心して学校に通って

中学校１年生の部
最優秀賞 三田川中学校 太田 彩花

います。それは、朝の集合場所には、

優 秀 賞 東脊振中学校 古舘 和奈

必ず誰かのお母さんやお父さん、お

学校が終わり帰宅していると、今

ばあちゃん、おじいちゃんが当番制

度は、自転車のかごにテープレコー

中学校２年生の部

で立って、見守ってくれているから

ダーを入れ、肩から拡声器を抱え、

最優秀賞 三田川中学校 岩橋 菜月

です。そして、登校している僕たち

腕に腕章をつけたおばさんが自転車

優 秀 賞 三田川中学校 生島 咲希

に優しく、
「おはよう。気をつけていっ

をこぎながら、通学路を巡回されて

てらっしゃい」と、声をかけてくれ

いました。僕のお母さんも当番の時

たり、時には、
「あぶないよ」としかっ

には朝の登校指導や午後の巡回指導

てくれたりもします。学校に着くま

に行きます。仕事をしながら大変だ

でに、何度も同じ光景を見ます。で

なと思いますが、お母さんは、全然

すから、町のいろいろな場所で地域

いやな顔をせずに、なんとなく楽し

の方が、僕たちを見守っていてくれ

そうにしています。お母さんは、
「子

ているんだ、と感じています。また、

どもの安全を守ることは、先生たち、

横断歩道や交差点では、交通指導員

保護者、地域が一つになり、考えて

さんが黄色い旗を持って、僕たちを

いかなければならない大切な活動な

安全に横断させてくれています。

のよ」と教えてくれました。

高校生の部
最優秀賞 神埼清明高等学校 山﨑 美琴
優 秀 賞 神埼高等学校 福田

歩

優 秀 賞 三養基高等学校 横田 真美

▲表彰式の様子
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ました。

そして、学校に着くと、いつも校

おかげで、僕たちは毎日元気に学

長先生が門のところで、待っていて

校に通っています。ボランティア活

くれて、僕たち一人一人に笑顔で声

動をしてくださっている方たち一人

をかけてくれています。
「おはよう。

一人には、毎回ありがとうございま

はい、タッチ」中には、校長先生の

す、とは言えないけれど、大きな声

腕にぶら下がる下級生もいます。

で元気よくあいさつすること、楽し

ある日のこと、子どもを送ってき
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たち子どもだけじゃないんだと感じ

く学校に通うことが、今の僕ができ

る感謝の表し方です。
僕は、地域の方へのあいさつに感

かることは男の人と女の人はすべて

中学校1年生の部

が同じというわけではないというこ

正しいことを正しいと
言える世の中へ

謝の心を込めていきたいと思います。

とです。体格、体力、得意なことな

そして、このことがみんなに広がっ

どそれぞれ違うと思います。その人

て、あいさつがあふれる三田川小に

の特性を生かして好きな仕事につけ

なっていけば、みんなが明るい楽し

れば、それはとても幸せなことだと

い学校生活が送れると思います。僕

思います。なぜなら、男の人も女の

は、これからも、明るく元気なあい

人も同じ人間だからです。男、女で

さつを続けていこうと思います。

区別するのではなく、できる事、で

三田川中学校

最優秀作品

太田

彩花

きない事で分けていけば、私はいい
小学校６年生の部

最優秀作品

平等に楽しく
暮らしていくために
三田川小学校

江島実結子

甲子園球場に、女子は入っていけ
ないことを私は知りませんでした。
ある高校の女子のマネージャーが
ノックのお手伝いで球場に監督とい

なと思います。
最近、初の女性都知事が誕生しま

あなたは正しいことを正しいと言

した。私は、東京オリンピックに向

えますか。また、それを言える世の

けて、すごく期待しています。そして、

中だと思いますか。正しいことを正

アメリカでも、もうすぐ大統領選挙

しいと言う、それは簡単そうで、と

があります。もしかすると、初めて

ても難しいことだと思います。しか

の女性大統領が誕生するかもしれま

も、それを言うのは、勇気がいるこ

せん。そうなったらとても期待でき

とです。それでも、正しいことを正

ます。いつの日か、日本でも女性の

しいと言うのは大切なことなのでは

総理大臣が誕生するかもしれません。

ないでしょうか。けれど、そう言っ

今までの総理大臣はすべて男の人で

たことによって仲間はずれにされた

した。でも今の時代は、女の人も一

り、嫌われたりする人がいるのも事

生懸命に働いています。だから、い

実です。このようなことがあっても

つかは女の総理大臣が誕生してほし

よいのでしょうか。私は、正しいこ

いと思います。

とを言った人が嫌われてしまう世の

たところ、大会の関係の人から注意

私は、人はそれぞれ何か得意なこ

中はおかしいと思います。私がなぜ

されたそうです。そういえば、テレ

とや苦手なことがあると思います。

このようなことを考えるようになっ

ビで見る限り、高校野球はみんなお

私もあります。水泳は得意だけど、

たのか、それは、次のような体験を

兄さんです。お姉さんはみんな応援

走ることは苦手です。国語は好きだ

したからです。

席にいます。でも、私は今までこの

けど、理科は苦手です。もし、誰も

私は中学生になって総務になりま

景色を当たり前のように思って、何

が同じものが得意で、苦手なものも

した。そのためクラスをまとめるこ

も不思議に思っていませんでした。

一緒という世の中はありえません。

とが多くあり、友達に注意をしなけ

今年の夏にこの事があって、考える

やはり、人それぞれの個性があるか

ればならないこともありました。し

ようになりました。
「どうして、女子

らこそ、いまの社会が成り立ってい

かし、そのことをよく思わない友達

が甲子園球場に入ってはだめなんだ

ると思います。

もいました。そんなある日のこと、

ろう」

甲子園球場の話に戻すと、野球が

帰りの会が始まるのにクラスがなん

昔からの伝統や風習なら大切にし

好きな女の人がいるなら、全国の球

だかざわついていました。私はいつ

ないといけないとは思いますが、昔

児があこがれる甲子園球場にわずか

ものように、
「静かにしよう。早く学

と今とでは暮らし方も人々の考え方

の時間でもいいので、立たせてあげ

活ノートに書いて」と、言っていま

もすごく変わってきたので、常識に

たいと私は思います。そのために、

した。それでもまだしゃべり続ける

合わないことも出てきているのでは

女の人は選手と共に頑張ってきたと

友達がいました。私は、少しいらい

ないかと思います。

思うからです。

らして「静かにしてって言ってるじゃ

今は、外で働いている女の人がた

男だからとか女だからとかで分け

ん。早く学活ノート書いてよ」と、言っ

くさんいる時代です。男の人に負け

るのではなく、その人自身がしたい

てしまいました。すると、
「はあ？お

ないくらいに働いている女の人もた

こと、できることを重視していける

前総務やけんって調子のんなよ」想

くさんいます。それでも、女の人が

社会になっていけば、みんなが頑張っ

像もしていなかった言葉に、私は唖

入ってはいけない場所があるなんて、

ていけるようになっていくと思いま

然としました。と、同時に悲しさが

私にはよく分かりません。ただ、分

す。

こみ上げてきました。そのまま黙っ
2017.3 広報
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ていると涙があふれてきそうだった

かもしれません。でも、同じ考えの

ので、精一杯気持ちを切り替えて、
「そ

人はきっといるはずです。だからあ

しかし、
「表現の自由」を振り翳し、

んなん静かにせんほうが悪いやん。

なたも、勇気を出してみてください。

イスラム教徒を侮辱したことについ

早く学活ノート書いてよ」と、言い

そうすれば、何かが変わるかもしれ

てはどうでしょうか。しかも何度も

返しました。恐らくその友達は私が

ません。あなたの一言で、世の中は

です。イスラム教徒の中には過激派

言い返してくると思っていなかった

変えることができるのです。

もありますが、純粋なイスラム教徒

のでしょう。友達の顔色がさっと変

も大勢います。その人たちからの「や

わるのがわかりました。私が言い過

中学校２年生の部

ぎているということはわかっている

パリ新聞社テロ事件を通して

つもりでしたが、いざ、面と向かっ
て言われると、悲しいような、悔し

三田川中学校

最優秀作品

岩橋

めてほしい」という意見が何度も出

菜月

ているにもかかわらず、
「シャルリ・
エブト」はやめませんでした。表現
（言葉）の暴力ともいえると思います。

いような気持ちになりました。私は

「シャルリ・エブト」も最初から「侮

泣きそうでしたが、ここで泣いたら

辱しよう」という気持ちではなく、

負けのような気がして、必死に我慢

過激な行動を取ることに対する抵抗

しました。私にとっては辛い経験で

だったと思いますが、それがエスカ

した。しかし、友達は、私が考えて

レートしているように感じます。そ

いたよりも軽い気持ちで言っていた

して、それがいつの間にか「挑発」

ようです。私はこの時に、人と自分

「 シ ャ ル リ・エ ブ ト 襲 撃 事 件 」。

といわれるような状態までに至った

とでは、言葉の受け止め方が違うの

2015年１月７日、パリの新聞社に武

のではないでしょうか。そうなって

だと改めて感じました。

装した男たちが押し入るというテロ

くるともうただの喧嘩です。力でね

事件が発生しました。武装した男た

じふせることしか考えられなくなっ

かったら。もし、あの時私が泣いて

ちは週刊新聞「シャルリ・エブト」

たのだと思います。

しまっていたら。きっと私は、その

の本社に押し入り、会議中の編集長

両方に主張があって、それがうま

友達の顔色をうかがいながら、注意

や風刺画家、そして警護に駆け付け

く譲り合えなかった時、もう平和的

もできずに、ずっと避け続けていた

た警察官に銃を乱射し、12人が死亡、

な解決の道は残されていないので

かもしれません。しかし、あの時に

11人が負傷する大惨事となりました。

しょうか。

きちんと言い合えたから、今の友情

マスコミにも大きく取り上げられま

お互いの主張がぶつかってうまく

があると思います。そして、その友

した。
「シャルリ・エブト」は風刺週

譲り合えないのは、私たちの日常の

達は今ではよき相談相手となりまし

刊誌を出しており、イスラム教の教

中にもたくさんあると思います。小

た。私の陸上の大会の前日には、必

祖ムハンマドなどを使って、イスラ

学生でさえその様な場面はあります。

ず励ましのメッセージをくれます。

ム教を風刺する絵を何度も出版して

例えば、私が小学生の時のある友達

いました。

との会話です。私がある主張をした

もし、あの時私が言い返していな

「明日は死ぬ気で走れよ」ちょっと言
葉は悪いですが、その子らしいあた

この事件について、
「脅しに屈せず、

とき、その友達に異を唱えられ、私

たかい言葉です。友達の言葉は私に

表現の自由を掲げ続けた」と称賛す

は「いや違うでしょ」と言い返しま

とって大きな励みになります。私は

る意見と「表現の自由を振りかざし

した。私はその時、
「何言ってんの。

この時につくづくこの人と友達にな

イスラム教徒を挑発した」と責める

そんなわけないでしょ」と相手の意

れてよかったと思います。こうして

意見が出ました。どちらが正解なの

見を否定していましたが、今考える

お互いに本音を言い合えたことで、

でしょう。

と、その友達の意見も一理あったな

さらに仲が深まった気がするのです。
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ばれました。

表現の自由がなくなったら、私た

と思います。

私は、この体験を通して、少しだ

ちは決められたことを決められたよ

このように、どちらの意見も一理

けですが強くなれた気がします。私

うにしか言えなくなります。そうす

あるときに、それに気づかずお互い

にとってこの体験は、とても辛く、

ると一部の権力者が多くの人々を自

が自分の主張だけを通そうとしてぶ

悲しいものでした。しかし、このこ

由に動かすことが可能になります。

つかることは、よくあると思います。

とがあったからこそ、今の友情があ

考え方が偏り、多様な意見が反映さ

これは日常でもありうることだし、

ると思います。正しいことを正しい

れないため、間違ったことでも通っ

国、団体同士に発展すれば、今回の

と言える、そしてそれが、認められ

ていく危険性が高まります。そして

ようなテロや、戦争、北方領土のよ

る、そんな世の中になってほしいで

今回は、
「テロ」という、最も危険で

うな問題にも当てはまると思います。

す。それを言うのは勇気がいること

人道に反する行為が、手段として選
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私は、その場で出た意見が「両方

とも正しい」という意識をもつこと

あさんに、後ろに並んだ男性が「バー

できることはないか」
「 どうしたら、

が必要だと思います。両極端に見え

コード当てて払うだけだろ」と少し

もっと過ごしやすくなるのか」と考

る意見もそれぞれの立場からすると、

怒った口調で言っていました。その

えます。このことを通して、高齢者

とても正しいことだと思います。ま

様子を見たときに「もしこのレジが

について「知る」ということが、接

さに「一理ある」のです。その上で

今までのように店員さんが商品をス

し方や思いやりの変化につながると

妥協点を見つけることが平和的な解

キャンして、お客さんがお金を払っ

思います。

決への第一歩だと考えます。自分の

て袋に詰めるレジだったら、おばあ

意見をしっかりもったうえで相手の

さんは気分良く買い物を終えて帰ら

私達の生活は楽になります。その反

意見も聞き、お互いを尊重しあいな

れただろうにな」と感じました。

面、高齢者や障がいのある人の生活

がら、より良いアイディアが出せる
ようにしていきたいです。
高校生の部

最優秀作品

みんなにとって便利なもの

神埼清明高等学校２年
山﨑 美琴

社会に便利なものが増えていくと、

私達にとっては便利なものであっ

が大変になるようなことがあっては

たとしても、高齢者や障がい者の方

なりません。誰もが楽しく平等に生

にとっては便利ではないものがある

活できるよう、私達が思いやりの気

のだということを知りました。

持ちを持って過ごさなければならな

今は、高齢化が進んでいます。私

いのだと考えます。

達にとって便利なものは、高齢者に

私が介護福祉士になりたいと思う

とっては不便なものになる時があり

ようになったのは、祖父がいたから

ます。そのことを覚えておかなけれ

です。祖父と同じような方が一人で

ばならないと思います。周りにいる

も多く楽しんで、毎日を過ごせるよ

私達が高齢者や障がいがある人に対

うな社会になってほしいと思います。

して、思いやりを示すことで高齢者

そして、祖父の介護をしてくれた介

も障がいがある人も過ごしやすくな

護福祉士のように、高齢者の方の介

ると思います。

護を笑顔で、楽しんでできるような

私は、中学生の時に「介護福祉士」

立派な介護士になりたいです。私は、

という職業に興味を持ち始めました。

介護福祉士になるという夢をかなえ

ま す 。例 え ば 、ス マ ー ト フ ォ ン や

私が中学生の時に祖父が認知症にな

られるよう、今できることを精一杯

IH、セルフレジなどがあります。私

り、デイサービスに通うようになり

頑張り、日々の学校生活の中で努力

の学校の友達も全員と言っていいほ

ました。ある日、私が家に帰ると、ちょ

をしていこうと思います。

どスマートフォンを持っています。

うど祖父もデイサービスから帰って

お店に行っても、道を歩いていても、

きたところで、介護福祉士の方と一

電車や病院でも多くの人がスマート

緒でした。普段は無口な祖父が、そ

フォンを使っています。私達にとっ

の方と楽しそうに会話していること

て便利なスマートフォンは、時に高

に驚きました。お年寄りと話すのを

齢者や障がい者にとって「不便」と

嫌がる人もいるのに、その方は楽し

なります。歩きスマホをしている人

そうに祖父と会話していました。祖

がぶつかってきたり、何か尋ねよう

父は帰ると嬉しそうにその日にデイ

としてもイヤホンをしている人が多

サービスであったことを話してくれ

く、話しかけられなかったりするこ

ました。そんな祖父を見たときに、

とが増えています。

こういう風に高齢者の方たちが一日

最近は便利なものが増えてきてい

セルフレジについても考えるべき

を生き生きと過ごせるようにお手伝

です。セルフレジとは、スーパーな

いできる仕事って素敵だなと思った

どで、お客さん自身が、バーコード

のが介護福祉士になりたいと考える

をスキャンして商品を精算するレジ

きっかけでした。

若い経営者の主張大会出場
大隈さんが意見発表

アトラクションとして、
「若い経
営者の主張大会」に出場した大隈
剛史さんが意見を発表。大隈さん
は商工会青年部の活動を通じて地

のことです。私が母と買い物に行っ

私は今、学校で福祉について学ん

たときもセルフレジがありました。

でいます。たくさんの高齢者の方と

すぐ後ろに並んでいたおばあさんが、

接する機会が増えました。すると、

どうしたらいいか分からずにおどお

普段どこにいても、高齢者の方が困っ

に至るまでの出来事や思いを熱く

どしていました。店員さんに「どう

ているのを見ると声をかけずにはい

語っていただきました。

したらいいの？」と聞いたそのおば

られないようになりました。
「自分に

元に根付くことの大切さを学び、
町にとってかけがえのない店を目
指すようになったそうです。そこ

2017.3 広報
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くるみ園児が
ストライダー体験

１/16
（月）

まちかどズームアップ
広報

（土）

２/４
（土）

２/25
（土）

くるみ保育園でストライダー体験「EVERY
BUDDY STRIDER」が行われました。ストライダー
とはペダルとブレーキがない二輪車で、足で地面を
蹴って進み、バランス感覚を身に付けることができます。
インストラクターの守上大輔さんが自転車に乗り、
園児たちの目の前でウイリー走行や障害物を飛び越え
るパフォーマンスを披露。釘付けになった園児たちは
ウキウキした様子で、ヘルメットを被り「前を見る」
「ぶつからない」「椅子に座る」の約束を守ってスト
ライダーを運転しました。「ストライダーを通じて安
全運転や物を大事に扱うことの大切さを感じてもらい
たい」と守上さん。次第にコツを掴んでいった園児た
ちは、笑顔でスイスイと走っていました。

町の総合計画を策定する企画課が、町民の皆さんの
まちづくりのアイデアを計画に反映するため、きら
ら館でワールド・カフェ方式のワークショップ「iecafé」を開催しました。ワールド・カフェとは、お茶
やお菓子を食べながらリラックスした雰囲気の中で意
見を交わす話し合いの方法です。
初回は20～70代の参加者約30人が「元気なまちであ
り続けるために」をテーマに話し合いました。その結
果「若者に向けた取組み」「町の強みづくり」「雇
用・人材の確保」に意見がまとまり、第２回、３回と
具体策について話を深めていきました。
参加者の月山聖哉さん（横田）は「年齢や立場の違う
方々と話ができ、考え方が広がった」と振り返りました。

6年生に
租税教室を実施

木のおもちゃで
遊ぼう！

１/16 １/20
（月）

（金）

町税務課が三田川・東脊振小学校で租税教室を行い
ました。両小学校の６年生児童に授業を実施。講師の
職員と身近な税金について確認した児童は、その必要
性がわかるアニメを鑑賞し、理解を深めました。「税
金がないと、公園や道の管理をできなくなったり、義
務教育が受けられなくなったりして困る」と竹下尋さ
ん（横田）。宮﨑優弥さん（中の原団地）は「税金の
使い道をチェックするためにも、18歳になったら選挙
に行こうと思った」と話しました。
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元気なまちで
あり続けるために

１/21

2017.3

１/21
（土）

きらら館で子育て支援を行うNeue（ノイエ）が、
「木のおもちゃで遊ぼう」を開催しました。60人の親
子や家族が参加。積み木や三輪車、ブランコなど手作
りの木のおもちゃが用意され、子ども達は夢中で遊ん
でいました。家族４人で参加した野口梨沙さん（立
野）は「普段遊べないおもちゃがたくさんあり、子ど
もと一緒に楽しめた」と話してくれました。
当日は、お父さん達の来場もあり、母子だけの交流
だけでなく、お父さん達の交流も生まれていました。
Neueは子育て・子育ちの情報交換の場として、き
らら館の喫茶コーナーに開設しています。開設時間
は、平日10:00～16:00。お気軽にご利用ください。問
い合わせは080-9067-0220（担当：三岡）まで。

まちかどズームアップ

親子が
絵本を楽しむ

健康ポイント対象事業
１/22
（日）

町絵本まつり実行委員会がふれあい館で絵本まつり
を開催しました。町内の絵本読み聞かせ団体などのボ
ランティアの皆さんの協力のもと、約150人の親子連
れなどが来場。所狭しと並べられた絵本や、寸劇・絵
本の読み聞かせなど、読んで見て聞いて絵本を楽しみ
ました。大人に交じり読み聞かせをした上瀧凜さん
（小６・上三津東）は「緊張したけど、たくさんの人
が聞いてくれて嬉しかった」とはにかみました。
また、読書感想画と手作り絵本の表彰も行われまし
た。町内の幼稚園・保育園・小学校から応募された
537点の中から16作品が選出されました。

第３回吉野ヶ里町
リアル野球盤大会

１/23
（月）

㈱ブリヂストン佐賀工場が三田川小学校４年生99人
に、同校体育館でサッカー教室を開催しました。地域
貢献活動としてサガン鳥栖とリサイクルパートナー契
約を結ぶ同社が、平成23年より毎年実施。児童はドリ
ブルやパスなどを練習したり、チームを組みゲームし
たりと楽しみました。「工夫してやることや他人を思
いやることなど、今日の練習で学んだことを学校や家
でも活かして」とコーチ。授業を終え、４年２組の平
野史隆さん（吉野ヶ里）は「どういうやり方がうまく
いくか考えながら練習に臨んだ」と授業を振り返りまし
た。

（日）

町教育委員会、町スポーツ少年団および町スポーツ
推進委員会が「第３回吉野ヶ里町リアル野球盤大会」
を東脊振公民館大ホールで開催しました。
14チーム（104人）の出場があり、寒さを吹き飛ば
すほどの熱戦が繰り広げられました。結果は次のとお
りです。
（敬称略）
優 勝
東脊振空手クラブＡ
準優勝
三田川ジュニアバレーＡ
第３位
夢へはばたけ田中

▲優勝

サガン鳥栖
サッカー教室が開催

１/15

東脊振空手クラブA

コンビニ交付
スタート

２/１
（水）

鳥栖市・吉野ヶ里町・基山町・上峰町・みやき町が
ファミリーマート鳥栖轟木町店で、「証明書コンビニ
交付開始セレモニー」を行いました。コンビニ交付は
１市４町が共同で計画を進め導入。住民票や印鑑証明
書はもちろん、戸籍証明書（本籍地が１市４町にある
場合）も全国のコンビニで取得することができ、佐賀
県内では初めてのサービスとなります。
セレモニーには各市町の首長が出席、テープカット
や端末での交付デモンストレーションを行い、マイナ
ンバーカードの利便性をPRしました。

2017.3 広報
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Pick Up!!!

～学校教育課編～

学校教育課は幼稚園・小学校・中学校と連携
して、吉野ヶ里町の子どもたちが健やかに成長
していくための一翼を担っています。

総務係

学校教育係

主な業務

主な業務

⑴
⑵

⑴

総務係は、各学校のハード面を主に担当していま
す。具体的には、吉野ヶ里町の各学校には電子黒板
やタブレットが導入されていますが、こういったも
のを新しく買うときに総務係が担当します。最近で
はグラウンドの整備、校舎や体育館の大がかりな改
修なども行っています。その他にも、教育委員会の
事務局として定例の会議を開いたり、教育委員会表
彰も担当します。

ピックアップ

⑶
⑷
⑸
⑹
⑺

教育委員会の会議に関すること。
工 事計画の策定及び教育財産の取得の申出に関
すること。
教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。
教育財産の管理に関すること。
教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。
調査及び統計に関すること。
前 各号に掲げるもののほか、他の係の所掌に属
しないこと。

学校教育係は、子どもたちが安全・安心な学校生
活を送るための、各学校のソフト面のサポートがメ
インです。例えば、子どもたちが学校生活でケガを
して病院に行ったとき、お支払いいただいた病院代
について保険より払い戻す手続きや、子どもたちに
配布する教科書の数の取りまとめ、教職員への指
導・助言など、学校の様々な面に対してサポートを
行っています。また、特別な配慮が必要な子どもた
ちの教育にも力を入れています。

⑵
⑶
⑷
⑸
⑹
⑺
⑻
⑼

 校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に関
学
すること。
教育内容及びその取扱いに関すること。
教科書その他の教材の取扱いに関すること。
学校保健に関すること。
学校安全に関すること。
学校給食に関すること。
学校職員の研修及び福利厚生に関すること。
児童及び生徒の就学に関すること。
前 各号に掲げるもののほか、学校教育に関する
こと。

ALT紹介

三田川・東脊振の両校区に1人ずつ
ALT（外国語指導助手）を配置して
います。彼らの生の英語に直接触れる
ことで、小さいころから英語に親しむ
機会を増やしています。日本、そして
吉野ヶ里町を愛し、町の子どもたちを
共に育ててくれる頼もしい2人です。
2人とも、とっても日本語が上手なん
ですよ。
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三田川校区
アルベロ・トレバー 先生

東脊振校区
真坂 帝星（マサカ・ティスター）先生

明るいキャラで子どもた
ちの人気者！吉野ヶ里町が
初めての日本で、４年目に
なります。

日本の習慣や礼儀もしっ
かり身に付けているジェン
トルマン！名前の漢字は子
どもたちがつけてくれまし
た。

カナダ出身

ザンビア出身

Pick Up!!!
町民の皆様へ

私たち学校教育課は、吉野ヶ里町
の郷土に自信と誇りをもち、将来社
会で活躍できる子どもの育成を目指
し、学校教育の充実に努めています。
小中学校では、子どもの個性を尊重
し、
「自ら考え、主体的に行動し、

よりよく問題を解決する」資質や
能力を育むように努めています。
創意工夫した魅力ある教育活動が
行えるよう、職員一同で取り組ん
でいきます。
子煩悩でイクメンの中島課長

教育支援センター「ほうゆう」

平成28年度から開設した、心因性の理由により登
校できない吉野ヶ里町立小中学校の児童生徒への教
育支援を行う教室です。

「ほうゆう」とは？
①「朋友」
：お互いに学び合い、教え合う仲間
②「For you」
：あ なた方のための教室で、安心して
過ごすことが出来る場
支援方針
①子 どもたちの心のエネルギーを少しずつ高めてい
き、自立や学校復帰を促す
②個 々の気持ちや考えを尊重し、それぞれに応じた
カリキュラムの作成
③体験活動を多く取り入れ、
「心の安定」
「心のエネル
ギーや自信の回復」を図る
④学 校と家庭との連携を図りながら、学校復帰を支
援する

入学通知書について
転出入が多い時期です。また、新
しく小学校や中学校の1年生になら
れる人には入学通知書をお送りして
いますが、
「入学指定学校」は現在
の住所の校区に基づいています。

学校教育課

課

長

参

事（指導主事） 下川路 隆之

入級までの手続き
①見学・相談の申込み：事 前に電話連絡をお願いし
ます。
②面談：お子様の状況をお尋ねします。
③体験通級：1 ～2週間程度（個人の状態に応じて
継続する場合があります）
④入級の手続きは、下記の提出物の流れになります。
・保護者→在籍校の校長：
「入級届」
・在籍校の校長→教育委員会：
「入級依頼書」
・教育委員会→在籍校の校長：
「入級通知書」
・在籍校の校長→保護者：
「入級のお知らせ」

授業の様子▶︎
問

教育支援センター「ほうゆう」
（東脊振公民館内）

☎52-3499（指導員：吉川）

４月から通う学校が変わる場合
は、学校教育課や各学校にご連絡く
ださい。万が一、転出入が3月中に
間に合わない場合は、お早めに学校
教育課へご相談ください。

副課長

中島 嘉孝
福成 浩一

総務係
係 長

福成 浩一（兼任）

学校教育係
係 長 八谷 恵美香
係 員 城島 彩
中央公民館

☎ 37-0339

糸 gakkoukyouiku@town.yoshinogari.lg.jp

2017.3 広報
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TOPICS
道の駅「吉野ヶ里」
さざんか千坊館が生まれ変わります

問

商工観光課（東脊振庁舎）

☎37-0350

４月１日（土）より、さざんか千坊館の指定管理者が変わります。それに伴い、
３月27日（月）～31日（金）までは、直売所のみ休業となります。それ以外のテナントは通常営業します。
指定管理者
有限会社なかしま
佐賀市や福岡市で青果・生花販売やフルーツパーラーを展開。
佐賀市の「フルーツガーデン新 SUN」では、パフェやケー
キを取り揃え、多くの客で賑わう。
中島 新太郎

代表取締役

ト

プレゼン

オリジナルスイーツを
プレゼント!!

直売所で500円以上お買い
上げの人に、脊振山系の湧水
を使用したオリジナルゼリー
をプレゼントします。
各日先着100人となってい
ますのでお早めに!!

平成16年に設立した弊社は、青果の販売及
び卸を行っていましたが、新鮮な果物の魅力
を高めるため、ケーキ及びパフェ等のスイー
ツ製造・販売を始めるようになりました。現
在では、福岡市の博多阪急及び三越岩田屋でもテナントを展
開しており、お客様方から大変ご好評をいただいております。
・９日（日）
さざんか千坊館では、町内の農産物をはじめ、様々な素材 日 時 ４月８日（土）
9:00～18:00
を使用した、この町ならではの特産品づくりなどを通じて町
の活性化の一助となるように従業員一同、努力して参ります。
町の皆様とのご縁を大切にし、さざんか千坊館の新時代を築
今後も、いろいろな企画・イベントを開催予定！
新しくなったさざんか千坊館にぜひお越しください。
き上げていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。

行政トピックス

吉野ヶ里町土地改良区

臨時職員募集

吉野ヶ里町土地改良区では、平成29年４月から採
用の臨時職員を募集します。
応募を希望する人は、必要書類を３月13日（月）
までに事務局（東脊振庁舎２階）へ持参ください。
必要書類

履歴書（写真添付）

勤務地

業務内容

募集人員

賃 金

東脊振庁舎２階
農林課内

事務補助

２人

日給6,300円

３月６日（月）～３月13日（月）
8 :30～17:15 ※土・日・祝を除く。
◦応募者多数の場合は、書類選考及び後日の面接等
で選考します。
◦暴力団と直接、間接に関与している人は採用でき
ません。
◦合格した場合の通知は「内諾」で、正式な通知は
総代会議決後（３月末）となります。ご了承くだ
さい。
勤務形態
月13日程度
１日７時間45分

2000円（税別）

慶事・仏事にもどうぞ！
！

学
祝・卒業・入

オードブル

6500円〜10000円（税別）
おもてなしにピッタリ！
！

各種弁当500円〜あります。ご予約お待ちしております！
！
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休 日

４月～３月 土、 日、 祝日

社保

雇保

×

○

高速道路
東脊振庁舎
若 菜
（松屋横）

国道３８５号線

春の行楽弁当

若菜

雇用期間

か
わ な

有料広告

！
！

弁当

農林課（東脊振庁舎）

☎37-0347

募集期間

お弁当の

こだわり

申 ・問

JA

アスタラビスタ

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津770-1

☎0952-53-6092（不定休）

行政トピックス

平成29年度

問

健康ポイント新規登録募集
健康ポイント事業とは、健康寿命（“健康”で長
生き）の延伸を目的に、日頃行っている運動や健
（検）診の受診、町主催のイベント等に参加してポ
イントを貯め、貯まったポイントを吉野ヶ里商品
券と交換する制度です。

登録手続き～ポイント交換

対象者

社会教育課（中央公民館）

☎37-0340

町内在住の18歳以上の人

※高校生は除く

健康づくりマップ
吉野ヶ里DE

町主催イベント（夏祭り、体育大会、文化祭、炎
まつり等）、健康診断、地区主催イベント（クリー
ンデー、地区の “わ” 等）

①窓口にて申請書記入⇒手帳・カード受取り
受付窓口 中央公民館・東脊振公民館・きらら館・
福祉課（東脊振庁舎）
・社会福祉協議会
②運動や健（検）診受診日を手帳へ記入
③２月 近くの窓口へポイント交換申請及び新手帳
受け取り
④３月 商品券受け取り（中央公民館のみ）
※平成28年度登録者は、ポイント交換時に自動更新
となります。

まだ登録していな
い人は今年から始

P

めてみませんか？
みんなの登録を
待ってるよ〜！

町スポーツ推進委員を募集しています！

問

社会教育課（中央公民館）

☎37-0340

応募資格
①吉野ヶ里町在住で、平成29年4月１日時点で満20
歳以上の人
②スポーツに関する深い関心と理解のある人
③ス ポーツ・レクリエーション及び地域活動に興
味・関心がある人

職務内容
①住民のスポーツに関する実技の指導を行うこと
②住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を
図ること
③学校、公民館等の教育機関の行うスポーツの行事
または事業への協力に関すること
④スポーツ団体その他の行うスポーツに関する行事
または事業に関し、求めに応じ指導・助言するこ
と
⑤住民に対し、スポーツについての理解を深めること
⑥前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの振
興のための指導助言を行うこと

応募期間

選考方法

募集人員

若干名

勤務形態

非常勤

任

平成30年3月31日まで

期

３月17日（金）まで

面接

有料広告

永遠のお住まい それは お墓です!!
新規墓石からリフォーム墓じまいまで
何でもお尋ね下さい！

御本尊

ご先祖
せき

そして家族に感謝
ゆう

しゃ

石 裕 社

法、戒名彫刻

見積無料

本誌持参で

（税込）
を
通常１名様20,000円

16,000円

（税込）

吉野ヶ里町田手 1817-12 TEL・FAX0952-52-2210 （墓所が吉野ヶ里町、神埼市郡、みやき町、上峰町）
※お墓の立地条件、
形状等により価格が異なる場合があります。
WEB
石裕社
検索
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。

2017.3 広報
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TOPICS
消防団員大募集！
消防団は、消防署と同様に消防組織法に基づき、
それぞれの自治体に設置される消防機関です。地域

問

入団資格
①吉野ヶ里町内に居住する人、または勤務する人
②年齢18歳以上の人

における消防防災のリーダーとして、

待遇

平常時・非常時を問わずその地

①活 動に必要な被服は貸与し
ます。

域に密着し、住民の安心と安全

②活 動中に負傷した場合は、条

を守る重要な役割を担っています。
吉野ヶ里町消防団では、男女を問わず消防団員を

例に基づき補償します。
③報酬・出動手当を支給します。
④勤 続５年以上の退団者には、退職報償金を支給

募集しています。

します。

時間外も可能に
マイナンバーカード受け取り
マイナンバーカードは、顔写真付きのICカードで

要予約

期日

行政トピックス

す。本人確認書類としての利用はもちろん、コンビ
ニでの証明書交付サービスやインターネットでの確
定申告（e-Tax）などにも利用できます。
申請されたマイナンバーカードは役場窓口で交付
していますが、お仕事などで時間が取れない人のた
めに時間外の交付予約を受け付けています。

広報

2017.3

住民課総合窓口係
（三田川庁舎）☎37-0336

場所 三田川庁舎 住民課 総合窓口係
※マイナンバーカードは事前に申請する必要があ
ります。
※カードの交付の際には申請者の本人確認を行い
ます。

赤熊太鼓保存会、桶胴太鼓など更新

12

問

毎週火曜日・木曜日（祝日の場合は翌開庁日）
17:15～19:00

平成28年度コミュニティ助成事業

平成28年度コミュニティ助成事業で赤熊太鼓保存
会に４尺の桶胴太鼓などが更新されました。同会は、
吉野ヶ里町赤熊太鼓を保存・伝承するとともに、町
内外のイベントに積極的に出演し、町の伝統芸能と
しての赤熊太鼓の素晴らしさをPRしています。今
回、太鼓の新規購入・皮の張替えを行ったことによ
り赤熊太鼓本来の音が出るようになり、ますますイ
ベントでの盛り上がりが期待されます。
コミュニティ助成事業とは、宝くじの普及広報を
目的として、地域活動を支援するものです。コミュ
ニティ活動備品の整備や地域文化への支援など多方
面に活用できます。

総務課交通防災係
（三田川庁舎）☎37-0330

宝くじマスコット
キャラクター
「クーちゃん」

問

企画課企画係
（三田川庁舎）☎37-0332

健康づくり

行政トピックス

国民健康保険加入者の皆さん

問

保険証の更新月が変わります！
平成30年度からの国民健康保険
広域化に伴い、国民健康保険被保
険者証の更新月が、４月から８月
に変更されます。
これによって、平成29年度の被
保険者証の有効期限が今回のみ４
か月延び、平成30年7月31日まで
となります。
（ただし、平成30年
7月31日までの期間に75歳になる
人、国民健康保険税に一定以上の
未納がある人等は除きます）

保健課（東脊振庁舎）

☎37-0345

Q&A
平成30年８月から、広域化に
伴い国民健康保険の『保険証』
と、70～74歳の人がお持ちの『高
齢受給者証』が一体化されます。
現在、
『高齢受給者証』の更
新月が８月のため、
『保険証』
の更新月もこれに合わせて４月
から８月に変更になります。

国民健康保険の広域化って何？
現在、国民健康保険は各自治
体で運営していますが、少子高
齢化が進む中で、国民健康保険
の負担に不均衡が生じています。
それを解消するため、平成30
年4月から『佐賀県』で統一し
て運営することを「広域化」と
いいます。

高齢者の肺炎球菌予防接種
次の対象年齢者は
平成２９年３月３１日までが接種期間です。
年齢

平成28年度の接種対象者

65歳

昭和26年４月2日～昭和27年４月１日生

70歳

昭和21年４月2日～昭和22年４月１日生

75歳

昭和16年４月2日～昭和17年４月１日生

80歳

昭和11年４月2日～昭和12年４月１日生

85歳

昭和６年４月2日～昭和７年４月１日生

90歳

大正15年４月2日～昭和２年４月１日生

95歳

大正10年４月2日～大正11年４月１日生

100歳

大正５年４月2日～大正６年４月１日生

健康づくり

※平 成29年度の保険証は、３
月中旬以降に郵送（簡易書
留）で交付します。
※保険証の色が４月から
「濃いクリーム色」から「薄

紫色」に変わります。
※就 学のため町外に転出する
場合は、申請をいただくこ
とにより、特例として引き
続き吉野ヶ里町から保険証
を交付します。

なぜ更新月が変わるの？

問

保健課健康づくり係
（きらら館）☎51-1618

接種費用

2,500円
接種医療機関の窓口でお支払いく
ださい。

持っていくもの

健康保険証・予診票

実施機関

佐賀県内の委託医療機関

※事前に予約が必要な場合があります。
医療機関へお問い合わせください。

※平成30年度までにひとり１回対象となります。対
象者へは個別通知でご案内しています。
※過去に予防接種を受けた人は、対象となりません。
2017.3 広報
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健康づくり
子どもの医療費受給資格証の交付について
３月下旬に郵送で一斉交付します
対
象 ０歳～中学生
年齢基準日 平成29年４月１日
※新しい受給資格証（びわ色）は平成29年４月１日
から使用できます。旧受給資格証（ピンク色）を
お持ちの人は返納していただくか、各自で処分を
お願いします。
返納場所 住民課総合窓口係（両庁舎）、きらら館
変更点
現物給付の対象を拡大
対象者

対象者

０歳～就学前

0歳～中学生

※ひと月あたり医療機関ごとに上限500円を２回目
まで保護者負担。３回目以降の受診は無料。

健康づくり

現物給付…受給資格証を提示することで、医療機関
での医療費の支払いが定額（保護者負担額）で済
む方法
償還払い…医療機関で一度支払った医療費を、後日
申請を行うことで助成をうけることができる方法

対象者

回数

生後２～12か月（1歳未満）

３回

生後2～60か月（5歳未満）

４回

BCG

生後12か月まで（1歳未満）

１回

4種混合

生後３～90か月（7歳半まで）

４回

1期：1歳～2歳未満

１回

ヒブ
小児用肺炎球菌

麻しん風しん
（MR）

2期：年長児

水痘（みずぼうそう） 1歳～3歳未満

14

対象者
就学前
小学生～中学生

１回
２回

日本脳炎

3歳～7歳半まで
※平成７年４月２日～平成１９年４月１日生
まれの人は２０歳未満まで接種可

３回

2種混合

１１歳～13歳未満

１回

広報

2017.3

保険医療機関
県内

県外指定

現物給付

現物給付
償還払い

県外
償還払い

県外指定保険医療機関

福岡市立こども病院・感染症センター、久留米大学病
院、聖マリア病院、佐世保市総合医療センター、国家
公務員共済組合連合会佐世保共済病院

注意事項
◦受診時に受給資格証の提示がない場合は、現物給
付を受けることはできません。
◦学校の管理下でけが等を負い、災害共済給付制度
が適用される場合は、子どもの医療費の対象には
なりません。
◦受給資格証の住所と現住所が異なる場合は、現物
給付を受けることができません。

問

保健課健康づくり係
（きらら館）☎51-1618

予防接種の受け方
佐賀県内の委託医療機関で接種できます。
事前に医療機関に予約後、受診してください。

3月1日（水）～3月7日（火）は
子ども予防接種週間です。
接種の種類

保健課健康づくり係
（きらら館）☎51-1618

給付方法について

お子様の予防接種はお済みですか!?

B型肝炎

問

持っていくもの
・母子健康手帳
・予診票（お持ちでない場合は、きらら館及び医療
機関窓口にあります）

健康づくり

− 吉野ヶ里町の宝 −
【４月号募集】

町内在住の４月に１～６歳の誕生日を迎えるお子さんを８人募集します。お子さんの氏名、

生年月日、住所、保護者氏名、連絡先、家族からのメッセージ（50字程度）を明記し、写真を添えてＥメール
で総務課広報係まで申し込んでください。直接、総務課（三田川庁舎２階）で申込みも可能です。応募者多数
の場合は、抽選となります。
申・問

い とう

は

る

伊東 晴琉くん

かわむら

河村

田手村

平成27年3月28日生まれ

る

い

池田 琉生くん

こ まつ

友和

山口

鶴田

江口

池上

米倉

咲

生

児

星（えみる）ちゃん

啓

斗（あきと）くん

伸之

紗由莉（さゆり）ちゃん

嘉郎

奈

郁弥

和男

江利川

陸

柚

那（ゆずな）ちゃん

華

蓮（かれん）ちゃん

保健行事
行

事

定期健康相談

（りく）くん

央（なお）ちゃん

タケルくん

猛

名

ワン・ツー体操
４か月児健診

７か月児健診

日（曜）

が

ひなた

陽和ちゃん

立野

大曲

石動

大曲

立野

立野

田手

大曲

立野

平成26年3月15日生まれ

要

保護者氏名

第3子

山﨑

横田

りょう が

亮駕くん

吉野ヶ里

【家族からのメッセージ】
３歳のお誕生日おめでとう
いつも笑顔でニコニコの亮ちゃんが
大好きだよ♡これからも
元気いっぱいのりょうがでいてね!!

第3子

第2子

第2子

瑛（ちあき）くん

江副

山下

龍二

一樹
豊

祐樹

英樹

第2子

田中

第2子

大庭雄一郎

第2子

受付時間

池上

場

武志
琢真

問

所

きらら館

雅

結

愛

和

13:00～13:15

13:00～13:15

13:00～13:３０

吉田

菜（あいな）ちゃん

第1子

大曲

第1子

箱川

真（かずま）くん

要

第2子

立野

豆田

喜（ゆうき）くん

大曲

第1子

第1子

第1子

廉

人（きよと）くん

立野

第1子

光

陽（こうよう）くん

吉田

第1子

立野

真之輔（しんのすけ）くん

第1子

保健課健康づくり係（きらら館）☎51-1618

一般町民

対

象

者

平成28年11月生

きらら館

地区（大字） 摘

（みやび）ちゃん

平成28年8月生

13:00～13:15

13:00～13:15

児

千

手塚

第2子

生

青田

小野

第3子

出

薫（みく）ちゃん

13:15～13:30

24（金）

やまさき

美

2歳以上の幼児と保護者

23（木）

奏大くん

【家族からのメッセージ】
まだまだおチビさん！と思っていた
けどあっというまに3歳！大きな声
で楽しそうに笑う奏大♡
大好きだよ♡

小林由太賀

10:20～10:30

２か月児相談

かな た

平成26年3月26日生まれ

【家族からのメッセージ】
みんなの心をひなたぼっこのように
温かくしてくれるあなたの笑顔が
お父さんお母さんの宝物です。
３歳おめでとう♪

2（木）

14（火）

本村

平成26年3月15日生まれ

９:00～11:00

7（火）

もとむら

１月19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。
（11月・12月申請者）

地区（大字） 摘
松隈

乙ノ馬手

毎週月曜日

8（水）

１歳６か月児健診

こ

古賀

永田ヶ里

※母子手帳は、きらら館で随時交付します。
妊娠届出書と印鑑をご持参ください。

１２か月児相談

2歳６か月児相談

な

由愛ちゃん

【家族からのメッセージ】
1歳お誕生日おめでとう！可愛い笑
顔に家族みんな癒されてるよ♡
これからも笑顔で元気いっぱい大き
くなってね！

平成25年3月9日生まれ

出

慎也

ゆ

kouhou@town.yoshinogari.lg.jp 

平成28年3月13日生まれ

【家族からのメッセージ】
４歳の誕生日おめでとう！ゆりあの
笑顔にみーんなパワーをもらってま
す。これからも家族みんなで楽しく
過ごそうね☆

喜衣子（きいこ）ちゃん

山本健太郎

☎37-0330

子育て

本田

岩橋

※掲載号の1か月前の１日が締め切りです。

ありがとう

生まれて
きてくれて

宣義

ゆ り あ

小松 優梨愛ちゃん

川原団地

平成23年3月16日生まれ

大澤

いわはし

中の原団地

【家族からのメッセージ】
2歳のお誕生日おめでとう♡
可愛い笑顔の海斗が大好きだよ♡
これからも沢山遊んで沢山思い出作
ろうね♪

【家族からのメッセージ】
元気一杯！笑顔一杯!!
甘えん坊の末っ子三男坊、６歳お誕
生日おめでとう♥
４月から、カッコイイ１年生だね☆

保護者氏名

海斗くん

平成27年3月31日生まれ

【家族からのメッセージ】
２歳のお誕生日おめでとう♡
これからも元気いっぱいな
はるでいてね♡
パパとママの宝物だよ♡♡

いけ だ

かい と

総務課秘書･広報係

持参するもの
飲みもの（水筒）
母子手帳 バスタオル

平成28年3月生

母子手帳

平成29年１月生

母子手帳

平成26年8・9月生
平成27年8・9月生

母子手帳 健康相談票
母子手帳

バスタオル

健康診査票

2017.3 広報
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開館時間 月〜土曜 9：30〜18：00 休 館 日 日･祝･年末年始
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。

三田川児童館だより

問い合せ

三田川児童館

☎ 53-1117

【3月の催し】
日にち

時

間

行

事

対

象

定

員

材料代等

４日（土）

１４:００～１６:００

工作室開放デー

小学生以上

無料

６日（月）

１０:３０～１１:３０

フルーツ親子広場

未就学児親子

無料

１１日（土）

１４:００～１６:００

トレバー先生と
カナダの料理を作ろう！

１３日（月）

１０:３０～１１:３０

ドレミ広場

町内在住の
未就学児親子

１６日（木）

１０:００～１５:００

調理室開放デー

町内在住の
未就学児親子

１８日（土）

１４:００～１６:００

ピンポン開放デー

小学生以上

無料

２５日（土）

１3:００～１６:3０      
♪児童館ライブ♪

どなたでも

無料

２7日（月）

１４:００～１５:００

環境講座

どなたでも

無料

３１日（金）

１４:００～１５:００

児童実行委員修了式

小学生以上

12人

100円

申込締切

定員になり次第

無料
２組以上～

無料

無料

◦11日/
「トレバー先生とカナダの料理を作ろう！」…三田川小・中学校ALTのトレバー先生と一緒にカナダブランド『クラフトディナー
マカロニ＆チーズ』で、カナダの味を味わいましょう！
◦25日/
「児童館ライブ」…ダンスあり、バンド演奏・ピアノ演奏あり、他にも盛りだくさん♪フィナーレで『恋ダンス』をみんなで踊ります。
ライブ

ぜひ生で楽しんでください（^^♪

おどれる子、あつまれ〜（^^♪

お箏

鳴らしてみたよ♪

１月13

日

金

子育て

箏風会の皆さんに、箏を演奏していただきました。しらゆり保育園、吉野ヶ里保育園
などの子ども達に「四季のうた」をはじめ「アンパンマンのマーチ」などを演奏。知っ
ている曲も多く、子ども達は大喜び。演奏の後は、爪を付けて弦をはじいて音を鳴らす
体験もさせてもらい、子どもたちは箏を身近に感じることができました。

火の用心

１月16

日

月

神埼消防暑の隊員さんを招き、消火器を使った消火活動や消防車内の見学、消防服の
着用などを体験しました。消火活動では尻込みしていた子も、消防車には大喜びで、な
かなか離れられない様子でした。

図書室だより

開館時間
休館日
問い合せ

平日（月～金）９:00～17:00／土曜日 ９:00～13:00
日曜日・祝日 ※土曜開館は中央公民館のみ
中央公民館 ☎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。

一 般 書
恋のゴンドラ
雪煙チェイス
罪の声
掟上今日子の旅行記
闇の平蔵
レールを渡る殺意の風
作りおきでカンタン！おいしい！
やせごはん
クックパッドの太らないお菓子
20kgやせた！作りおきおかず

児 童 書
パンダなりきりたいそう
ほっぺちゃんとさがしっこ！３
かがみのサーカス
ドキドキおばけの百人一首!?
こねこのプーフ 4
ゆきがふるまえに
かいけつゾロリの王子様になる
ほうほう
奈良時代のサバイバル
ジュニア空想科学絵本９

※すべて吉野ヶ里町東脊振公民館で取り寄せ可能です。
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第１５６回直木賞

受賞作品

「蜂蜜と遠雷」
恩田

陸

３年ごとに開催される芳ヶ
江国際ピアノコンクール。
「こ
こを制したものは、世界最高
峰のＳ国際ピアノコンクール
で優勝する」ジンクスがあり
近年、覇者である新たな才能
の出現は音楽界の事件となっていた。天才たちが繰り
広げる競走という名の自らとの戦い！本選を勝ち抜き
優勝するのは誰なのか。
読み応えたっぷりの500ページの大作！是非読んでみ
てください。

子育て情報♥
No.99

LOVE レター
平成29年
３月発行

最終号

吉野ヶ里町家庭教育支援チームぽこ・あ・ぽこ

子どもたちが健やかに安全に育つために、
家庭・学校・地域が一緒になり子育て・
親育ちの支援をするための情報紙
問 社会教育課（中央公民館） ☎ 37-0341
スタッフ 那須・嘉村・髙尾・宮地・築地・草津・向井・長野

https://www.facebook.com/pokoapoko

私たち「ぽこ・あ・ぽこ」は、家庭教育支援員としての活動を今年度で終えることになり、
それに伴い「LOVE レター」も今号をもって最終号とさせていただくこととなりました。
みなさんの長年のご愛読に心より感謝いたします。
平成20年4月から9年間、交流・癒し・学びの場としての役割を担い、開いてきたおしゃべり広場。
のべ人数で約5000人の人がこの広場を訪れてくれました。今後は、きらら館で開設されているノイエ
や、その他いろんな町の行事にぜひご参加ください。

お

しゃ

べ

り

広

場

おしゃべり広場で出会い、
つながり、広がってできた輪が、また幾重にも
広がって、確かなママ達の繋がりを見ることができた時、
それは私たちスタッフの大きな喜びでもありました。
そして、その輪は、私たちの活動が終わっても、
決してしぼむことなく、あちらこちらでいろんな花を開
かせていってくれると感じています。
すてきなママやかわいい子どもたちとのたくさん
の出会いに心から感謝いたします。

ありがとうございました！

３月（最終回）のおしゃべり広場は
きらきら３/８（水）･プチcafe３/15（水）です!

ブックスタート事業

絵本を通し、親子が心ふれあうひと時を持つことの大
切さを伝えるためにブックスタートのお手伝いをさせ
ていただきました。この事業は今後も継続されます。

応援はがき・電話

学校訪問

月１回の学校や園への訪問を重ねる中での学びや気づきを
住民の皆様にお伝えすることができ、地域との繋がりに微
力を尽くすことができました。

活動をふりかえって…

「どうぞ健やかに育ってね」との想いを絵筆にのせて、
登録いただいた親子へ絵手紙を出させていただき、そ
の数は９年間で約1500通になりました。
スタッフのつたない絵や文字ではありますが、
「励まさ
れた」との声もいただきました。

ふれあい交流会

少子化で異年齢がふれあう機会が少なくなった現代、異年
齢が接することの意義は大きく、中学生・園児にたくさん
の学びを与えてくれました。今後も中学校の家庭科(保育)
の中で継続されていきます。
2017.3 広報
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お知らせ

申 ＝申し込み先
問 ＝問い合せ先

老齢年金
受給資格期間の短縮

お知らせ

平成29年８月から年金を受給
するために必要な資格期間※が10
年となります。
※資格期間→保険料納付済・免除
期間、合算対象期間、厚生年金
等の加入期間など
注意点
①年金を受給するための年齢要件
は変更ありません。
②遺族年金や障害年金の権利を有
している場合、老齢の年金を決
定しても併給調整により停止と
なることがあります。今回の期
間短縮によって手続きを行って
も、受け取る年金額が変わらな
い場合もあります。
③遺 族厚生年金の受給要件は変
わっていません。亡くなられた
人の資格期間が25年以上あるこ
とが必要です。
年金請求書の送付時期
日本年金機構において、資格期
間が10年以上あることが確認でき
た人には、機構より老齢年金の請
求書（黄色）が送付されます。
黄色の請求書は、対象者の年齢
等により平成29年２月下旬～７月
上旬にかけて順次発送されます。
請求手続き
黄色の請求書がお手元に届きし
だい、役場などで必要な各種証明
書類の発行を受け、最寄りの年金
事務所等で手続きをしてください。
年金を受給する権利が発生する
日は、
平成29年８月１日となります。
問 ねんきんダイヤル
☎0570-05-1165
受付時間 月曜日 8:30～19:00
火～金曜日 8:30～17:15

第２土曜日 9:30～16:00
※基 礎年金番号がわかるものをご
用意ください。

平成28年10月1日から平成28年
12月31日までの間に、平成28年中
にはじめて国民年金保険料を納付
した人に対し、社会保険料（国民
年金保険料）控除証明書が平成29
年2月1日に日本年金機構より送
付されます。
問 住民課年金係（三田川庁舎）

☎37-0333
佐賀年金事務所国民年金課

☎31-4191

春の火災予防運動

『消しましょう
その火その時 その場所で』
この時期は強風や乾燥、暖房器
具の使用等により火災が発生しや
すい時季です。尊い命や財産を守
るため、火災ゼロを目指しましょう！
命を守る３つの習慣４つの対策
３つの習慣
①寝たばこは絶対にしない。
②ストーブ周りに可燃物を置かな
い。
③こんろのそばを離れるときは、
必ず火を消す。
４つの対策
①逃げ遅れを防ぐために住宅用火
災警報器を設置する。
②寝具、衣類及びカーテンからの
火災を防ぐために、防炎品を使
用する。
③火 災を小さいうちに消すため

有料広告

居酒屋喫茶

ローズカフエＹＯＵ

2017.3

☎37-0330

陸上自衛隊目達原駐屯地

創立63周年及び
九州補給処65周年
記念行事
日時

３月１日（水）～３月７日（火）

４月１日（土）
8 :30～15:00（一般開放）
場所 陸上自衛隊目達原駐屯地
行事 祝賀式典、祝賀編隊飛行・
訓練展示、バルーン体験搭乗、
佐賀物産展「SAGAうまかも
ん」、装備品展示、車両体験試
乗、子供広場、音楽広場
交通 J R 吉 野 ヶ 里 公 園 駅 か ら
シャトルバスを運行します。
「桜まつり」駐屯地一般開放
日時 ４月２日（日）
10:00～17:00
注意 事項 カラオケ、飲酒、火
気禁止、ゴミ持ち帰り、車の
出入りは正門のみ
問 目達原駐屯地広報室

☎52-2161（内線2226）

農業者の皆様へ
青色申告をはじめま
しょう

青色申告は、自分の経営を客
観的につかむための重要なツー
ルです。青色申告には、税制上
のメリットもありますので、早

★★★モーニング ４３０
★酒類 ３５０
コーヒー、サラダ、卵、トースト等々
★★★ランチ
牛肉とろーりカレー ４００から
オムライス ・ 焼きそば ・ お好み焼き ５００から
サイコロステーキセット ８９０
ポーク焼き肉セット ・ チキンステーキセット ７９０
コーヒー ３００から ソフトドリンク 各２００

小宴会・飲み会・女子会等ご予約承ります（席数18席＋α）
毎週土曜日：お酒類１杯 ２９０

広報

に、住宅用消火器を設置する。
④高 齢者や身体の不自由な人を
守るために隣近所との協力体
制をつくる。
問 佐賀広域消防局予防課
☎33-6765 姉31-2119
総務課交通防災係

社会保険料（国民年金保
険料）控除証明書の発送

営業時間：９時〜14時 18時〜21時
定 休 日：月曜日と木曜日
場
所：吉野ヶ里町吉田2946−51
（目達原商店街内）
駐 車 場：地区駐車場
電話番号：090−2711−9138
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※
「広告を見た！」でお酒類を除き、

すべての品を100 円引き致します。

OGARI INFORMATION
無料の子宮頸がん検診
を受けてみませんか？

速取り組んでみましょう。
新たに青色申告を始めるため
には、個人の場合、平成29年３
月15日までに最寄りの税務署に
「青色申告承認申請書」を提出す
る必要があります。
この申請を行えば、平成29年分
の所得から、青色申告を行うこと
ができます（申告時期は平成30年
２月～３月）。
なお、政府の農林水産業・地域
の活力創造本部において、青色申
告を行っている農業者を対象とし
た収入保険制度の導入が決定され
ました。
※収入保険制度…品目の枠にとら
われず自然災害による収量減少
だけでなく、価格低下なども含
めた収入減少を補塡する仕組み
です。

対象者 次の全てに該当する人
①佐賀県在住の20～39歳の女性
※年齢基準日は平成29年３月31日
現在。
②過去に子宮がん検診を受診され
たことがない人、又は前回受診
後３年以上経過している人
日時 ３月10日（金）
18:00～
子宮頸がん検診基礎講座
18:30～
子宮頸がん検診
※事前の申込みが必要です
会場 〒840-0815
佐賀市天神１丁目４-15
佐賀県総合保健協会
料金 無料
定員 40人【予約先着順】
申込締切 ３月９日（木）
月～金 9:00～15:00

問 九州農政局佐賀支局

地方参事官室

☎23-3131

申 ・ 問（公財）佐賀県総合保健

司法書士による
相続・遺言と成年後見
に関する無料電話相談



協会業務課企画渉外班
☎25-2320

募集科名
CAD/NC
オペレーション科
板金・溶接施工科
住環境CAD科

定員
３科で
１５ 人

訓練期間※導入訓練付き
５月９日（火）～11月28日（火）
募集期間
３月２日（木）～３月31日（金）
入所選考 ４月12日（水）
※筆 記及び面接。ポリテクセン
ター佐賀で実施
受講料 無料
※テキスト代等は自己負担
応募 資格 新たな就業に就こう
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
応募手続 受講を希望する人は、
最寄りのハローワークで相談
の上、応募書類を同所に提出
してください。
問 ポリテクセンター佐賀
訓練課
☎26-9516

民生・児童委員紹介

実施日

毎週火曜18:00～19:30
☎29-0635
相談例 ひとり暮らしの不安、遺
言・相続、知的障害を持つ子ども
の将来が心配、借金問題（多重債
務相談）

不在だった「目達原
中・目達原団地」
「 下石
動・西 石 動 」の 民 生・
児童委員を決定しまし
たのでお知らせします。
任期は平成31年11月30
日までです。

問（公社）

成年後見センター・リー

ガルサポート佐賀支部
☎29-0626

問 福 祉課福祉係（東脊

振庁舎）☎37-0343

建設業許可・産業廃棄物・内容証明・車庫証明

等

入嶋 智子さん
目達原中・目達原西団地

平野 朱美さん
下石動・西石動

有料広告

有料広告

・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）
その他

５月入所生募集

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。

ケイアンドジェイぱそこん教室

2017.3 広報
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お知らせ

申 ＝申し込み先
問 ＝問い合せ先

献血バスがきます
（400ml献血）

町長交際費
平成28年度の支出状況

YOSHIN
町営住宅空き室情報

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、詳しくはお問い
合わせください。

【平成29年１月】
３月16日（木）
種 別
件 数
金額（円）
9:00～12:00、13:20～16:00
慶 祝
0
0
住宅
間取り 空室（件）
場所 きらら館
弔 慰
１
10,800
２DK
２
献血可能年齢 18歳～64歳
協賛金
0
0
川原団地
２LDK
８
※6 0～64歳の間に献血を経験され
見舞金
0
０
た人に限り69歳まで可能です。
３DK
7
会 費
0
０
次の人には献血を
中の原団地
贈呈品
１
10,400
３DK
18
（Ｄ棟）
ご遠慮いただきます。
その他
０
０
●男女ともに体重が50kg未満の人。
立野団地
3LDK
２
月 計
２
21,200
●３日以内に抗生剤を服用した人、
２月16日現在
累 計
25
183,520
歯石除去を受けた人。
申・問 建設課住宅係
（東脊振庁舎）
●海 外から帰国後４週間経たない
☎37-0348
問 総務課（三田川庁舎）☎37-0330
人。
●検 診医の問診により献血を控え
新しいことを始めよう！ きらら館の夜間レッスンにピラティス & ヨガ登場！
るよう診断された人。
問 佐賀県赤十字血液センター
New 初めてのヨガ
New 初めてのピラティス
体幹中心の筋トレで姿勢改善！
身体が硬い人でも大丈夫♪
業務課 ☎32-1011

日時

新

お知らせ

皆様のあたたかい
ご理解とご協力を
お願いします。

毎週 火 曜日
７、14、21、28日
限定4回
他の曜日も好評実施中！

実施時間
19:30 ～ 20:10

毎週 木 曜日
2、9、16、23日
限定4回

実施時間 19:30 ～ 19:50

月曜 ぷちレッスン
金曜 ゆるリラ コンディショニング

短時間集中の筋トレレッスン 3月は「しっかり体幹！」
金曜の夜はゆるりとリラックス 身体の癖やゆがみを調整♪

利用案内 利用料は無料です。皆様のご利用をお待ちしています♪
開室日：きらら館
月～金曜日
（8：30～21：00）
ふれあい館
月・水・金曜日（8：30～12:00、 13：00～17:00）
利用できる方：18歳以上の町民（高校生を除く）※初回のみ本人確認ができるもの

問 保健課健康づくり係（きらら館内）


よしのがリサイクル （１月搬出分・単位：㎏）

☎51-1618

問 環境課（三田川庁舎）☎37-0335

☆吉野ヶ里町リサイクルセンター（きらら館北側倉庫）
●３月の開館日 月～金曜日（水曜・祝祭日を除く） 8:30～17:00
6,520 6,900 200 2,260 110
170
630
270
毎週土曜日
 8:30～17:00
ペットボト
第一日曜日
３月5日
8:30～17:00
ペットボトル
古 着
ルキャップ
売却金額
☆南部地区回収所（温水プール北）
168,945 円
●回 収 日 月～金曜日（水曜・祝祭日を除く） 8:30～17:00
1,300
40
1,050
※天候により中止する場合があります。
売却代金は、環境教育（子どもたちや各種団体）や紙紐・花苗購入などに使用しています。

新

聞

雑

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

相続・遺言・不動産登記・商業、法人登記
成年後見・借金問題（相談室あります）
料金の見積り等も、気軽にお尋ね下さい
営業時間 午前 8:00〜午後 6:00
(毎週火曜日は午後8時まで営業)

有料広告

有料広告

困ったこと、悩んでいること、ご相談を

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
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OGARI INFORMATION
各種相談

休日在宅当番医療

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

問い合せ

月

みやき町（三根庁舎）

☎ 0942―89―1600

火

神埼市

☎ 37―0107

水

みやき町（三根庁舎）

☎ 0942―89―1600

木

吉野ヶ里町（東脊振庁舎）

☎ 37―0350

金

神埼市
上峰町（第２・第４）

☎ 37―0107
☎ 52―2181

【診察時間

月

午前９時から午後５時まで】

日

当番医療機関

（内・小・胃）
（内・胃）
３月５日 ひらまつふれあいクリニック 古賀内科
千代田町境原282-2
（日） 吉野ヶ里町吉田2925-1
☎44-2311
☎51-1110
（内）
３月12日 西谷クリニック
（日） 吉野ヶ里町大曲1507-1
☎52-3139

（内・小）
和田医院
千代田町嘉納1319-18
☎44-2046

（内・小）
３月19日 松本医院
（日） 吉野ヶ里町三津751-9
☎52-4185

（内）
中下医院
千代田町餘江128
☎44-2488

３月９日（木） 13:00～15:00
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）

（外・整・胃・内）
３月20日 中尾胃腸科医院
（月） 神埼町田道ヶ里2284-1
☎52-3295

（内・胃・呼）
神埼クリニック
神埼町田道ヶ里2396
☎53-1818

弁護士による無料相談

（内）
３月26日 おおつぼ内科医院
（日） 神埼町本堀3199-1
☎52-3130

（内・胃・小）
和田記念病院
神埼町尾﨑3780
☎52-5521

（内）
４月２日 栗並医院
（日） 神埼町枝ヶ里76-1
☎52-2977

（小）
たけうち小児科医院
神埼町本堀2707-2
☎52-2524

（整）
４月９日 目達原整形外科
（日） 吉野ヶ里町吉田2900
☎52-3717

（小）
山田こどもクリニック
神埼町田道ヶ里2394-1
☎55-6566

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

☎ 24―0999

司法書士による無料相談会

要予約

●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

行政・人権相談

日時 ３月６日（月）13:30～16:00
場所 ふれあい館 相談室
問 総務課総務人事係（三田川庁舎） ☎37-0330

出張

家計の困りごと相談室

日時 ３月16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

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

消費生活相談

要予約

要予約

３月15日（水）15:00～16:50（毎月第３水曜日）
要予約
相談時間 1人30分程度 場所 「きらら館」相談室
申 ･ 問 福祉課地域包括支援センター（先着３人）☎37-0344

女性のための総合相談日

日時 ３月２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

～契約内容をよく確認、冠婚葬祭互助会の積立～

冠婚葬祭互助会に毎月3,000円の80回払いで積立をしてい
た。満期になり、積み立てた24万円を解約しようとしたら、
「解
約手数料が35,000円かかる」と言われた。契約書の控えは手
元にあるが、字が小さくて読んでいない。訪問販売で契約し
たが、勧誘時、解約手数料の説明を受けた覚えはない。


もの忘れ相談室

（80代女性）

アドバイス

① 冠婚葬祭互助会とは掛け金を一定期間毎月支払い、
貯まった金額を結婚式や葬儀のサービス利用の一部に
充てるものです。
② 利息は付きません。サービスを利用せず、解約する
場合は解約料がかかり、積立金額より少ない金額しか
返金されません。
③ 契約する際は結婚式や葬儀のサービスを利用するか
見極め、契約内容をよく読みましょう。
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吉野ヶ里町の電話帳
【三田川庁舎】
総務課

☎37-0330

財政課

☎37-0331

企画課

☎37-0332

住民課

☎37-0333

（総合窓口係）

減少しない交通事故

☎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

町長の窓

Town Mayor's Voice

【東脊振庁舎】

を確認しました。町民の皆様にお

町ではこれまで色々な取り組みで

かれましては交通ルールを順守さ

安全運転を呼びかけてまいりまし

れ、安全運転を心掛けていただき

た。平成27年には、全町挙げて安全

ますようお願いいたします。

運転撲滅運動を行った結果、当町は

町内での事故発生の原因は、交

交通事故減少率ナンバーワンとなり

通量の多さに対し国道、県道改良

県知事からの表彰を受けました。し

の遅れが大きく起因していると考

かし先日、平成28年中佐賀県におけ

えられます。これからも国や県並

る１万人当たりの年間交通事故発生

びに関係機関などに対し当町の切

率は、吉野ヶ里町が1位、神埼市が

実なる現状を強く訴え、道路整備

2位と神埼警察署管内が一番多い結

に向けた要望活動を継続してまい

果が出ました。なお、佐賀県は全国

ります。

住民課（総合窓口係）

☎37-0351

会計課（東脊振）

☎37-0352

福祉課

☎37-0343

10万人当たりの交通事故発生率で５

地域包括支援センター
☎37-0344
（おたっしゃ本舗吉野ヶ里）

年連続ワーストワンという状況です。

に伴う町民アンケートでは、
「自然

特に事故が多いのは、国道34号全

が豊か、快適で安全、安心な町」と

線と、東脊振インター近くの中副交

答えられる方が多数おられました。

差点です。これらは慢性的な交通渋

その一方で、
「交通網の充実と道路

滞に伴い追突事故が多発しており、

の整備状況」について、重要度は

町民以外のドライバーによる事故が

高いが満足度は低いという結果と

際立っています。

なりました。これからも町民の皆

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

この状況を脱却しようと、2月14

さんが安全で安

日に神埼警察署において署長を中心

心して生活でき

に神埼市と吉野ヶ里町の商工会長と

る町づくりに努

市長、町長、神埼地区安全運転管理

力してまいりま

者連絡協議会会長により「交通安全

す。

合同会議」を開催し、取り締まりの

東脊振健康福祉セン
☎51-1618
ター「きらら館」

強化と安全運転の啓発に努めること

吉野ヶ里町長

三田川健康福祉セン
☎51-1965
ター「ふれあい館」
東脊振幼稚園

☎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

防災行政無線電話応答サービス
フリーダイヤル
☎0120-603-113
PHS、市外局番外からの通話
☎0952-52-5960

◉まちの面積

４３．99Ｋ㎡

◉まちの人口（２月１日現在）
男

7,903人（−16）

女

8,298人（+２）

合計

16,201人（−14）

◉世帯数

6,145世帯（+７）

※出生数10人


死亡数16人

（１/1～１/31届出）
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吉野ヶ里町第2次総合計画策定

編集後記

が近づくにつれ、
「薄着」の恐怖がやって
きます。
「誰も見てない！」と思いつつも
やはり気になり、
「体型カバー」
「 着やせ」な
どで検索し、色々研究はするものの、急にス
タイルが良くなるものでもなく･･･。卒業式、
入学式がある年は、数年前のスーツが今年は
着られるのだろうかと恐る恐る袖を通すとい
うお決まりのパターン。来年は下の子が中学
校入学です。あと１年がんばります。

（杉山）

春

分 生時代、よく利用していました。「今だ
割払いに、リボ払い。お金がなかった学

けだから」と多用し、当時は自転車操業状態。
「社会人になったら、苦しい生活とおさらば
だ」と信じ、アルバイトに精を出す日々。働
き出すと、
「ボーナス一括払い」も仲間に加わ
りました。流石にあの頃のような生活は送っ
ていませんが、身の丈に合った支出が大事だ
なと感じる今日この頃。商工観光課では毎週
木曜日に消費生活相談を実施しています。

（古賀）

多良正裕

３月の軽トラ市は

５日（日）です。
３月のさざんか千坊館休館日は

15日（水）です。

※27日（月）〜31日（金）は直売所のみ休業

３月の納税など
国民健康保険税（10期）
後期高齢者医療保険料（９期）
介護保険料（10期）
※納期限は３月31日（金）です。

吉 野 ヶ 里 文 芸
YOSHINOGARIBUN-GEI

短

歌
俳

句
︵ ※
二句掲載︶

水仙のブロック塀にもたれ咲く

春枝

花々に埋もれし棺安らかな

曲） 井上

御正忌の経読むおさな声すがし
（大

み顔うるわし米寿の叔母は
君子
祝箸馳走の前に正座して

（伊保戸） 中島
任期終え涙にじますオバマ弁

田） 井上千代子

大寒や湯の温もりもひとしおに
（豆

チョコ溶けるように胸にしみ入る
初音
動き出す山川草木寒明くる

（目達原） 向井
就職の挨拶に来る若人の

手） 大澤ヨシノ

寒菊を挿し足し供花の華やぎぬ
（田

明るい笑顔に倖多かれと
（上中杖上） 渡邊登志子

邦枝

動） 大坪カツヨ

椿咲く老々介護我が家にも

し ろう

（石

紫浪師の生誕祭に短歌賞

啓子

看取る人看取られ人も老の春

葉） 香月

寿ぐごとく脊振嶺は雪
（松

湯通しの苦みも旨き蕗の薹

手） 於保

明け空の十六夜の月白白と

（田

言葉なく窓辺に二人日向ぼこ

へ

野） 土井

敏明

雪をかづける天山の上に
（立

野） 香田

春枝

脊振嶺をひとつ飛びして二月来る

（立

落葉敷く光り差し込む竹林

妙子

綾杉を支ふ大地に春立ちぬ

田） 牟田

幾何学模様の影を路みゆく
（横

京子

臘梅を揺すりて鳥の飛び立てり

田） 西尾

寒見舞米寿祝も兼ねてをり
（吉

幸

えびす像えくぼぽつちやりマフラー巻く

田） 伊東

赤顔の僧の説法親鸞忌
（豆

一の堰二の堰日脚伸びにけり
子らはみな村の宝や土竜打
（講師） 小浜史都女

川

柳

思い出す工夫上手な父でした
橋本
香
売れ筋は少しの工夫洒落ごころ
山下麻の葉
デザートの褒め言葉です甘くない
三宅 あや
甘いもの体も心もまるくする
橋本かのこ
初雪や雑煮食べ食べ家族愛
多良しづよ
孫がしたいたずらいつも甘い顔
平
斐子
似たような景色だまされ道迷う
古川多惠子
甘いもの自然と笑顔出てくるね
荒木千代子
甘いもの思い出あまりありません
横手 信江
ぜんざいにちょっぴり塩で甘さ増す
斎藤 幾惠
今日寒い甘酒飲んで酔っ払い
江口マツヨ
甘い物食べて幸せ感じます
福島 英悟
甘い物ちょっとくらいがちょうどいい
牛島 美佐
答え出すこれこれ工夫知恵を出す
佐藤 道子

重子
ミツ子

寺崎

敏枝

多良シヅノ

原

江口

緒方サナエ

お料理の引き立つ秘訣ひと工夫
工夫して古い着物を再利用
幸せは自分で造る老いの道
庭先を行ったり来たり運動す
お迎えに娘の子犬ついて来る

筒井アサノ

材木アサノ

お父さん豆まき孫にぶつけられ
節分で年の数だけ食べられぬ

明久
古賀由紀子

中澤

福成マツエ

豆をまき早く拾えばよつんばい
節分の鬼と一緒に豆食べる
今更を今からに変え習い事

わたくしも桜も開花ピンクいろ
古野千賀子
王様と将軍対峙日本丸
福山 幸子
いないいないばあ孫笑い爺笑う
草津 公代
夕飯は昭和のメニュー和やかに
那須 紀子
梅咲いて春一歩づつ一歩づつ
大塚美代子
唇に傷をつくった恵方巻
向井 初子
お茶会に母の着物と参加する
角田 幸美
戦いの余韻を残す沖縄の海
小池 喜治
性格を出さず良かったゴルフ熱
檜枝 一夫
制服の大根足の健康美
中島 俊子
なにもかも引き受け大根ひっこぬく
城野くみ子
豆まいて隣の月がまんまるい
城野 浩二
軽々と言葉を越えてくる涙
真島久美子
売るためにピアノを買った訳でない
西村 正紘
オバマさんの良さがだんだん分かりかけ
真島 清弘
ワクワクとどきどきリボンほどく春
真島美智子

ジュニア川柳

真島

凉（６年）

妹におこられてもね口ごたえ
尾上 穂郁（４年）
朝開く心はいつも元気よく
荒木 彩愛（４年）
テスト中頭の中がめいろです
中村 佑菜（４年）
キャンプするテントゴージャスなのがいい
真島
芽（４年）
クッションがやわらかすぎて眠っちゃう
荒木 優亜（６年）
友達の心のとびら開けたいよ
松本 萌望（６年）

学校の桜が開く卒業だ
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吉野ヶ里バンブーオーケストラ

自然の竹を活用した、創作楽器による日本初のアマチュア竹楽団。
「地域に根ざした伝統文化をつくろう」と柴
「地域の資源を活かそう」
田旺山さんの指導のもと、平成８年に結成。
「世界 の博覧会」でデ
ビューした。県内外の演奏活動を通じて里山保全と竹環境問題につ
いて発信し続けている。自然の竹で奏でる音色はどこか懐かしく、人々
の心を癒やしてくれる。

VOL.11
町を代表する吉野ヶ里バンブー
オーケストラ。今回は演奏リーダー
を務める北島さんを紹介します。
伴奏の要となる「バスマウイ」と
いう楽器を担当。人生の半分以上
み、
「好きだからこそ続けられた」
と振り返ります。彼女のバンブー
愛について語ってもらいました。

ありささん

1986年８月生まれ

（立野・30歳）

力

活動内容
活動方針
問い合せ

吉野ヶ里バンブーオーケストラ
イベント出演・里山の環境整備・自主イベントの開催
演奏活動を通して里山保全を提唱し続ける。音楽技術の向
上を図り、大家族のような居場所を大切にしながら地域の
音楽文化に貢献する。
☎080-1727-1444
糸yoshinogaribamboo@gmail.com

●PR● 演奏メンバー・楽器制作等スタッフを募集しています！年齢、住所は
問いません。練習の見学も大歓迎です。お気軽にお問い合わせください。

？

一緒に演奏しませんか

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 321番地２

協

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

きた じま

バンブーオーケストラに入団したのは小学校６年生の夏休
み。毎週迎えに来る叔父（現会長）に連れられ、練習に参加し
ていると、いつのまにかメンバーの一員になっていました。楽
器の経験はゼロ。もちろん楽譜も読めません。知り合いもいな
くて、戸惑いました。しかし、次第に友達ができ、会うのが楽
しみで毎回練習に行くようになりました。
初公演は入団から２か月後。緊張してガチガチだったのを覚
えています。練習と公演を繰り返していくうちに、綺麗に演奏
が揃った時やお客さまから頂く拍手が嬉しくて、演奏するのが
楽しくなっていきました。
そして、入団８年目からは自主公演「竹ものがたり」のステー
ジ構成を担当し、テーマに沿った曲選び・曲と曲のつなぎ方、
MCなどを考えています。あれこれ必死に考えたアイデアをメ
ンバーに提案しても、意見をされる度に「もう辞めてやる！」
と思うのですが、お客さまの笑顔を見たり、
「楽しかったよ」
と声をかけてもらうと「次も頑張るぞ」と力になります。
楽器はほとんどが手作りです。山から竹を伐り出し、油を抜
いて乾燥させ、選別、制作と手間がかかります。また季節に合
わせた調律やメンテナンスが必要で大変ですが、その分楽器へ
の思い入れも大きいです。家族のような仲間たちと演奏する楽
しさ、お客さまから拍手をいただいた時の達成感は、いくつに
なっても嬉しいです。
第20回竹ものがたりでは多くのお客さまから「良かったよ」
「感動したよ」の声をいただき、大変だった練習を忘れさせて
くれました。応援し
てくれる皆さまの声
を支えにこれからも
永く活動を続け、吉
野ヶ里町の伝統芸能
として根付いていけ
るように、頑張りま
す！

編集・発行／吉野ヶ里町総務課

をバンブーオーケストラと共に歩

北島

吉野ヶ里町広報紙（毎月 1 回発行）

平成29年３月号

１月15日（日）、吉野ヶ里バンブーオーケストラの結
成20周年記念コンサート「第20回 竹ものがたり
〜響け！さがの未来へ〜」を佐賀市文化会館で開催しま
した。このコンサートを見ようと、約800人がホールを
埋め尽くしました。
今回は１年がかりで作り上げた新楽器をOBやOGを
招いた23人のメンバーと、多数の共演者で「剣の舞」
「八
木節」
「Sing Sing Sing」など全12曲を演奏。いつもに
増して厚みのある音や新たなコラボレーション曲を披露
しました。また、バンブーオーケストラ結成や楽器づく
りを指導された、尺八・横笛奏者の柴田旺山さんも特別
ゲストとして出演。一緒に会場を盛り上げました。フィ
ナーレに出演者全員で「ふるさと」を演奏すると、客席
から歌声が聞こえステージと一体となりました。曲が終
わると観客から大きな拍手が贈られ、記念コンサートは
大盛況に終わりました。
初めて演奏を聴いたという男性は「とてもよかった。
他のジャンルの音楽とのコラボもあり、楽しめた」と興
奮気味に話されました。
今年で結成21年目を迎えるバンブーオーケストラ。
ますますの活躍が期待されます。

広報よしのがり

第20回 竹ものがたり 〜響け！さがの未来へ〜

