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花まつり
５月２日、妙雲寺（伊保戸）で吉野ヶ里幼稚

地域と行政を繋ぐ〜嘱託員紹介〜 2-3
●保健課からのお知らせ● 4-6
●男女共同参画推進員・母子保健推進員紹介● 7
●行政トピックス・ハッピーバースデイ● 8-9
印鑑登録・サガン鳥栖を応援しよう

ほか

●教育委員会だより●10
●TOPICS・まちのわだい●

園（箱川幼稚園から改称）の園児が参加して花
まつりが行われました。花まつりとはお釈迦様
のお誕生をお祝いする日で、園児たちはまずお
参りをし、お釈迦様に甘茶をかけ、その後甘茶
を飲みました。最後は年長児が花御堂を乗せ
た白象を、また年中児がおみこしをひいて、箱
川上分・箱川下分地区をまわりました。

11-13

目達原駐屯地司令あいさつ・エビネ展示会 ほか

●INFORMATION・お知らせ● 14-16
●吉野ヶ里文芸●17
●保健・健康・カレンダー● 18-19
●旬のあれこれ● 20

町花：さくら

町木：さざんか

●保健課からのお知らせ

●保健課からのお知らせ

10月から国保税の年金天引きが始まります
国保に加入している世帯主と世帯員のすべてが65歳〜74歳（前期高齢者）の世帯では、次の要件を満たしている場
合、国保税が世帯主の年金から天引きされます。
①年金が年額18万円以上
②介護保険料と天引き額の合計が、年金額の2分の1を超えない場合
※上記以外の世帯では、普通徴収（納付書払いまたは口座振替）となります。
※国保に加入している世帯主が平成20年度中75歳になる世帯では、普通徴収（納付書払い又は口座振替）となります。
●特別徴収（年金天引き）・普通徴収（納付書払い又は口座振替）となる場合の例
●世帯主（国保）72歳、配偶者（国保）63歳
●世帯主（後期高齢）78歳、配偶者（国保）68歳
●世帯主（社保）72歳、配偶者（国保）68歳
●世帯主（国保）72歳、配偶者（国保）68歳、子（国保）40歳
●世帯主（社保）45歳、父（国保）72歳、母（国保）70歳
●世帯主（社保）45歳、父（後期高齢）78歳、母（国保）70歳

普通徴収

●世帯主（国保）72歳、配偶者（国保）68歳
●世帯主（国保）72歳、配偶者（国保）68歳、子（社保）40歳

特別徴収

４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期 10期
９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
９月 10月天引き 12月天引き ２月天引き

※平成20年度の特別徴収（年金天引き）は10月からで、６月から９月までは普通徴収（納付書払い又は口座振替）
となります。
※平成21年度以降については、後日広報紙に掲載してお知らせします

後期高齢者医療制度に伴う国保税の激変緩和措置
●低所得者への軽減を継続（最大５年間）
国民健康保険税の軽減（均等割・平等割の７割・５割・２割軽減）は、世帯主とその世帯の国保加入者の所得合計
や、国保加入者の人数によって判定されます。医療制度改正後、国保に加入していた人が後期高齢者医療制度に移行
することで、その世帯の国保加入者の人数が減っても、今までと同様に軽減が受けられるよう、後期高齢者医療制度
に移行した人の人数と所得を含めて軽減判定を行うことになります。ただし、後期高齢者医療制度に移行する前後
で、世帯主と世帯員の構成が変わらないことが条件となります。
※これまで、国保税の２割軽減には世帯主からの申請が必要でしたが、平成20年度からは７割・５割軽減同様、申請
の提出は不要となりました。
保険税が軽減される世帯

軽減の内容

19年中の所得が33万円以下の世帯

均等割と平等割が７割軽減

19年中の所得が33万円＋（24.5万円×[世帯主以外の国保
加入者数＋特定同一世帯所属者※]）以下の世帯

均等割と平等割が５割軽減

19年中の所得が33万円＋（35万円×[国保加入者＋特定同
一世帯所属者※])以下の世帯

均等割と平等割が２割軽減

▲
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引き続き「後期高齢者健診」の申込を受け付けています
●対象者 次のすべての要件を満たしている人
㈰昭和９年３月31日以前生まれ（平成20年度末現在、75歳以上）
㈪生活習慣病の治療中でない人
※健診内容は、特定健診とほぼ同じ内容です。健診費用も特定健診と同じく無料です。
●申込期限 平成20年７月31日（木）
※申込者には８月中に健診案内などを郵送します。
※申込書は、三田川庁舎総合窓口、東脊振庁舎保健課に準備しています。

平成20年４月２日以降に国保に加入し、引き続き国保に加入している人は、申込をすると、無料で特定健診を受診す
ることができます。ただし、次の要件をすべて満たしている人に限ります。
●年齢要件
昭和９年４月１日〜昭和44年３月31日生まれ（平成20年度末現在、40歳〜74歳）
●その他の要件 国保加入前に特定健診を受診していない人
●申込期限 平成20年７月31日（木）
※申込者には健診案内などを郵送します。ただし、システムの都合上、国保加入届出月・申込日によっては案内がひ
と月以上遅れることがあります。
※申込書は、三田川庁舎総合窓口、東脊振庁舎保健課に準備しています。

平成20年度国民健康保険税の改正

●問い合せ 保健課国民健康保険係 TEL37-0345
税 務 課
TEL37-0334

後期高齢者支援金分が加わり、3本立てとなります
これまでの医療分（加入者全員）と介護分（加入者のうち40歳〜64歳）に、75歳以上の医療費を支援する「後期高
齢者支援金分」が新たに追加され、75歳未満のすべての加入者が負担することになります。

後期高齢者支援金とは････
後期高齢者の医療費は、後期高齢者が医療機関の窓口で支払う自己負担分以外を、公費（国・県・町）から約５割、後期高
齢者の保険料から１割、残りの約４割を、75歳未満の人の保険税（料）から支払うことになりました。これを「後期高齢者
支援金」といい、国民健康保険加入者だけでなく、社会保険などの加入者も同じように負担することになります。

国保財政の健全化のため、国保税率を改正しました
４月号でもお知らせしたとおり、1人当たりの医療費が県内でもトップクラスである厳しい国保財政の健全化のた
め、国保税率を次のとおり改正しました。
後期高齢者支援金分
介護分（40歳〜64歳）
（0歳〜74歳）
均等割額
平等割額
均等割額
平等割額
均等割額
平等割額
所得割率 （1人当り） （1世帯当り） 所得割率 （1人当り）（1世帯当り） 所得割率 （1人当り） （1世帯当り）
8.9%
26,300円
34,000円
1.33%
6,800円
4,000円
医療分（0歳〜74歳）

三田川 東脊振

※特定同一世帯所属者 後期高齢者医療制度への移行により、国保を脱退した人のうち、同じ世帯に国保加入者がい
る人。ただし、移行する前後で、世帯主と世帯員の構成が変わらないことが条件となります。

６ページに
続く

●問い合せ 保健課国民健康保険係 TEL37-0345

年度途中に国保に加入した人でも特定健診を受けることができます

●平成20年度の納期
１期 ２期 ３期
普徴 ６月 ７月 ８月
特徴 ６月 ７月 ８月

国保の特定健診・後期高齢者健診

19年度
20年度

9.8%

23,800円

32,000円

19年度

7.8%

20,000円

29,000円

20年度

8.8%

20,000円

28,000円

2.1%

5,200円

7,000円

2.0%

5,000円

7,000円

1.8%

6,300円

5,500円

0.8%

6,000円

4,000円

1.6%

6,000円

5,500円

※限度額（年額）は、医療分47万円、後期高齢者支援金分12万円、介護分９万円となります。
YOSHINOGARI 4

男女共同参画推進員の紹介

●保健課からのお知らせ

町母子保健推進員の紹介
町では子どもたちがすく
すく成長していくため、16
名を母子保健推進員に委嘱
しました。
地域と行政のパイプ役と
して、乳幼児健診・相談や
親子の教室等で親子のふれ
あいをとおして、先輩お母
さんとして母親の育児の相
談相手になったり、地域の
中で親子に声をかけるなど
しながら、子どもの健やか
な成長を見守っていただい
ています。
また、今年度から町で
は、「こんにちは赤ちゃん
事業」を始めます。今年度
出生された赤ちゃんを対象
に母子保健推進員が訪問し
ます。事前に連絡をして訪
問しますので、育児につい
て相談等ありましたらお気
軽にご相談ください。
16名の町母子保健推進員
は右の皆さんです。（敬称
略）

平成20年度の国民健康保険税の納税通知書・納付書は、６月中旬に郵送する予定です。
保険料の年金天引き者以外の皆さん

那須 紀子（吉田）

築山 英子（三津）

田中美代子（立野）

緒方由里子（吉田）

後期高齢者医療保険料の納付書を郵送します
●問い合せ 保健課後期高齢者医療係 TEL37-0345
後期高齢者医療の保険料の納付は原則として年金天引きとなりますが、次の加入者には納付書を郵送します。
①年金額が年額18万円未満の人
②介護保険料と後期高齢者医療保険料をあわせた額が年金額の２分の１を超える人
③65歳〜74歳で障害認定を受け、後期高齢者医療に加入している人
④社会保険の被扶養者だった人
●普通徴収（納付書払い）の場合の納期

長谷川純恵（立野）

黒木 淳子（吉田）

馬渕みどり（吉田）

中嶋 明美（大曲）

１期
７月

２期 ３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期
８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月

９期
３月

【参 考】特別徴収（年金天引き）の場合の納期

４月

６月

８月

10月

12月

２月

18年中の所得をもとに仮算定し、仮徴収 19年中の所得で再計算→天引き額の調整

岡本 千恵（吉田）

真木 明子（箱川）

高尾佳代子（大曲）

福吉亜由美（田手）

●問い合せ
保健課健康づくり１、２係
（東脊振健康福祉センター
「きらら館」内）
TEL 51-1618
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●世帯ごとにかかる保険税（平等割）の半額措置（最大５年間）
世帯主もしくは世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことで、国保加入者が1人
５ページの
となった場合、国保税の平等割が半額になります。ただし、移行する前後で、世帯
続き
主と世帯員の構成が変わらないことが条件となります。
※医療分・後期高齢者支援金分の平等割が対象であり、介護分の平等割は半額には
なりません。
●社会保険の被扶養者であった人への保険税の減免（最大２年間）
社会保険の被扶養者であった人については、今まで保険料がかかりませんでしたが、社会保険の被保険者本人が、後
期高齢者医療制度に移行することにより、その人の被扶養者が国保に加入すると、保険税がかかることになります。
このことによる急激な負担を軽くするため、被扶養者であった65歳以上の人について、申請により次の減免が受けら
れます。
①被扶養者であった人（65歳以上）の所得割を免除
②被扶養者であった人（65歳以上）の均等割を半額（７割・５割軽減該当世帯員を除く）
③被扶養者であった人（65歳以上）のみの世帯の場合、平等割を半額（７割・５割軽減該当世帯員を除く）
※保険税の減免申請書の用紙は、三田川庁舎税務課、東脊振庁舎保健課に準備しています。

▲

県では、市町ごとに男女共同参画推進員を設置しています。推進員の
主な仕事は㈰性別による差別的扱いや人権侵害に関する相談や助言、関
係機関への連絡㈪男女共同参画に関する啓発活動などで、吉野ヶ里町か
らは２名が任命されました。秘密は守られますので、男女共同参画に関
する相談や意見などがありましたら申し出てください。
写真左：岡惠美子さん（上中杖上分）。旧三田川町から引き続き４期
目。
写真右：中島登美子さん（在川）。旧東脊振村から引き続き４期目。

福祉課からのお知らせ（児童手当現況届の提出について）
現在、児童手当を受けている人は、児童の養育状況などを確認するため、毎年6月中に『現況届』を提出しなけ
ればなりません。
現況届の用紙は、6月上旬に該当者に送付予定ですので、必要事項を記入のうえ、三田川・東脊振庁舎総合窓口
係または、福祉課（東脊振庁舎）まで提出してください。
●提出期限 6月30日（月）
●問い合せ 福祉課児童支援係（東脊振庁舎）TEL 37-0343

下津浦恵美子（吉田） 井上 悦子（吉田）

松田 貢（大曲）

生島めぐみ（立野）
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みんなで

印鑑登録できる印鑑について
町では実印によるトラブルを防止するため、印鑑登録できる印鑑を制限していますのでご注意ください。
〈印鑑登録できる印鑑〉
●書体が篆書体（篆書体を基にした印相体を含む）のもの
印影の大きさが、１辺の長さが８以上25以下のもの
●書体が篆書体（篆書体を基にした印相体を含む）以外のもの
印影の大きさが、１辺の長さが12以上25以下のもの
●氏名で登録のもの
〈篆書体 例：吉野〉
印影の大きさが、１辺の長さが８以上25以下のもの
＊篆書体とは、はんこの書体として多く使われているもので象形文字が基本となっていて、左右対称で均一
な線幅が特徴で実印に多く使われている書体です。
〈印鑑登録できない印鑑〉
●指輪等に印字したもの
●さかさ彫りのもの（押印時に文字が白くなるもの）
●模様のあるもの
●ゴム印その他変形しやすいもの
●印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
●同一世帯内に他の者が登録を受けているもの
●印鑑の外枠がないもの、外枠及び文字の線が欠けているもの
●前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの

印鑑登録証、交換します！

▲吉野ヶ里町印鑑登録証

（旧町村の印鑑登録証でも従来どおり使用できます）

官公署の発行した免許証、許可書もしくは身分証明書、又は外国人登録証明書等で本人写真付きのものを
提示していただき本人確認のうえ、旧町村の印鑑登録証と吉野ヶ里町の印鑑登録証を無料で交換します。
交換には印鑑登録証の受領印が必要ですので、印鑑（認印可）も持参してください。
●問い合せ 住民課三田川庁舎総合窓口係（三田川庁舎） TEL37-0336
同東脊振庁舎総合窓口係（東脊振庁舎） TEL37-0351

硫化水素ガスによる救急事案が多発しています!!
全国的に硫化水素ガスによる救急事案が相次いで発生しています。
4月23日に高知県で発生した救急事案では、付近の人が硫化水素ガスを吸ったことにより多数の住民が救
急病院に搬送されるという事態も発生しています。
このガスを吸い込むと、鼻やのどに激しい痛みを起こし、高濃度の場合は死亡する危険性があります。

二次的な被害を防ぐために、次の点にご注意ください。
【現場の特徴】
●硫化水素ガス特有の卵が腐ったような臭いがします。
●人が倒れている場所（車両や部屋等）の近くには、
●「目張り」や「有毒ガス発生中」などの貼紙がされていることがあります。
●複数の洗剤等のボトルやバケツ等があります。
【防止策】
●その場から、風上の「におい」のしない所までただちに避難してください。
＊臭気のある車両や部屋等の扉を絶対に開けないでください。
●安全な場所に移動後、ただちに119番通報し、消防隊等が到着するのを待ってください。
●近づこうとする人がいたら、引き留めて、同様に避難させてください。
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サガン鳥栖
を応援しよう！

佐賀県をはじめ県内全市町、企業、団体で組織する佐賀
県プロサッカー振興協議会では、Ｊ２サガン鳥栖を運営す
るサガンドリームスにご協力いただき、次の人を対象に招
待券を配布します。
今年度は、「サッカーを見たことない」「スタジアムに
行ったことがない」という人など、１人でも多くの人にサ
ガン鳥栖を応援していただけるよう自治会や婦人会など
の団体を対象に招待事業を行います。
観戦を希望する人は、次の方法でお申し込みください。
●対象者
①町内在住の小・中学生
②町内の老人クラブ、婦人会、自治会など地域の団体
③平成20年４月１日以降に吉野ヶ里町に転入した人
●対象試合 ６月以降のJ2リーグ戦の全ホームゲーム。
（入れ替え戦のホームゲームは対象としません。）
１人につき２試合まで。ただし、試合ごとの予定枚数を
超える場合は招待できない場合があります。
●配布方法
②は各団体で取りまとめの上、観戦者名簿、観戦日を役
場企画課へ１週間前までに提出してください。後日、招待
券引換券を企画課よりお渡ししますので、観戦当日スタジ
アムの招待券引換所で招待券と引き換えてご入場くださ
い。①③は企画課へ申し込んでください。
●観戦場所
バックスタンド３階レギュラー席、ホームサポーター席
（２，３階）、アウェイサポーター席３階です。
●問い合せ 企画課企画係（三田川庁舎）TEL37-0332

ハッピーバースデイ̶ 吉野ヶ里町の宝 ̶

Happy Birthday
たなかみさき

田中美咲ちゃん（左）
平成18年６月７日生まれ
【立野】

【家族からのメッセー
ジ】姉として妹として頑
張れ！祖父母孝行してね

ひろせ ゆめ

瀬優芽ちゃん（右）

平成15年６月21日生まれ
【下石動】

【家族からのメッセー
ジ】姉妹仲良く、いつま
でも笑顔でいてね。

たなかりん

田中れ んちゃん（左）
くん（右）

平成19年６月16日生まれ
【萩原】
【家族からのメッセー
ジ】２人の笑顔は家族の
宝物だよ♡これからも仲
良く、元気いっぱいに大
きくなっていってね。

やまだゆづき

山田結月ちゃん

平成16年６月11日生まれ
【下豆田】
【家族からのメッセー
ジ】幼稚園でたくさんお
友達をつくってね。

あらきたいが

荒木大河くん
★試合日程
（日にち･試合開始時刻･対戦相手）
●20節・６月15日(日)・13時
対湘南ベルマーレ
●22節・６月25日(水)・19時
対愛媛FC
●25節・７月９日(水)・19時
対ベガルタ仙台
●26節・７月12日(土)・19時
対横浜FC
●28節・７月26日(土)・19時
対ヴァンフォーレ甲府
＊会場はベストアメニティスタジアムです。
＊８月以降については企画課にお問い合せ
ください。

平成17年６月15日生まれ
【上豆田】
【家族からのメッセー
ジ】兄弟仲よく育って
ネ！

【７月号募集】
●対象者 ７月に誕生日を迎える満１歳から６歳までの
お子さん
●申し込み方法 お子さんの写真を役場総務課(三田川庁
舎２階)に持参してください。なお申込み時に保護者から
のコメントなどを用紙に記入していただきます。
※写真は掲載後お返しします。
●申込み締切日 ６月９日(月)
●問い合せ
総務課秘書･広報係 TEL 37-0330
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新補給処長兼駐屯地司令の
着任のあいさつ

未来・輝き通信

第32代九州補給処長として３月31日に着任しま

初夏の太陽の光が、眩しい季節になりました。平成20年度も２か月が過ぎ、平静の中にも着実な歩みが求め
られる時期を迎えています。
町内小中学校４校も、それぞれの教育課題解決と夢の実現のために日々努力をされているところです。さて、
今年度の各学校の主な取組のキャッチフレーズを紹介しましょう。

した中村将補です。佐賀での勤務は初めてですが、
出身が鹿島市と言うこともあり、ここ尚武の地、
佐賀に里帰り出来た事を嬉しく思っています。着
任早々に行われました観桜会では晴天に恵まれま
して、約3,000人もの地域の方々に駐屯地を訪れて
いただき、地域と共に歩んできた駐屯地の歴史を
実感いたしました。

【三田川小学校】⇒自分や友達への豊かな優しい心を育てる取り組み
【東脊振小学校】⇒コミュニケーション能力の育成・基本的な生活習慣の定着を基礎に据え、義務教育
９年間を見通した学力向上への挑戦
【三田川中学校】⇒コミュニケーションと生活習慣を基礎とする学力向上への取組
【東脊振中学校】⇒心の教育を基礎に据えた学力向上への挑戦

３月31日、九州補給処長兼目達原駐
屯地司令に着任した中村憲一陸将補。

目達原駐屯地は、九州・沖縄の防衛・警備を担
任する西部方面隊の兵站基地、航空部隊基地として、又、佐賀県の東部地区の災害派遣担任部隊として、重要な任
務を果たしておりますが、これも地域の皆様のご理解とご協力の賜であります。
目達原駐屯地司令として、隊員に対して「地域との共生」を要望事項の一つとしましたが、これは我々に与えら
れた国防や災害派遣等の任務遂行のためには、地域の皆様の温かいご支援とご協力が不可欠であり、反面、地域の
私自身出身地での勤務を機に「国防の使命をはたしつつ、災害派遣などで迅速に行動し、地域行事に対する支援
や地元の子供の体育振興などを積極的に行い故郷のために力を尽くす」所存でありますので、よろしくお願い申し

t o w

皆様に真に役立つ自衛隊とはいかにあるべきかを常に意識する隊員・駐屯地をめざすためであります。

上げます。

n

●プロフィール

-

昭和27年生まれ。防衛大学校卒。陸幕（防衛）編成班長、愛媛地方連絡部長、陸幕（防衛）防衛調整官、西方総監

t

部人事部長、研究本部研究開発企画官、通信団長、通信学校長を歴任後、現在に至る。

o
p
i
c

４月26日、目達原駐屯地の隊員20人が吉野ヶ里
歴史公園周辺の清掃を行いました。
ゴールデンウィーク期間中、同公園へ訪れる人に
気持ちよく観光してもらうために清掃し、約１時間
かけて同公園の周囲3.2km程をまわり、タバコの吸
殻や空き缶などを回収しました。
清掃に参加した隊員は「曹友会」に所属しており、
昼休みに目達原駐屯地周辺の清掃も行っています。
清掃をする目達原駐屯地隊員

４校のキャッチフレーズを見てみると、それぞれに課題はあるものの、共通している部分が見えてくるよう
です。その一つは「人と人を結ぶコミュニケーションの大切さと一人ひとりの心の育ち」。もう一つは、「基
本的な生活習慣を土台にした学力の向上」の二つです。逆に言えば、この二つの課題は、多くの学校が抱える
問題といっても過言ではないようです。
両校区、義務教育９年間を見据えた小中連携の中で、家庭・地域と共に未来を担う子ども達を育てる気運を
高めていければと思っています。町民の皆様のご協力ご支援、よろしくお願いします。

小中連携の成果実る!
前回号に引き続き、嬉しいお知らせです。三田川中学校の「読書活動」の取り組みが認められ、文部科学大
臣賞を受賞されました。佐賀県よりわずか３校の受賞です。その一端を紹介しますと、年間読書数は、17,000
冊。毎朝欠かさず「読書タイム」が実施されています。また、中学校図書司書
平野先生の指導のもと多読者コンクール、一人一冊運動、廃本プレゼントなど、
生徒会を中心にした自主的な活動も、選考の際、高く評価されたようです。ま
た、今回の受賞は、小学校からの「読書教育」の積み重ねがもたらしたもので
あると感じています。そこで、今回受賞の立役者、図書部の江頭君と大隈さん、
長年にわたり「小学校図書館教育」に携わり小学校時代から子ども達に「読書
の楽しさ」を教えて頂いた、図書司書の久地井先生にインタビューをしました。
●三田川中学校生徒会 図書部長 江頭君・大隈さん
今回三田川中学校が「文部科学大臣賞」という大変な賞をいただき、嬉しく思います。私達は、楽しい図書
室作りを目指して頑張ってきました。今後も、全校生徒が利用しやすい図書室を作っていきたいと思います。
●三田川小学校 図書司書 久地井先生
今回の受賞は、何よりも嬉しいニュースでした。子ども達と図書館をつなぐかけはしの仕事をさせていただ
いていることを嬉しく思います。「読むことは、より良く生きること」多くの人が読書のすばらしさを知り、
日々の生活の中で当たり前の習慣になることを願っています。

吉野ヶ里町に残したい警句 募集

高齢者の気持ちになって

卑弥呼まで 笑顔になるよ あいさつで

よりよい吉野ヶ里町をめざし、「吉野ヶ里町に残したい警句」を募集します。内容は、健全育成（教育に関
するもの：例「地域の子 みんなで目をかけ 声をかけ」）・防犯に関するものなど、何でも結構です。町民の皆
様一人一人の、「こんな町に・・・」という熱い思いを応募していただくことにより、町民運動として広げて
いくことができればという企画です。その思いは、引いてはきっと未来を担う子ども達の教育に還元されてい
くと期待しています。
応募方法は、ＦＡＸまたは電話、直接教育委員会にお出でいただいても結構です。締め切りは６月末日。応
募の際は、お名前、住所、電話番号をお忘れなく。応募していただいた作品の中から、優秀作品を選定し、町
内に掲示していく予定です。どしどしご応募ください。

高齢者への理解を深めようと、４月22日、江頭町長と町課長級職員20人が参
加して高齢者疑似体験が行われました。この取り組みは町と社会福祉協議会が
初めて行ったもので、高齢者の体の状態を擬似的に体験する様々な器具をつけ
て三田川庁舎内をまわりました。実際に窓口で申請書を書いたり、階段の上り
下りをしたりして高齢者の身になって体験をしました。
体験後、参加した職員からは「窓口の申請書の様式が見えずらかった、記入
欄が広ければ」「階段付近が暗い。節電対策でもあろうが、センサーをつける
など工夫がほしい」など意見が出されました。体験者は日常生活のいろんな課
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吉野ヶ里歴史公園周辺を清掃

題を知りました。

第５号 〈教育委員会だより〉

高齢者疑似体験の様子

●問い合せ及び応募先 教育委員会内「吉野ヶ里町に残したい警句大募集」事務局 實松
TEL 37-0339
FAX 52-2521
10

吉野ヶ里川柳大会

休耕田が菜の花でいっぱいに！
１月号で｢休耕田を菜の花でいっぱいに！｣をわだいいろいろで
紹介しました松隈地区の休耕田に、４月の初旬から中旬にかけて
菜の花が咲きました。昨年12月に町内の幼稚園･保育園児らがま
いた種は冬を越し園児の背丈よりも成長し黄色でいっぱいになり
ました。４月15日、この場所に種をまいた吉野ヶ里幼稚園(箱川
幼稚園から改称)の年長児(種を蒔いたときは年中児)38人が再び訪
れ、園児らは花を摘んだり、菜の花の中でかくれんぼをしたり、
匂いをかいだりして花見を楽しみました。

員と町内の幼稚園･保育園児たちが協力し、作物が栽培されてい

i
c
s

はじめに神埼警察署員交通係長の吉村さんの講話を聞いた後、

日から21日までの３日間開催されました。今回から、三田川地区からも
来てもらいたいと会場を東脊振公民館から吉野ヶ里公園駅コミュニティホ
ールに移して行われました。

交通指導員や先生、PTA役員などの指導のもと、学年ごとに校

この展示会は毎年開かれており、会員が丹精込めて育てたエビネ100点

庭で横断歩道の渡り方や自転車の乗り方を学びました。

ほどが展示されました。なかには４年前、きらら館に皇太子殿下が行啓さ

また、４月30日に東脊振小で１年生の児童を対象に、東脊振

れたときに展示されたエビネもあり、３日間とも朝早くから愛好者が訪れ、
左＝道路を渡るときは、右手を大きく上げて(三小)
右＝防犯ブザーの使い方を学ぶ児童(東小)

駐在所の江頭さんから防犯ブザーの使い方と犯罪被害に遭わな
いための防犯指導など受けました。

狩りを楽しみました。園児達は摘みかたの説明を聞
いた後、ビニールハウスの中に入りそれぞれ赤くな
ったいちごを摘んでいました。「あま〜い！」「お
いしい！」と言って摘んだいちごをその場でおなか
いっぱいになるまで食べ、その後、ビニールハウス
のとなりにあるレンゲ畑で首輪を作ったりして遊ん
でいました。
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色とりどりのエビネに見入っていました。また植え替え講習会や即売も行
われ、こちらも人気を集めていました。
古川さんは「東脊振で始まったこの会を吉野ヶ里町全体に広めたい、三

４月27日、日の隈カンツリークラブにおいて第５回

田川地区からももっと入会してもらいたい」と話されていました。

吉野ヶ里町民ゴルフ大会が開催されました。大会には

当会では、現在会員を募集しているとのことです。古川さん

135名が参加し、結果は次のとおりです。なお、この
大会で集まった募金は三田川小学校へ贈られることに

(TEL52-5288)にお問い合わせください。

丹精こめて育てられたエビネが展示されました

なり、吉野ヶ里町ゴルフ協会を代表して井上教育長か
ら三田川小学校西校長に贈呈されました。西校長は
「児童たちのために本を購入したい」と感謝の言葉を
述べられました。
【個人の部】優 勝
準優勝
第３位
【団体の部】優 勝
準優勝
第３位

高島正隆
中島正光
山口義博
大曲A
BS佐賀工場A
G フレンド

お茶を通して韓国と交流

子どもからお年寄りまで
楽しんで

三田川中学校と東脊振中学校の生徒が町の日韓交流親善派遣事

シルバーケア吉野ヶ里（鳥ノ隈）を地元の人にもっと
知ってもらうことを目的に、｢第１回楽しんでしゅ〜会｣
が４月13日、シルバーケア吉野ヶ里で開催されました。
ステンシルアートを使った絵はがき作りやお菓子作り、
ぬり絵コンテストなどの催しがあり、中でも施設独得の
イベントでマッサージ(ほぐし療法)体験は順番待ちが出
るほどでした。また３B体操もあり、大人から子どもま
で一緒に楽しんでいました。

井上教育長(左)からチャリティ募金を受取る西校長

ステンシルアートを使い絵はがき作り

いちご狩りを楽しむ園児

第５回吉野ヶ里町民ゴルフ大会結果

あま〜い！

児と年中児の41人が松本農園（上三津西）でいちご

p

入選句を読み上げる選者

吉野ヶ里エビネ愛好会（古川清治会長）の第20回エビネ展示会が４月19

色とりどりの
エビネ蘭がずらり

交通教室が5月１日に三田川小で行われました。教室では、

４月21日、春の陽気の中、吉野ヶ里保育園の年長

o

交通ルールを学ぶ（三小）
不審者から身を守る（東小１年）

の入選句が各選者より読み上げられました。
●入選作品
「のんびり」選者 真島清弘（吉野ヶ里町）
天賞 ふるさとの訛に心溶かされる 小崎国雄
「土」選者 平田耕一（東京都）
天賞 裏切らぬ土も私が好きらしい 藤原妙子
「階段」選者 古谷龍太郎（北九州市）
天賞 階段が冷めたスープを届けさせ 瀬戸波紋
「遊ぶ」選者 園田恵美子（大牟田市）
天賞 蟻もわたしも遊びを知らず老いてゆく 御崎とも
「雑詠」選者 田頭良子（大阪府）
天賞 燃えるもの秘めているから品がある 大城俊文

t

植えて活力を与えようと取り組んだ活動です。

柳会の会員が手作りした旬の昼食を食べた後、開会式があり、その後、上位３句を含む50句

-

菜の花をもってハイチーズ！

５人の選者が用意したお題に各２句ずつ投句しました。正午からは、参加者全員でわかば川

n

ない荒れた農地に、秋にはコスモス、春には菜の花と景観作物を

からきらら館に移して行われました。遠くは東京や群馬、大阪から138名の愛好者が参加し、

o w

心となり計画したもので、松隈地区の子供クラブや老人クラブ会

ました。今回から大会名称を修学院川柳大会改め吉野ヶ里川柳大会とし、場所も坂本修学院

t

この企画は地域おこしグループさざんか塾(多良正裕代表)が中

「第30回吉野ヶ里川柳大会」が４月20日、わかば川柳会（真島清弘代表）の主催で開催され

業として派遣されることになり、４月24日、三田川庁舎で結団式
が行われました。
この事業は旧東脊振村が日本のお茶発祥地である史実を生かし、
韓国のお茶の発祥地である河東郡(はどんぐん)との相互交流の基盤
を作ることを目的に、平成16年から実施されており、今年は５月
23日から２泊３日で派遣されました。
結団式には両中学校の
20人が出席。江頭町長が
「お茶を通して、韓国の文
化や歴史を学び国際感覚を
養ってほしい」とあいさつ。
団員を代表して三田川中の
當田賢人君(目達原)と東脊
振中の生武由佳理さん(下
三津東)が「吉野ヶ里町の
代表として頑張ってきま
す」と決意を述べました。

決意を語る東脊振中の生武さん(左)、
三田川中の當田君(右)
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年金

国民年金保険料免除制度
保険料を納めるのが困難な人には免

②３／４免除･･･満額の5/6の年金額

●日時

③半額免除･････満額の2/3の年金額

６月５日（木）13時30分〜16時

④１／４免除･･･満額の1/2の年金額

７月４日（金）13時30分〜16時

⑤若年者猶予･･･年金額 ０

※「ふれあい館」では、６月と奇数月

●免除期間 ７月から翌年６月までで

に開催します。

募集

自衛官募集

●応募方法 応募用紙（東脊振庁舎福

講師 池上美智子先生（佐賀女子短期

祉課に準備しています）に必要事項を

大学助教授）

記入し、佐賀県母子福祉センターに提

●在宅での高齢者に向けた食べやすい

出してください。

食事について介護負担軽減になる内容

●応募締切 ６月27日(金)必着

等実施します。

す。原則として毎年度申請が必要です

●問い合せ

●募集種目 ２等陸海空士

●その他 応募者多数の場合、受講の

＊参加費は無料です。参加希望の人は

が、全額免除と猶予については申請時

総務課(三田川庁舎) TEL 37-0330

●受験資格 18歳以上27歳未満の男子

必要性が高い人を優先します。なお、必

お申し込みください。

●受付期間 ６月24日（火）まで

要に応じて面接を行うことがあります。

●問い合せ･申込先 シルバーケア吉野

●試験日 ６月28日（土）

●問い合せ

ヶ里（担当:古賀） TEL 55-6221

●試験会場 目達原駐屯地

財団法人佐賀県母子寡婦福祉連合会事

に「継続申請」を希望されると翌年度
からは申請が不要になります。

無料もの忘れ相談室

●追納のお勧め 免除期間分の国民年

もの忘れについて不安なことはあり

除制度があります。この制度は、法定

金保険料は10年以内であれば納めるこ

ませんか？

＊試験日等変更になることがあります。

務局 佐賀県母子福祉センター内（佐

免除制度を除き、毎年申請することが

とができます。（追納制度）ただし、免

「年のせいだろう」「もの忘れぐらい

受験についての詳細は問い合せのうえ

賀市鬼丸町）

必要です。

除された年度の２年を経過した場合は、

で病院へ行くのも･･･」とあきらめてし

ご確認ください。

TEL 24-0064 Fax24-0293

●法定免除

国民年金保険料に加算金が付きます。

まいがちですが、思わぬ病気が隠れて

●問い合せ 自衛隊佐賀地方協力本部

福祉課福祉係（東脊振庁舎）

いることがあります。ぜひ、この機会

鳥栖地域事務所 TEL 0942-83-4077

TEL 37-0343

●障害基礎年金受給者の人や公的年金

追納すれば、当時納めていたのと同

制度から障害年金を受けている人

じ扱いになり、老後の年金を満額に近

にお気軽にご相談ください。

●生活保護法による生活扶助を受けて

づけることができます。また、猶予制

＊予約制ですので事前に申し込みくだ

いる人

度の場合は10年間納付猶予ですが、追

さい。

●申請免除

納しないと免除と違い、未納のままと

●本人、世帯主、配偶者の前年分所得

なり老後の年金額にも反映しません。

が一定以下の場合に、申請手続きをす

＊｢ねんきん特別便｣が届いた人で分か

ることにより、年金保険料の納付が全
額免除または半額免除などの一部納付
になります。前年分の所得を申告され
ていないと免除の審査ができませんの
で必ず申告をお願いします。
失業等により年金保険料納付が困難
な場合は、「離職証明書」をご持参く

太陽光発電に助成します

町商工会青年部（東内健司部長）は

●対象 ４月１日から平成21年３月31

近年多発している児童への悪質かつ凶

●対象 町内にお住まいの、もの忘れ

財団法人佐賀県母子寡婦福祉連合会

日までに住宅用太陽光発電を設置され

悪な犯罪防止並びに安全な地域づくり

や認知症について不安がある人および

では、県の委託を受けて、母子家庭の

たご家庭

に貢献することを目的に「こども見守

その家族など（すでに専門医を受診さ

母及び寡婦の生活安定と経済的自立を

●内容 太陽電池の容量に応じて、１

り隊」を結成し活動をはじめました。

らないことがありましたら住民課年金

れている人、もの忘れや認知症で治療

図るため、就業支援の一環として講習

kWあたり１万５千円を乗じて得た額を

この事業は、県内商工会青年部の事

係又は、佐賀社会保険事務所にご相談

中の人を除く）

会を開催します。

助成します。助成額の上限は６万円で

業として一斉に実施しています。内容

ください。

●相談を受ける先生

＊全課程修了された人には、訪問介護員

す。（1,000円未満切り捨て）

は各青年部で異なりますが、子どもの

●問い合せ

肥前精神医療センター医師

養成２級課程の修了証書を交付します。

●申込締切日

安全・地域の安全を確保する上では県

住民課年金係(三田川庁舎)

杠岳文 先生、森崇洋 先生

●対象者 母子家庭の母又は寡婦で、 （火）

TEL 37-0333

●実施予定日

佐賀社会保険事務所 TEL 31-4191

講習会終了後、就労を希望する人（対
象になる寡婦とは、かつて母子家庭の

７月 30日(水)

母であった人で、子どもが成人したの

●免除の種類と納付額（平成20年度国

８月 27日(水)

ち、なお配偶者のない状態にある人）

民年金保険料は、14,410円です。）

９月 24日(水)

●募集人員 20名

ださい。

相談

①全額免除･････納付無し
③半額免除････7,210円納付

行政･人権相談

平成21年３月31日

内で統一したものです。「こども見守

●問い合せ 佐賀県地球温暖化対策課
TEL 25-7474

不審者から声をかけられたり、事件
や事故に巻き込まれそうになったら、

催し

近くのステッカーを貼った車や事業所

10月 29日(水)

●講習期間 ７月22日（火）から８月28

11月 26日(水)

日（木）の間の130時間（土日は除く）

第2回たのしんでしゅ〜会

12月 24日(水)

●場所 佐賀県母子福祉センター

シルバーケア吉野ヶ里(鳥ノ隈)で

【農村環境改善センター】

（佐賀市鬼丸町）、他（実習施設等）

「第２回たのしんでしゅ〜会」を開催し

⑤若年者猶予･･･納付無し（対象は30歳

●日時

●場所 東脊振健康福祉センター「き

●受講料 無料

ます。

未満の人で、10年間納付猶予）

６月５日（木）９時30分〜12時

らら館」相談室

●教材費 実費（6,900円程度）

●日時 ６月29日(日)

時間はいずれも15時から17時

●免除を受けて追納しなかった場合の

※「農村環境改善センター」では、偶

●問い合せ・予約先

●交通費 前年分の所得税額が一定額

●会場 シルバーケア吉野ヶ里

数月に開催します。

福祉課地域包括支援センター(東脊振庁

未満で一定の要件に該当する人に対し

●内容

①全額免除･････満額の1/3の年金額

【ふれあい館】

舎)担当:江川 TEL 37-0344

て、交通費を支給する場合があります。

●講演「家庭での介護」

●開催日時

毎月１回土曜日（の予定）

●開催場所

東脊振公民館

●講師
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10時〜12時

1,000円（別途材料費1,000円程度）

●申し込み、問い合わせ
afternoon cafe 事務局 TEL 090-9400-8020

（財）日本余暇振興会ビーズスキル認定会員講師 ★はじめての方もお気軽にご参加くださいね。
見学や１度だけのご参加も大歓迎です。

31年の実績と信用

掛軸専門店
表装承ります。
●佐賀県学校生協指定●佐賀県職員互助会指定●佐賀市職員労組指定
■県内一円巡回販売中■お気軽にお電話下さい

（0952）29−0085

携帯090−3607−4059
吉野ヶ里町大曲2382-24
佐賀市新栄西1-2-41（タワラビル1F）

また、子どもたちにも教えてあげて
ください。

▲見守り隊ステッカー
有(料広告︶

素敵な音楽に包まれながら、月１回、一緒に楽しくビーズアクセサリーをつくりませんか？

有(料広告︶

有(料広告︶

ビーズステッチ講座受講生募集

春・夏・秋・冬−四季折々、多数揃えております

に大声で助けを求めてください。

10時〜12時

老齢基礎年金額

ワクワクらくらくつくっちゃお！

り隊」の目印は、青年部員の車両及び
事業所にステッカーを掲示しています。

④１／４免除･･･10,810円納付

●受講料

商工会青年部見守り隊
パトロール

母子家庭等対象訪問介護員
養成2級課程講座受講生

６月 25日(水)

②３／４免除･･･3,600円納付

その他

パソコンを活かすお手伝い

販売（新品・中古）

プログラム
必要な部分だけ習う

修 理

各種ご相 談
事務作業の合理化

パソコン支援センター
JA三田川支所前

TEL・FAX55-9292
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その他

ほろよ

信仰に徹せよとてたらちねの
母の教えしお経をあぐる
坂本
三好 徳子

かぐわ

芳しい花の香りに微酔いて
つつ
弁当突く藤棚の下
松葉
香月 啓子

ためらいなく鼻すり寄せて来るいぬと
にらめっこする笑わぬ犬と
目達原
中島 南角

雨上がり新緑すがし遍路道
昔をしのぶ篠栗詣で
上中杖上
渡邊登志子

八十路越し病知らずの我急の
神経痛のいたみはつらし
上中杖上
生島 愛子

短歌会行きも帰りも回り道
駅裏に咲く菜の花見むと
立野
土井 敏明

春彼岸仏の光あたたかき
桜散る日にガンの宣告
吉田
徳安テル子

成すことも忘れ忘れの日日にして
一人忙し失せ物さがし
吉田
中島
子

休日に孫をつれての吉野ヶ里
うれしさあふれ遊ぶ子供ら
吉田
伊東 米子

きし

ここちよく軋ませながら泳ぐ鯉
と
夢託されて大空に翔ぶ
伊保戸
中島 君子

駅に向ふ竹林の方うぐひすの
声きは高し足どりはずむ
横田
宮地カヨ子

こ

遠住みの娘来るあてもなき国道を
色カラフルの車往き交ふ
下三津東
松本メグミ

光化学オキシダントに
ご注意ください
自動車からの排気ガスや工場の煙

取下げ

０件

件から見て大気汚染の状態が継続す

●問い合せ

ると認められたときは、「光化学オ

（三田川庁舎） TEL 37-0330

総務課秘書・広報係

キシダント注意報」が発令されます
のでご注意ください。
●問い合せ･申込先 環境課環境衛生

寄附御礼

係（三田川庁舎） TEL 37-0335

高柳太郎様（目達原）から、百科

突から出る煙の中には、窒素酸化物

辞典や推理小説など多数の書籍が公

や炭化水素などの大気汚染物質が含

民館に寄贈されました。

平成19年度町情報公開状況

まれています。これらの物質が太陽
の紫外線を受けるとオゾンを主体と

吉野ヶ里町情報公開条例第15条の

する酸化力の強い物質が生成されま

規定に基づき平成19年度の状況を公

す。これを「光化学オキシダント」

表します。

といいます。

●情報公開請求状況

また、光化学オキシダント濃度が
山見れば脊振の歌会想ひ出し
良き友を得て老いて感謝す
新宮田
中山 妙子

朝餉する窓に揺れゐる楠若葉
雨に洗はれ輝きまぶし
目達原
中村 悦子

支え合う老いの一日のはじまりに
朝あさはげむラジオ体操
箱川
真木千津子

おいらん そとはちもんじ

渉

井上 春枝

花魁の外八文字風薫る
講師
江?
はながら
公園にポピー花殻摘む奉仕

永田ヶ里
ふる里や人住み変る山桜

上石動
大坪カツヨ
青空に吸い込まれそうひめあやめ

上石動
西牟田紀美子
忌に逢ふてえにしの寺の余花残花

吉野ヶ里
香田きみえ
麦秋や作務衣の父の笑顔恋ふ

苔野
真島 シツ
菜ごよみを納屋に物種蒔きにけり

花田貴光絵

田手
大澤ヨシノ
えんうす ひ
縁薄き一と代も夢や母子草

田手
少年の盗塁セーフ夏来る

苔野
金子きぬ子
メコン川たそがれ染むる暑き夕

幸

生島 愛子

伊東

鳥ノ隈
田中千津子
脊振嶺の今一番の五月晴れ

上中杖上
ばんだ
式場は隅田河畔や花万朶

上豆田

●平成19年度

２件

高くなり、空が白く、もやがかかっ

●情報公開決定等の状況

たような状態を光化学スモッグとい

公

開

１件

います。

部分公開

１件

非公開

０件

発令基準測定局における１時間値

消費生活情報

過払い金が戻ってくる!?

相談事例） ５年以上前、消費者金融業者に50万円を年利25％で借りて、
今まで返済してきた。途中払えなくて利息だけ支払ったことが何回かあった
が、かなり支払ったはずだ。しかし現在の債務残高は20万円である。そん
なはずはない。どうすればいいのか。（30歳代・男性）
利息制限法の上限金利は元本が10万円未満だと20％、10万円以上100万
円未満だと18％、100万円以上だと15％です。事例の金利25％は利息制限
法の上限金利を超過していますが、罰則の対象となる出資法による上限金利
（29.2％）をこえない利率で、グレーゾーンとよばれます。業者がグレー
ゾーン金利で請求してよいのは「任意に支払った」場合だけでしたが、平成
18年に最高裁判所の判決がでて、事実上この規定は認められないことにな
りました。元金50万円は利息制限法の上限では18％になりますので、今ま
で支払った利息を18％に計算しなおし、元金に繰り入れた後、残金を支払
えばよいことになります。支払った記録（領収証など）がない場合は、業者
に出してもらいます。

一目ぼれ私好みの笑いじわ

体重を減らせば膝は喜ぶよ
山下麻の葉

香

詫摩 綾子

橋本
ビー玉に一人ぼっちの夢重ね

新緑は十七歳に似て盛り

井上千代子
あの世では禁酒禁煙するつもり

園田 示右
落ちこんでギヤー入れ替え再トライ

江口カズヨ
母の日に届くピンクのソンブレロ

兵働巳登子

中島三千子
目覚しに小鳥の声がここちよい

世界中火種を運ぶ聖火隊

大塚美代子
この四月先が見えない迷い道

中村 恵子
合格の知らせを聞いて準備する

荒木 靖子

江頭 要子

上瀧 初代

城野 憲子
クラス替え鼓動をおさえ表をみる

合格で試験勉強せんでよし

職につき孫の肩巾広く見え

春が来て衣一枚かろくなり

原 ミツエ
お彼岸へ心づくしの花とおだんご

寺崎アサノ

今日もまた草に負けじと畑のすみ

香月 キシ
葉桜がいつのまにやら花すおう

吉田 昌子
新人が来ても学べることばかり

佐藤 大輔
目覚ましも母の声にはかなうまい

米倉 静子
﹁わかった﹂と妻に素直に言えません

岡村 ハル

武富 直人
カンパイの音どで酒座が盛り上る

焼魚標本のよう骨残す

向井 初子
いつの日も僕の背中に居る家族

城野くみ子

松尾 利朗
温い手だ旅をしてきた人の手だ

冷奴僕の企み見抜かれる

城野 浩二
人間に化けてワタシになりました

西 久美子
会える日を数える春のカレンダー

松尾寿美子
ガンバレとハンカチ渡す母心

古川 清治
階段と勝負ドッコイ負けません

山 スミ子
佐賀ノリをちょっと炙って飲んでいる

真島 清弘

西村 正紘
お日さまが太陽になる夏が来る

原点に戻る夫婦のルビー婚
真島美智子
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が0.12ppm以上となり、かつ気象条

上記の事例は18％に引きなおし計算をした結果、支払いすぎていること
がわかりました。その場合は過払い金として返還請求をすることができます。
通常金利計算の引きなおしや返還請求は弁護士や司法書士に依頼します。依
頼した場合は費用がかかりますので、必ず金額と内容を確認してください。
20年前から消費者金融業者に、「借りて、返済して」を繰り返して、残
高が100万円あった人が、金利を引きなおし計算をしたところ、200万円以
上も払い過ぎていたという事例もありました。長期間返済されていて元金が
ほとんど減っていないという人は一度ご相談ください。
消費生活相談日と場所（市・町外の人も相談できます）
●吉野ヶ里町：三田川庁舎/毎月第１
・３・５木曜日 東脊振庁舎/毎月第２・４木曜日
●神埼市（37-0107）：毎週火曜日 ●上峰町（52-2181）：毎月第２金曜日
●みやき町（0942-96-5534）：毎週水曜日
●問い合せ 商工観光課（東脊振庁舎） TEL 37-0350

吉野ヶ里町役場

電話帳

町では、役場の各課に直接電話をか
けることができる「ダイヤルイン」を
導入しています。（４月１日現在）
総務課

37-0330

財政課

37-0331

企画課

37-0332

住民課

37-0333

三田川庁舎総合窓口

37-0336

東脊振庁舎総合窓口

37-0351

税務課

37-0334

環境課

37-0335

会計課

(下水道係)

53-7444

(三田川)

37-0337

(東脊振)

37-0352

議会事務局

37-0338

学校教育課

37-0339

社会教育課

37-0340

ダム対策課

37-0342

福祉課

37-0343

地域包括支援センター

37-0344

保健課

37-0345

(健康づくり1,2係)

37-0346

農林課

37-0347

建設課

37-0348

都市計画課

37-0349

商工観光課

37-0350

農業委員会

37-0353

中央公民館

37-0341

東脊振公民館

52-3499

東脊振健康福祉センター
「きらら館」

51-1618

三田川健康福祉センター
「ふれあい館」

51-1965

東脊振幼稚園

52-2936

吉野ヶ里保育園

52-3024
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●まちの面積 43.94km2
●まちの人口（5月1日現在）
男性 7,744（＋ 17）
女性 8,294（＋ 14）
合計 16,038（＋ 31）
●世帯数 5,608（＋ 35）

6月のカレンダー
日（曜）

行

事

名

旧東脊振村内のゴミ出し日

旧三田川町内のゴミ出し日

1

日 リサイクルセンター開放

2

月 健康相談【詳】 温水プール休館日

【燃】1区【牛】２区【空】１区【燃】A区

3

火 乳児健診【詳】 BCG予防接種【詳】

【燃】２区

4

水

5

木 消費生活相談【詳】 行政･人権相談【詳】

【燃】1区

【牛】3区 【空】1･2区

6

金

【燃】２区

【燃】A･B区

7

土 図書室開放9:00〜13:00 中央公民館･東脊振公民館

【燃】B区

リサイクルセンター開放
日 国保特定健診結果説明会【詳】

9

月 国保特定健診結果説明会【詳】 温水プール休館日

行 事 名

日（曜）

健康相談

受付時間

２(月)･23(月)・30(月)

9:00〜11:00

【燃】1区【牛】１区【空】２区 【燃】A区 【粗】３区

10 火 国保特定健診結果説明会【詳】

【燃】２区

11 水 12か月児相談【詳】

【燃】B区
【燃】A区

12 木 消費生活相談【詳】

【燃】1区

【牛】1･2区 【空】3区

13 金 ポリオ生ワクチン投与【詳】

【燃】２区 【粗】２区

【燃】A･B区

14 土 図書室開放9:00〜13:00 中央公民館･東脊振公民館

【４か月児】
13:00〜13:15

３(火)

乳児健診

15 日 国保特定健診結果説明会【詳】
16 月 国保特定健診結果説明会【詳】 温水プール休館日

【燃】１区【新】２区【空】１区【燃】A区

17 火 国保特定健診結果説明会【詳】

【燃】２区

18 水 おやこ教室(ワン･ツー体操)【詳】

象

者

持参するもの

H20.２月生
きらら館

母子手帳
H19.11月生
H20年２月生まれ及び

BCG予防接種

３(火)

13:00〜13:15

きらら館

12か月児相談

11(水)

13:30〜13:45

きらら館

ポリオ

13(金)

13:00〜13:30

きらら館

おやこ教室(ワン･ツー体操)

18(水)

10:00〜11:00

きらら館

２歳以上の幼児

水筒(お茶)

２か月児相談

24(火)

13:00〜13:15

きらら館

H20.４月生

母子手帳

１歳６か月児健診

27(金)

13:00〜13:30

きらら館

H18.11･12月生

母子手帳 健康診査票

おやこ教室(ドレミ広場)

30(月)

10:00〜11:00

きらら館

２歳未満の乳幼児

水筒(お茶)

５月８日〜５月13日の期間
ふれあい館 に特定健診を受けた人
結果引き換え用紙

国保特定健診結果説明会

８(日)〜10(火)

９:00〜 11:00

国保特定健診結果説明会

15(日)〜17(火)

９:00〜 11:00

きらら館

生後６ヶ月未満の未接種児

母子手帳 予診票
母子手帳

H19.６月生
H19.１月〜H19.６月生・
H20.１月生及び未接種児

母子手帳 予診票

５月16日〜５月19日の期間
結果引き換え用紙
に特定健診を受けた人

＊国保特定健診については、保健課国民健康保険係（東脊振庁舎） TEL 37-0345

【燃】B区
【燃】A区

19 木 消費生活相談【詳】

【燃】１区

【新】３区 【空】1･2区

20 金

【燃】２区

【燃】A･B区

21 土 図書室開放9:00〜13:00 中央公民館･東脊振公民館

乳幼児個別予防接種

持参するもの／母子手帳・予診票

予防接種（ワクチン）の種類

対 象 年 齢

三種混合（ジフテリア・百日 生後３〜90か月児
咳・破傷風混合ワクチン）

リサイクルセンター開放

麻しん・風しん混合ワクチン（1期） 生後12〜24か月児

22 日
23 月 健康相談【詳】 温水プール休館日

【燃】１区【新】１区【空】２区【燃】A区

24 火 ２か月児相談【詳】

【燃】２区

25 水

麻しん・風しん混合ワクチン（2期）

【燃】B区
【燃】A区

26 木 消費生活相談【詳】

【燃】1区

【新】1･2区 【空】3区

27 金 １歳６か月児健診

【燃】２区

【燃】A･B区

日

本

脳

炎

平成14年4月2日〜
平成15年4月1日生まれ
ワクチンの副作用のため、現在、
予防接種勧奨を控えています。

日曜・祝日在宅当番医
月

日

和田内科小児科胃腸科
目達原整形外科
６月８日 吉野ヶ里町目達原
神埼市神埼町神埼
（日）
TEL52-3717
【整外】 TEL52-2021 【内・小・胃】
なかしま整形外科クリニック 栗並医院
６月15日 神埼市神埼町本堀
神埼市神埼町枝ヶ里
（日）
TEL51-1430
【内】
【整外】 TEL52-2977

＊予防接種法の改正により、麻しん・風しん混合ワクチンは18年
４月から、ワクチンと対象年齢が変わり、予診票も変わりました。
小森医院
予診票が必要な人は、連絡してください。
６月22日 吉野ヶ里町上豆田

●予防接種（通年接種分）委託医療機関

リサイクルセンター開放

指定医療機関
小森医院

29 日
30 月 おやこ教室(ドレミ広場)【詳】 温水プール休館日 健康相談【詳】
●平日の図書室開館時間 9:00〜17:00

【燃】1区

【燃】A区

●麻しん・風しん混合ワクチン(３期)(４期)実施のお知らせ
近年、20歳代前後の若者に麻しんが流行しています。その対策 予防接種（ワクチン）の種類
対象年齢
として国ではワクチンの２回接種を導入し、平成20年度から平成
麻しん・風しん混合
平成７年４月２日〜
24年度の期間、麻しん･風しん混合ワクチン(３期)(４期)の予防接
平成８年４月１日生まれ
種が実施されます。なお、今年度されない人は対象年齢に達し次 ワクチン(３期)
第接種となります。

麻しん・風しん混合 平成２年４月２日〜
ワクチン(４期)
平成３年４月１日生まれ

吉野ヶ里町上豆田
TEL52-1136（要予約）

実施曜日

実施時間

月・火・水・金

9:00〜12:00
15:30〜17:00

木・土

9:00〜12:00

9:00〜12:30
たけうち小児科医院 月・火・水・金
14:30〜18:00
神埼市神埼町本堀
詳細について
は対象年齢の
人に個別通知
しています

当番医療機関

神埼クリニック
西谷クリニック
６月１日 吉野ヶ里町大塚ヶ里
神埼市神埼町田道ヶ里
（日）
TEL52-3139【内・小・脳】 TEL53-1818 【内・胃・呼】

（日）

28 土 図書室開放9:00〜13:00 中央公民館･東脊振公民館
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対

一般町民

【７か月児】
13:15〜13:30

リサイクルセンター開放

●問い合せ 保健課健康づくり1、2係
東脊振健康福祉センター「きらら館」TEL51-1618

場 所

きらら館

＊母子手帳交付については、東脊振健康福祉センター「きらら館」にて随時交付します。

【燃】A区

8

●問い合せ
保健課健康づくり1、2係 東脊振健康福祉センター（きらら館） ?51-1618

保健行事

TEL52-2524

木・土

山田こどもクリニック

月〜金

神埼市神埼町田道ヶ里
TEL55-6566

土

9:00〜13:00

8:30〜11:30
14:00〜17:30
8:30〜11:30

TEL52-1136

福嶋内科医院

【小・内】

神埼市千代田町境原
TEL44-2141
【内・小】

たけうち小児科医院
６月29日 神埼市神埼町本堀
（日）
TEL52-2524

橋本病院

中尾胃腸科医院
７月６日
神埼市神埼町田道ヶ里
（日）
TEL52-3295

しらいし内科

【小】

【外・整外・胃・内】

神埼市神埼町本告牟田
TEL52-2022
【外・内】
神埼市神埼町城原
TEL52-3848
【内・循】

南医院
７月13日 山田こどもクリニック
神埼市千代田町直鳥
神埼市神埼町田道ヶ里
（日）
TEL55-6566
【小】 TEL44-2777

【外・胃・整】

＊初回対象者には通知します。未接種の場合、対象年齢内であれば、 【外】外科【整外】整形外科【内】内科【胃】胃腸科
希望により受けることができます。詳しくは保健師までお尋ねくだ 【小】小児科【脳】脳神経外科【呼】呼吸器科
さい。
＊診療時間は、９時〜17時です。
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「永山水辺公園」開園式

田手川の清流を引き込んだ

6

４月19日、永山地区に完成した永山水辺公園の開園式が永山地区の主催で来賓・関係者を招き、同公園

6

で行われました。式典では、これから維持管理をしていく地元永山地区区長の多良伸行さんが「この場所
が子供の遊び場や家族の憩いの場になれば」と、また、江頭町長が公園開園までの経緯等を説明し「森林
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浴もでき、芝の広場やゲートボール場もありますので地区のみなさんの交流の場所と、町内外からの利用
者にも訪れてもらい活用してほしい」とあいさつ。この後、関係者による除幕式が行われました。除幕式
に参加した東脊振小３年の寺
藍さんは「うれしい、この公園
を大事に使いたい」と話してく
れました。
「永山水辺公園」は広さ約１
haで県の「水辺空間創出事業」
と五ヶ山ダム地域振興事業の
「永山親水公園事業」とで、旧
東脊振村のときから事業に着手
したもので、公園には田手川よ
り清流が引き込まれて、夏は子
公園には小さな
カニもいるよ！

写真上＝関係者らによる除幕式
写真下＝清流が引き込まれた
永山水辺公園

どもから大人まで川で遊べるよ
うになっていて、一面芝生の緑
の広場やゲートボール場も併設
しています。

たけのこ掘れたよ
「里山探訪〜永山を訪ねて〜」が４月25日、永山地

区の竹林で町内より約80名が参加して行われました。
この企画は町が推進する「出会い、ふれあい、支え
合い事業」の一環で、たけのこ掘りを通じて参加者
が交流することを目的に行われています。参加者は
「もっと簡単に見つかるかと思ったが、意外と難し
い」と地面から頭だけを出したたけのこをさがして
傷つけないように丁寧に掘り出していました。最後
にはオープンしたばかりの永山水辺公園でたけのこ
の試食会があり、松隈要子さん（松隈）が作った
特製だし や わさび醤油 で旬のたけのこを堪
能しました。
37-0330

たけのこを丁寧に掘る参加者
（右）とたけのこを堪能した
参加者（左）
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