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日韓交流親善派遣事業
三田川中学校・東脊振中学校、韓国花
開中学校。3校の生徒が5月24日、国境を
越え韓国で交流を深めました。三田川
中、東脊振中の生徒20名は、花開中学校
の生徒と、この日行われていた『河東野
生茶文化祭』の会場を散策したり、一緒
に食事したりして、あっという間に仲良
くなりました。（詳細は2ページから）

町花：さくら

町木：さざんか

三田川中２年
中島 大樹
韓国の生徒とだけ仲良
くなるのではなくソーラ
ン節等の練習を通して東
脊振中の生徒とも仲良く
なることができました。

東脊振中１年
中村 美紀子
韓国に行くことが出来
てとても貴重な体験が出
来たし、三田川中学校の
人とも仲良くなれて楽し
い２泊３日になりました。

三田川中２年
古賀 大顕
僕は言葉も通じない韓
国の人と英語と体を使っ
てコミュニケーションを
とれたことがとても嬉し
かったです。

東脊振中１年
梶原 渉
２日目の交流はとって
も楽しかったです。韓国
に行けて良かったと思い
ます。

東脊振中２年
筒井 ひかり
一番近い国でそれに初
めての海外だったのでい
ろんな発見がありました。
とても楽しく交流が出来
たので良かったです。

両国のお茶栽培発祥地をきっかけに5回目の交流
韓国のお茶栽培発祥の地「河東郡花開」を町の中学生20人が5月23日か
ら25日の2泊3日で訪問、
「花開中学校」の生徒達とお茶を通じて交流しまし
た。
韓国河東郡との交流は今年で5年目で、旧東脊振村が日本茶樹栽培発祥
の地という共通点をきっかけに河東郡との交流が始まりました。
花開は韓国慶尚南道河東郡の村で、釜山市から
西に約200Ｋｍ、車で2時間半ほど行った地域で、
山間のお茶栽培がとても盛んなところです。また、
智異山国立公園や双渓寺(サンゲサ)など韓国でも
有名な観光名所がある村として知られています。
花開で栽培されたお茶は、町の栄西茶と同じ
「釜炒り」の製法で作られています。日本で一般
的な蒸し茶は韓国では特別な製法の高級茶とされ、
釜炒り茶が多く飲まれています。

お茶発祥の 地を訪ねて

三田川中３年
野村 里恵
今回、韓国に行って分
かったことは、「韓国も
いいけど日本は住みやす
い」ということでした。

東脊振中３年
生武 由佳理
この研修では国籍や年
齢を問わずすごくたくさ
んの友達が出来ました。
この経験をいろんなこと
に生かして行きたいです。

三田川中３年
植田 雅子
短い時間だったけどと
ても楽しかったです。ま
た韓国に行けたらペアの
人と会って話をしたいで
す。

in

どんぐん ふぁげ

東脊振中２年
田島 夏希
最初に会った時は言葉
が通じるか不安だったけ
ど、パートナーがとって
も日本語が上手でいっぱ
いお話が出来ました。

河東郡の祭り「河東野生茶文化祭」は、5月21日
から25日までの5日間で韓国内外から期間中に約5万
人の観光客で賑わう大きな祭りです。このお茶をメ
インにした祭りは、例年新茶が採れるこの時期に開
催されステージやお茶のお点前体験など、いろいろ
な催しが行われています。
町の中学生が会場の特設ステージで『ソーラン
節』の踊りと歌を披露、花開中学校の生徒はもちろ
ん会場に来ていた観光客も足を止め、迫力ある演技に見入っていました。こ
の後、三田川、東脊振の両中学校や吉野ヶ里遺跡、栄西茶などを写真と英語
で紹介しました。又、三田川中学校剣道部の古賀大顕君と中島大樹君が部活
動の紹介として剣道の形を披露、二人の素晴らしい演技に会場から大きな拍
手が送られました。

は

三田川中３年
秋山 怜菜
この交流を通して言葉
が分からなくても心と心
が通じていれば分からな
いものも分かるんだなぁ
と思いました。

祭り会場で町中学生に大きな拍手

河東郡花開

東脊振中３年
井手 佑果
緊張したけどすぐに仲
良くなれました。話はあ
まり通じなかったけどす
ごくいい経験にもなった
し韓国の友達も出来て良
かったです。

三田川中３年
本山 雄樹
花開中学校の生徒との
交流はとても心に残って
います。僕のパートナー
はとても優しく頼りにな
る人でした。

韓国
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三田川中２年
野
千尋
これからも日韓交流を
続けてお互いの文化や歴
史を学び、交流を深めれ
ばいいのではないかと思
います。

祭り会場では、町の中学生20人と花開中学校の同学年の生徒が2人1組に
なって散策したり、一緒に食事を囲み交流を深めました。1時間もすると、
すっかり仲良くなって手を繋いだり、肩を組んで歩いている様子が会場の
あちこちで見られました。会場には緑茶石鹸作りや天然色染め、ボディペ
インティングなどの体験コーナーもあり、花開中学校の生徒から英語やジ
ェスチャーで教えてもらいながら楽みました。
この日の昼食は「山菜ビビンバ」で、別々に出て
きた山菜とご飯を花開中学校の生徒が混ぜ合わせ
て町の生徒をもてなし仲良く食べていました。
あっという間に時間がたち、別れの時が来てしま
いお互いに手紙やE-mailを送る約束をしてバスに
乗り込み、どちらの生徒も見えなくなるまで手を振
って別れを惜しんでいました。

日韓交流親善派遣事業で韓国訪問前に、三田川
中学校3年秋山怜菜団長を中心に少ない練習時間を
有効に活用し、両中学生20人全員が一致団結して
研修を受けました。4回の研修会では、町のお茶の
ルーツや韓国の言葉やマナーを学習したり、交流を
深めるため「ソーラン節」の踊りや歌の練習もしまし
た。
この研修を生かして交流した町中学生は、帰国後
に花開中学校の生徒への手紙や研修報告を作成し
花開で撮影したビデオを熱心に観賞しました。初めて顔を合わせた結団式の
時とは違い、どちらの中学校の生徒か分からないほど仲良くなり、韓国訪問に
より三田川、東脊振の両中学校も花開中学校と同じようにとても交流が深ま
っていきました。
最後に、生徒たちの表情から国際交流と両中学校の交流に大きな成果が
現れた事業となったことを感じ取られました。

三田川中３年
當田 賢人
花開中学校の友達との
会話は英語ですごく難し
かったけど、僕も花開中
の人も一生懸命伝えよう
と頑張りました。

東脊振中２年
難波 亜須華
ペアの人はすごく優し
くしてくれて本当に嬉し
かったです。また絶対韓
国に行きます。

交流深め、別れを惜しむ

韓国訪問で町の中学生の交流深まる

東脊振中３年
江口 侑希
あっという間だったけ
どいろいろなことができ
てすごくいい経験になっ
たし、この経験をこれか
らの生活に生かしていき
たいです。

三田川中２年
本田 利恵子
今回学べたことは、言
葉は通じなくても気持ち
は本気で伝えようと思え
ば伝えられると言うこと
です。

日韓交流親善派遣事業

東脊振中１年
多伊良 夏樹
花開中学校の人達に
「ソーラン節」を披露しま
した。あっという間の２
泊３日だったけどとても
いい思い出になりました。

東脊振中３年
大坪 優菜
交流は楽しかったし三
田川の人ともすごく仲良
くなれたので良かったで
す。これからも交流を深
めていきたいです。

三田川中３年
八谷 咲希
言葉は通じなくても通
じ合える楽しさや嬉しさ
など普段の生活では学ぶ
ことのできないとても貴
重な体験が出来ました。

※お詫びと訂正：広報吉野ヶ里6月号の「わだいいろいろ」で「お茶を通して韓国と交流」を掲載した中で、団員を代表して決意を述べた
生武由佳理さんの氏が文中と写真説明で誤っていました。お詫びして訂正いたします。 正：生武由佳理さん
誤：行武由佳理さん
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災害時要援護者台帳作成のご案内
災害時要援護者台帳整備とは？
災害時に援護が必要な人（ひとり暮らしの高齢者や重度の障がい者など、日常生活の中で手助けを必要とす
る人）を事前に把握し、災害時などに地域の中で支援を受けられるようにします。そのため、いざという時の
円滑な支援に役立てるための災害時要援護者台帳を作成しています。

なぜ必要？
「もし大地震がおきたら…」「台風や大雨で浸水したらどうしよう…」そんなときにも、みんなが安心して
生活できるようにするため作成します。

これからの時季は、台風や集中豪雨が発生しやすく、毎年全国各地で土砂災害などの被害が出
ています。台風や大雨は襲来時期や被害の程度などを予想することが可能ですので、気象情報に
注意し、万全の心構えで風水害に備えましょう。
●台風や大雨の注意報などが出たら･･･
・強風による飛来物に備えて、雨戸等をして窓ガラスをふさぐ。
・鉢植えなど飛来の可能性の高いものは屋内へ。
・瓦のひび、ずれなどがないか確認。
・気象情報を注意して聞く。

土砂災害と雨量の関係

ここがポイント!!
（１）任意の登録制度です。個人情報保護のもと、情報提供に同意できる人です。
（２）作成した台帳は、町と住んでいる地域の区長、民生委員児童委員、消防団で共有します。
（３）ご近所の協力員により、避難等の支援をお願いするものです。
(ただし、できる範囲での支援であり、責任を伴うものではありません。)

対象者は？

土砂災害のほとんどが、大雨や台風のときに発生しています。長雨や大雨により地面に大量の
水がしみ込むため、弱くなった斜面が崩れ落ちます。
地域によって異なりますが、1時間に20mm以上、又は降り始めから100mm以上の雨が続い
たら、がけ崩れの危険が高いとされています。又、雨が上がった後で災害が起こることもありま
すので、十分な警戒が必要です。
１時間雨量
（ミリ）

災害が起きたときに、自分ひとりで避難することが困難な人で、ご家族等の支援が
たとえば、高齢者のみの世帯・ひとり暮らしの高齢者・障がいのある人など

台帳への登録方法は？

台帳作成の流れ

普段の見守り

強い雨

どしゃ降り

30〜50

激しい雨

バケツをひっくり
返したように降る

50〜80

非常に激しい雨

滝のように降る

以上

未満

未満

未満

人への影響
地面からの跳ね返り
で足元がぬれる
傘をさしていても濡れる

この程度の雨でも長く降り続くときは
注意が必要
小さな川があふれ、小規模のがけ崩れ
が始まる
山崩れ・がけ崩れが起きやすくなる
土石流が起こりやすい

傘は全く役に立たない
猛烈な雨

土砂災害発生状況

恐怖を感じる

大規模な災害が発生する恐れが強く、
厳重な警戒が必要

町内の主な緊急避難所

台帳登録の同意

安全確認・支援

災害時の支援

地域住民

20〜30

未満

80 以上

・外出できない人は、福祉課までご連絡ください。

災害時要援護者

ザーザーと降る

以上

・必要事項を記入し各庁舎総合窓口へ提出してください。

人の受けるイメージ

やや強い雨

以上

・登録台帳は役場各庁舎総合窓口にあります。

予報用語

10〜20
以上

得られなく避難するのに何らかの手助けが必要な人です。

連携

台帳作成・整備
【吉野ヶ里町】

●東脊振健康福祉センター（きらら館） TEL 51-1618
●中央公民館 TEL 37-0341
●三田川健康福祉センター（ふれあい館）TEL 52-7831
●問い合せ 総務課交通防災係 TEL 37-0330

平常時からの情報の共有

地区区長・民生委員・消防団

災害時にもっとも重要なことは、人的被害を最小限にとどめることです。
地域で安心して暮らすために、地域の皆さんによる見守りと支援をお願いします。
●問い合せ 福祉課（東脊振庁舎）TEL 37-0343
総務課交通防災係（三田川庁舎） TEL 37-0330
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台風・大雨に備えて

高齢者や障害者を災害から守る

台風時の停電に備えて（九州電力からのお知らせ）
●台風による停電の際は･･･台風による停電時には、電話がつながりにくくなることがありま
す。停電情報は次のホームページでもご確認いただけます。
■携帯メールサービス
●携帯電話版ホームページ http://kyuden.jp
ご登録いただいた携帯電話に
●パソコン版ホームページ http://www.kyuden.co.jp
停電情報をメール配信いたし
●もし、切れた電線を見たら･･･切れた電線を見つけたら、
ます。詳しくはホームページ
絶対に触らずにお近くの九州電力へご連絡ください。
●問い合せ 九州電力（株）佐賀営業所 0120-986-303 をご覧ください。
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運動したい！ でも昼間出来ない人のために

「にこにこＤＥナイト」教室生募集
東脊振健康福祉センター｢きらら館｣では、今年もトレーニングルームを夜間開放します。
今年から特定健診（メタボ健診）が始まり、40歳から74歳までの人は、加入されている医療保険者より案内があり
ますので必ず受診し、現在の自分の身体の状態をチェックし、必要な人は生活習慣の改善が必要です。改善が必要と
わかっていてもなかなか…という人、この機会にぜひ「ニコニコペース運動」を始めてみませんか。町では昼間利用で
きない人のために、きらら館を夜間開放。「ニコニコペース運動」の夜バージョン「にこにこDEナイト」を開催します。
ニコニコペース運動とは・・・
ウォーキングや自転車こぎ(自転車エルゴメーター)などの有酸素運動を、「ややきつい」と感じる程度で行う、安全
で効果的な運動のことです。
●期間 ７月22日から９月18日までの毎週火曜日と木曜日の週２回、計１６回
●時間 19時〜21時
●募集人員 20名（１グループ各10名の計20名募集）
（１グループ19時〜20時利用
２グループ20時〜21時利用）
＊申し込みが定員を超える場合、新規の人を優先させていただ
きます。（前年の夜間教室利用者、昼間利用中の人は、ご遠慮
いただくことがありますがご了解ください。）
＊教室はコースで実施しますので、できるだけ16回すべて参加
できる人
＊治療中の人は医師の許可をもらってください
＊子供連れでの参加はご遠慮ください
●場所 東脊振健康福祉センター「きらら館」
トレーニングルーム
●対象者 18歳以上の町内在住者
●申込み期限 ７月11日（金）
●内容 ㈰体力測定を行い、各個人にあった運動負荷量・目標設定 ㈪自転車エルゴメーターを使ってトレーニング
㈫トレーニングをしながら健康に関するミニ講話（動脈硬化・糖尿病・高血圧予防、生活習慣病等について）
●指導者 健康運動指導士
●申込み･問い合せ 保健課健康づくり1,2係（きらら館） TEL 51-1618

笑って 元気に 健康づくり
シニア世代の皆さんが、健康で自立した日々を暮らせるよう、生きがいづくりの
教室を開催します。
【パーカッション教室】 ７月４日から
日時：毎週金曜日 14:30〜15:30
会場：三田川健康福祉センター（ふれあい館）
講師：執行みづほ先生

【絵手紙教室】 ７月４日から
日時：毎週金曜日 13:30〜14:30
会場：三田川健康福祉センター（ふれあい館）
講師：中島義夫先生

【唱歌教室】 ７月２日から
日時：毎週水曜日 13:30〜14:30
会場：三田川健康福祉センター（ふれあい館）
講師：執行みづほ先生

【エコクラフト教室】 ７月４日から
日時：毎週金曜日 10:00〜11:00
会場：三田川健康福祉センター（ふれあい館）
講師：北島美恵子先生

●対 象 概ね65歳以上の町内在住者
●参加費 無料。ただし、材料費などは実費負担が必要です。
●申し込み 申し込みは不要です。いつからでも参加できます。当日会場にお越しください。
●問い合せ 福祉課（東脊振庁舎） TEL 37-0343
7

部屋の中
ばかりじゃ
いかんな

65歳以上の皆様へ

平成20年度の介護保険料について
介護保険料は40歳以上の皆様からいただいておりますが、年齢により納付の方法が異なります。40歳か
ら64歳までの人はご加入の医療保険と合わせて納めていただき、65歳以上の人は特別徴収（年金天引き）
又は普通徴収（納付書・口座振替）で佐賀中部広域連合へ納付いただいております。
65歳以上の人の平成20年度の介護保険料は、すでに仮徴収しておりますが、６月に確定した市町村民税
の課税状況に基づき、平成20年度の年額保険料を決定いたします。
決定した保険料の通知書は７月中旬に送付いたします。
●特別徴収（年金天引き）
老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受給されている人は、原則年金より天引きされます。既
に４月、６月、８月の徴収額(仮徴収額)については、仮算定していますので、今回決定した金額から仮徴
収額を差し引いた残りの金額を10月、12月、２月の３回に分けて年金より天引きさせていただきます。
なお、年度途中で65歳になる人、佐賀中部広域外から転入した人については、概ね６か月後から天引き
されます。
●普通徴収（納付書･口座振替）
老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円未満の人、年金をもらっていない人、恩給などを受給してい
る人は、納付書又は口座振替で納付していただきます。すでに４月から７月分(仮徴収額)は仮算定してい
ますので、今回決定した金額から仮徴収額を差し引いた残りの金額を、８月から来年３月の８回に分けて
納付していただきます。
納付には納付書のほか便利な口座振替もございますので、ぜひご利用ください。なお、すでに口座振替
ご利用の人は引き続き行います。

７月下旬から介護保険料の減免受付を始めます
保険料段階が第3段階の人には、７月中旬に送付いたします平成20年度保険料納入通知書に、減免に関
するお知らせを同封します。
●対象になる人（次のすべてに該当する人）
●平成20年度の介護保険料段階が第３段階の人
●平成19年中のすべての収入が88万円以下の人（世帯員がひとり増えるごとに41万円加算）
●市町村民税課税者と生計をともにしておらず、市町村民税課税者に扶養されていない人（健康保険の
扶養を含む）
●世帯全員の預貯金の合計が180万円以下の人
＊預貯金額には、国債・生命保険の返戻金等も含みます。
●居住用以外の活用できる不動産がない人
●申請の方法
必要書類［７月中旬に送付された通知書、平成19年中の収入が分かる書類（年金の源泉徴収票など）、
健康保険証、預金通帳、生命保険証書等、印鑑]を持参して町福祉課（東脊振庁舎）または佐賀中部広域連
合へ申請してください。
●減免額
申請受付後に審査し、減免が承認された場合は、申請月以降の保険料を３分の１減額します。ただし、
８月末までに申請した場合に限り、４月にさかのぼって保険料を減額します。減免の承認･不承認について
は決定後通知します。
●問い合せ
福祉課（東脊振庁舎） TEL 37-0343
佐賀中部広域連合業務課 TEL 40-1135
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『訪韓少年の翼』に参加して①
「訪韓少年の翼」（佐賀県子どもクラブ連合会主催）が
加。韓国の釜山市や慶州市、麗水市などを訪問しました。
介します。 （学年は、現在の学年で表示しています）

東脊振中１年 古川裕人
ぼくが、まず韓国に行って思ったことは、日本よりにお
いが強かったこと。
次に思ったことは、建物の９割はハングル文字だったの
でとてもじゃなく読めないので意味がわかりませんでした。
最初にナザレ園に行っておばあちゃん達と歌をうたった
り、色々なことを話したりしました。
そして次の日、ホテルの近くにある韓国の王様のお墓
（古墳）に行きました。とても大きく面積もかなり広かっ
たです。夕食にはプルコギなどを食べました。とくにキム
チは日本の１．５倍の辛さでした。でも、とてもおいしか
ったです。
そして、ホームステイの時が来ました。まずサンボン初

「訪韓少年の翼」とは…次代を担う子ども達と
韓国少年との交流を図り、韓国の歴史や文化遺
産等の参観活動を通じて国際的な視野を広め、
日韓親善に寄与するとともに、団体生活を通し
て規律ある行動を行い、自立性や協調性を養
い、ジュニアリーダーの育成並びに青少年の健
全育成に資することを目的に行われています。

等学校で交流会を開きました。そこで歌をうたったりして
友好を深めました。
ホームステイ先では公園やデパートに連れて行ってもら
いました。言葉が通じなかったのでよくわかりませんでし
たが、楽しくすごすことができました。夕食はレストラン
で食べました。その味は日本に帰って来ても忘れられませ
ん。
そして日本に帰国する日が来ました。もう帰りたい気持
ちでいっぱいでした。ビートルで行く時に酔ってしまった
ので、友達に酔い止めをもらいました。おかげでまったく
酔いませんでした。日本に着いて、建物も日本語でにおい
も日本と感じた時はとてもうれしかったです。

三田川小６年 相良 郷
ぼくが、初めて韓国に行った第一印象は、ビルがたくさん
建っていた、ということです。一瞬、日本より小さい国とは
思えないほどの、都会でした。顔も、日本と、あまり変わら
なくて、どっちが日本人か韓国人か分からなくなってしまっ
たこともありました。
一日目は、慶州とういう所で、ナザレ園のおばあちゃん達
と、交流をしました。ぼくが交流したおばあちゃんは、３月
30日に96歳に、なるそうだったので、ハッピーバースデイを
歌ってあげました。その夜は、ナザレ園のことが頭に浮かん
で、なかなか眠れませんでした。次の朝、ぼくは、モーニン
グコールで起こされました。
朝食はバイキングでおいしかったです。
二日目は、慶州から、麗水市まで、バスで四時間も、移動
しなきゃいけなかったので、かなり酔いました。でも、麗水
市の見学は、とて〜も楽しかったです。夜ごはんの海鮮チゲ
鍋もおいしかったです。
三日目は、ぼくが楽しみにしていた、ホームステイがあり
ました。でも、その前に、交流会がありました。最初は、雙
鳳初等学校の人達が踊りや演奏をしてくれました。次は、ぼ
く達が、「世界に一つだけの花」と、「青い心 白い心」を
歌って、面浮立を踊りました。とて〜も喜んでくれました。
次にいよいよ、ホームステイをいっしょにする友達が発表
されます。ぼくは、一番最初に呼ばれました。ぼくはびっく
りしました。緊張しながら、前に出ました。すると、ぼくと、
同じような顔をしていました。その人とは、すぐに、仲よく
なりました。名前はヒョン君といいます。
ヒョン君は、ぼくが韓国語をあんまりしゃべれないだろう
と思い、英語でしゃべってくれました。
ヒョン君のお父さんは、いろんな所に連れていってくださ
いました。展望台や、神社や、魚市場にも連れていってくだ
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サガン鳥栖

を応援しよう！

★「弥生人の声が聞こえる
神埼・吉野ヶ里DAY」開催★

３月25日から29日にかけて行われ、町内からも14名が参
ここでは、参加した子どもたちの感想文をシリーズで紹

みんなで

さいました。
時間も５時位になった時、「もう、帰るだろ」と、心の中
で思っていたら、次は焼肉店に連れていってくださいました。
その肉は、とて〜もおいしかったです。
８時ぐらいになって、帰ってきたら、パソコンで、ヒョン
君と、ゲームをしました。
いつもは、なかなかねむれなかったけど、なぜかホームス
テイの時は、すぐに眠れました。明日の朝で別れがくるなん
て思うと、なんだか、さびしくなりました。
次の朝、朝ごはんは、巻き寿司や、スープにご飯や、肉が
入った、食べ物でした。
そして、いよいよ別れの時が来ました。雙鳳初等学校の校
庭でお別れ会をしました。
それが終わって、バスに乗って、別れる時、涙が、出そう
になったのを、やっとで、こらえました。
夜になると、ぼくが２番目に楽しみにしていた「お楽しみ
会」がありました。ぼくは、司会・進行をしました。一班ず
つ、出し物をすることになっていました。ぼく達の班は、ス
トッキングを頭からかぶって、そのまんま、真面目に、「青
い心 白い心」を歌う出し物をしました。これがかなり笑っ
ていて、とても、真面目に歌えないほど、こっちまで笑って
いました。手話をした班もあったし、ダンスをした班もあっ
たし、劇をした班もあったから、どれもおもしろかったです。
韓国最後の日、ぼく達は、キムチ免税店でお土産物を買い
に行きました。どれを買おうかと、迷いました。いつも時間
をかけて、買い物をする、お母さんの気持ちが分りました。
あっという間の五日間でしたが、思い出もたくさんできま
した。又、こんな楽しい思い出を、作ってくださった、お父
さん、お母さんにも、「感謝」をしたいです。本当にありが
とうございました。また行きたいです！

J２の第30節 "サガン鳥栖対FC岐阜" 戦を吉野ヶ里町と
神埼市の協力で「弥生人の声が聞こえる神埼・吉野ヶ里
DAY」として開催されます。
●日時 ８月10日（日）16時開門、18時キックオフ
●場所 ベストアメニティスタジアム（鳥栖市）
●入場料（レギュラー席）
大人1,500円（前売）、2,000円（当日）
こども（小・中・高）800円（前売）、1,000円（当日）
ファミリー（大人１枚、こども１枚のセット）
2,000円（前売）、2,500円（当日）
【当日のイベント】
●手つなぎ入場 吉野ヶ里町と神埼市の子どもたちが参加
します
●観光PRブース 吉野ヶ里町、吉野ヶ里歴史公園、神埼
市の観光PR
【事前のイベント】 サガン鳥栖サッカーパーク
キックターゲットをはじめ、楽しいアトラクションを、
サガン鳥栖の選手と一緒に遊ぼう!!
●日時 ７月20日（日）11時〜15時
●場所 吉野ヶ里歴史公園（当日は入園及び駐車場料金は
無料です）
＊西口ゲートから入園してください。
●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
こ が あやか

古賀彩華ちゃん

平成15年７月９日生まれ
【立野団地】

【家族からのメッセージ】
これからも元気いっぱい笑
顔いっぱいでいてね♡

なかしまら ら

中島礼楽ちゃん

平成19年７月11日生まれ
【上中杖上分】

【家族からのメッセージ】
笑顔のステキなララちゃん
♡健康に育ってネ！

【８月号募集】
●対象者 ８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 ７月10日(木)
●問い合せ
総務課秘書･広報係 TEL 37-0330

お待たせしました！
吉野ヶ里町誌が完成しました。
写真提供：（株）サガンドリームス

「使おうビッグライブラリー」スタンプキャンペーン
県では、より多くの県民の皆様に図書館を利用していた
だくため、スタンプキャンペーンを実施しています。県内
の図書館(室)で本を借りて、スタンプを30個集めると、抽
選で図書カードをプレゼントします。
●期間 平成21年２月28日まで
●町内の対象図書室 中央公民館、東脊振公民館
●内容 中央公民館、東脊振公民館で本を借りた際に、１
冊につきスタンプを１個、応募用紙に押印します。応募用
紙は両公民館に用意しています。
●抽選 第１回(10月)…５月〜９月受付分
第２回(３月)…10月〜２月受付分
●記念品 １回につき、図書カード(3,000円)を40名に、
図書カード(1,000円)を200名様にプレゼント
●問い合せ 中央公民館 TEL37-0341
東脊振公民館TEL52-3499

広報吉野ヶ里３月号で、４月より配布予定とお知ら
せしておりましたが、７月より配本いたします。予定
が延期になり申し訳ありませんでした。
今回の町誌は、
①各地区の身近な歴史や生活にスポットを当てた
②カラー写真や図版を活用し「より身近で、ビジュア
ル」
㈫郷土の歴史や地形・植物
再発見に最適な町誌です。
本の受取りや申し込みは、
中央公民館･東脊振公民館
で行なっています。
頒布価格は、3,000円で
す。是非、家庭に１冊、親
戚・知人にもお奨め下さ
い。
●問い合せ 教育委員会社
会教育課 TEL 37-0340
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唱歌で若返り

が５月30日、上三津西地区の導師川で町内か
ら約30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、子どもから大人までホタ
ルを鑑賞しながら、参加者が交流することを
目的に行われています。辺りが暗くなってき
てホタルの光が見えはじめると、参加した小
学生は「わー、きれい、はじめて見た!!」と
言いながらホタルの光に誘われて導師川沿い
を散策しました。

ホタルの光に誘われて

「ふるさと探訪〜ほたるの里を訪ねて〜」

唱歌を歌いながら若返り体操

水の恵みに感謝
蛤水道を築いた佐賀藩の治水の神様、成富兵庫茂
安をしのぶ「兵庫祭」が５月９日、蛤水道基点近く
にある水功碑前で行われ、茂安の功績を称えるとと
もに、水の恵みに感謝しました。
このまつりは、合併前から田植えの準備が始まる
この時期に行われており、当日は100名ほどが参加。
江頭町長が拝礼、お神酒を捧げたあと蛤水道の歴史
をまじえて説明し「この蛤水道や自然を次世代へ伝
えていきたい」とあいさつしました。
水功碑前で行われた兵庫まつり

t o w

栄西禅師の偉業、後世に

５月５日、ボランティアグループ日本唱歌保存愛唱会野菊の会

「脊振千坊聖茶まつり」が５月17日、町関係者ら約60名が参加して霊

（関みのる代表）が社会福祉法人さざんか園（横田）に訪問し

n

仙寺跡の乙護法堂で行われました。

「若返り体操」を行いました。この日はNHKラジオ「日本列島童

-

このまつりは、平成元年の旧東脊振村の村制施行100周年を記念しては

謡･唱歌のある風景」の生放送があり、「あめふり」や「茶摘」な

t

じまり、この地に茶の種をまいたとされる栄西禅師の偉業を偲ぶとともに、

ど昔懐かしい曲を約40名の参加者が歌いながら足をたたいたり、

o

茶業の振興・発展を目的に毎年、新茶の収穫が始まるこの時期に行われて

「セッセッセー遊び」などをして若返りをしました。

師が日本茶栽培を始めた歴史を説明、江頭町長が「茶発祥の地として日本

乙護法堂で行われた栄西供養

s

の茶文化を盛り上げ、歴史を後世に伝えて生きたい」とあいさつ。その後、

c

ホタルを手にとって見た子ども達

i

この日は、はじめに同まつり実行委員会の森園明会長がこの地で栄西禅

を訪問していて、関さんは「日本の唱歌をみんなと一緒に歌い、
次の世代まで伝えて行きたい」と語られました。

p

います。

また、同会はボランティアで県内外の小学校や老人ホームなど

町教育委員会では、平成20年度から町
内の小中学校の児童、生徒の希望者を対

６月９日、吉野ヶ里歴史公園古代の原ゾーン内の水田で三

が献茶をし、坂本修学院の埜口章順住職の読経で供養を行いました。

田川中学校の１年生94名が田植えを体験しました。この事
業は、田植えを通じて米づくり、働くことの大切さを体験す
る目的で「オンリーワンさが体験事業」の一環として、「弥
生みどりの会」の協力で行われています。今年から、場所を
吉野ヶ里公園駅付近から吉野ヶ里歴史公園内に移し、古代の
水田として復元された全体で約500の圃場に２種類（つくし
赤もち・ベニロマン）の赤米を植えました。
貫頭衣に身を包んだ生徒は公園管理センターの職員から古
代米について歴史的説明や植え方の指導を受けた後、田んぼ
に入り赤米を丁寧に植えていきました。赤米の栽培は吉野ヶ
里遺跡から炭化米が出土したことをきっかけに始まり、今年
で20回目となります。

象にフッ素洗口を行っています。この事
業は神埼地区の歯科医師会と薬剤師会の
協力で虫歯予防を目的に、教室で授業が
始まる前の時間に先生の指導でフッ素洗
口しています。
６月６日は、第１回目のフッ素洗口が
東脊振小学校で行われ、児童たちは先生

霊仙寺跡パノラマサイン除幕式

東脊振小児童、フッ素洗口中

貫頭衣を着て田植え体験

﹁くちゅ︑くちゅ︑くちゅ﹂で虫歯予防

町内の茶道愛好グループの真島美智子さん(横田)と田中秀子さん(西石動)

乙護法堂前にある茶園からはさざんか千坊館も見える

関係者による除幕式

５月17日、「脊振千坊聖茶まつり」の終了後、さざんか千坊館に場所を
移して、さざんか千坊館に設置された霊仙寺跡パノラマサインの除幕式が
行われました。
パノラマサインは昨年９月、神埼ライオンズクラブと吉野ヶ里町地域お
こしグループさざんか塾とで、同クラブの結成40周年記念事業として協議
を始めたもので、同月に町の承認を得て、今年４月に設置工事が完了しま
した。
式は、設置した神埼ライオンズクラブの

原俊樹会長があいさつをした

の説明を聞きながら「くちゅ、くちゅ、

後、同じく設置した「さざんか塾」多良正裕塾長が設置までの経緯を説明

くちゅ」とフッ素で口の中をゆすいでい

し、関係者による除幕式が行われました。その後、除幕にも参加した江頭

ました。

町長が「このパノラマサインを活かし、ここが茶栽培発祥の地ということ
三田川中生徒による赤米の田植え

霊仙寺跡一帯を見渡せる場所に設置されたパノラマサイン

を子ども達に伝えていきたい。また、この地を全国にPRしていきたい」と
謝辞を述べました。
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●問い合せ 住民課年金係（三田川

いるため内閣総理大臣名の書状を贈

庁舎） TEL 37-0333

呈しております。

佐賀社会保険事務所 ? 31-4191

●請求期間 平成21年３月31日まで

TEL 37-0343

【Cパート】苔野

からの相談に応じ、必要な情報の提

●誕生日がきた時は、これまでは毎

賀地区障がい者総合相談窓口」を開

現在お手持ちの受給者証の有効期

年「現況届」の提出が必要でしたが、

所しています。相談は無料です。心

限が７月31日で満了しますので、更

今後は住民基本台帳ネットワークを

配事など気軽に相談してください。

新手続をお願いします。

活用して受給者の現況確認を行うこ

●日時 毎週月･木曜日（祝日も可）

●日時･場所

とになり、「現況届」の提出は不要

10:00〜19:00

となりました。ただし、次の場合は

●場所

７月28日（月） 三田川庁舎１階

届けが必要です。

ほほえみ館３階（佐賀市兵庫町）

７月29日（火） 三田川庁舎１階

●住民基本台帳ネットワークを活用

※相談は電話かFAXで受付けます。

７月30日（水） 東脊振庁舎（福祉課）

した現況確認が行えない人

●相談電話･FAX番号

●加給年金を受けられている人「生

TEL 36-9131 FAX36-9132

７月31日（木） 東脊振庁舎（福祉課）
※８月以降は東脊振庁舎(福祉課）に

計維持確認書」

●問い合せ

て行います。

●障害年金受給者の障害確認のため

福祉課障害者支援係（東脊振庁舎）

●持参するもの

「診断書」の提出が必要な人

TEL 37-0343

●身体障害者手帳または療育手帳

●住所や年金の受取金融機関を変更
する場合は「年金受給権者住所・支

日にち

行政･人権相談

場 所

会保険事務所に提出してください。

●日時

●所得証明書（平成20年１月１日現

提出されないと年金の支払額の通知

７月４日（金）13:30〜16:00

在、町外にお住まいだった人）

書や年金を受け取られないことがあ

※「ふれあい館」では、奇数月に開

●問い合せ

ります。なお、金融機関の変更をす

催します。

福祉課障害者支援係（東脊振庁舎）

るときは、預金通帳の記号番号の証

【農村環境改善センター】

TEL 37-0343

明が必要です。

●日時

●「年金証書」を紛失したり汚した

８月５日（火）９:30〜12:00

りしたときは、「年金証書再交付申

※「農村環境改善センター」では、

請書」を提出してください。

偶数月に開催します。

「年金証書」は年金を受け取る権利

●問い合せ

更新を忘れずに！

のあることを証明する大事なもので

総務課（三田川庁舎） TEL 37-0330

「後期高齢者医療限度額適用・標

●結婚や養子縁組等で氏名が変わっ

は市町村長の証明又は、戸籍の抄本
か住民票を添付し、必ず「年金証

（上三津西）の指導をうけながら思い思いの料理を完成させて
いました。どの料理も出来栄えが良く審査も難航していました。
Bパート優勝の立野

保健

７月31日までとなっています。有効
期限が切れた後、更新手続きをしな

旧日本赤十字社救護看護婦及び
旧陸海軍従軍看護婦の皆様へ

Cパート優勝の苔野

【頑張ったで賞（２位）】
橋本沙奈(下三津西子どもクラブ)
【努力賞（３位）】
八谷かおり(横田子どもクラブ)

焼け具合を見ながら料理中

!!!

31日までの認定証をお持ちの人で対

先の大戦において、外地等（事変

象となる人には勧奨通知が送付され

書」を添えて提出してください。

地の区域又は戦地の区域）に派遣さ

ますので、三田川庁舎総合窓口係又

＊「ねんきん特別便」が届いた人で

れ、戦時衛生勤務に従事された旧日

は保健課（東脊振庁舎）で申請手続

分からないことがありましたら住民

本赤十字社救護看護婦及び旧陸海軍

きをお願いします。

課年金係又は、佐賀社会保険事務所

従軍看護婦の人（慰労給付金受給者

●問い合せ 保健課後期高齢者医療

にご相談ください。

を除く）に対して、その御労苦に報

係（東脊振庁舎） TEL 37-0345

第8回フラワーカップミニバレー大会
第８回フラワーカップミニバレー大会が５月25日、三田川小学校体育館
で開催されました。大会には町内外より16チームが出場。熱戦を展開しま
した。各部の優勝チームは次のとおりです。
Dパート優勝の横田
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●たまご焼きの部
【わくわく大賞（１位）】
原彪(大曲子どもクラブ)

●オムライスの部
【わくわく大賞（１位）】
杉山慎(永田ヶ里子どもクラブ)

いと通常の一部負担金や食事代を支
払うことになります。平成20年７月

各部の結果はつぎのとおりです。(敬称略)

【頑張ったで賞（２位）】
井上瞭(永田ヶ里子どもクラブ)
中園美結(諫里子どもクラブ)
２位が同点のため二人

準負担額減額認定書」の有効期限は

たときは、「年金受給権者氏名変更
届」の提出をしてください。届書に

年までの７名が、オムライスの部には小学４年から６年までの
９名が参加しました。参加した児童は栄養士の福光愛子さん

●保険証

福祉

【５年男子形２位】 亀川聖矢（横田）
【５年男子形３位】 江島恭平（横田）
【２年男子組手３位】 青山竜巳（川原団地）

町公民館主催の「子どもクラブ生活料理コンテスト大会」が

●印鑑

【ふれあい館】

とき必要となります。

本町出身の上位入賞者は次のとおりです。（敬称略）

５月18日に行われました。たまご焼きの部には小学１年から３

●重度心身障害者医療費助成受給者証

払金融機関変更届」を年金係又は社

す。また、各種の届出や年金相談の

Aパート優勝の箱川上分A

９日に東京武道館で行われる全国大会に出場します。

はらはら・どきどき︑かんせーい

重度心身障害者医療費
助成受給者証の更新

供や助言を行ったり、事業者や関係

子形の部で亀川聖矢君（横田）が２位に入賞し、８月

左から亀川聖矢君︵横田︶︑
江島恭平君︵横田︶︑青山竜巳君︵川原団地︶

機関と連絡をとりあったりする「佐

年金を受給されている人へ

【Dパート】横田

の形･組手競技におよそ350人が出場しました。５年男

s

福祉課福祉係（東脊振庁舎）

【Ａパート】箱川上分A 【Ｂパート】立野

11日、県総合体育館で行われ、小学生の男女別学年別

c

ートの優勝チームは次のとおりです。

i

業務担当 TEL 03-5253-5182

県空手道連盟主催の第20回県少年空手道大会が５月

o p

関2-1-2 総務省大臣官房管理室

場。４パートに分かれ熱戦を展開しました。各パ

- t

会場で開催されました。大会には32チームが出

n

〒100-8926 東京都千代田区霞が

o w

年金

障がいのある人やその保護者など

日、三田川中央公園多目的広場と三田川中学校２

t

佐賀地区障がい者総合相談窓口

今年度の地区対抗ソフトボール大会が５月18

●問い合せ

県少年空手道大会で入賞︑
全国大会へ

相談

地区対抗ソフトボール大会

【混成の部】カーコJAPANピンク（佐賀市）【女子の部】片山組（上峰町）
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シルバーケア吉野ヶ里（鳥ノ隈）で
はボランティアを募集しています。

で対応してください。

●参加費 無料（定員300名）

●場所 国立病院機構東佐賀病院

労働者が健康で文化的な最低限度の生

●問い合せ 吉野ヶ里町ミニバレー協

●問い合せ 佐賀市天神三丁目

薬理学教室 糖尿病センター２階

活を営むことができるよう、生活保護

●内容 ボランティアの趣味、特技を

会 TEL 52-1944

佐賀県立女性センター（アバンセ）

●内容

施策との整合性にも配慮することとな

活かした活動・室内や庭、車いすの清

ミニバレー協会佐賀県支部（小 ）

事業部｢参画週間記念フォーラム｣係

●「美味しく食べよう食事会」

ります。また、地域別最低賃金の不払

掃・食事の際のお手伝い・外出の付き

TEL 090-8220-2356

TEL 26-0011

●「健康食品って何？栄養補助食品っ

の場合の罰金額の上限が２万円から50

て何？」

万円に引き上げられます。

●「運動療法」

●産業最低賃金については、その不払

添い・手芸、習字など。
住民の皆様や学生で介護に興味があ

募集

る人の参加をお待ちしております。
●問い合せ

シルバーケア吉野ヶ里

（担当:杉 、古賀） TEL 55-6221

防衛省職員採用Ⅲ種
●受験資格 昭和62年４月２日〜平成
３年４月１日生まれの人

ラジオ体操・みんなの体操会

男性の育児参画セミナー
●日時

＊糖尿病に関心のある人ならどなたで

については、最低賃金法の罰則は適用

みんなの体操会」が吉野ヶ里町にやっ

①８月９日（土）10:00〜13:00

も参加いただけます。事前の申し込み

されなくなり、労働基準法の賃金の全

てきます。

②８月９日（土）13:00〜14:30

が必要ですので、７月４日（金）まで

額払い違反の罰則（罰金の上限額30万

●日時 ８月５日（火）６:00から

③８月31日（日）13:00〜14:30

に申し込みください。

円）が適用されます。

●場所

④８月31日（日）14:45〜16:00

●問い合せ・申込先

●障害により著しく労働能力の低い人

⑤９月 ７日（日）10:00〜12:00

東佐賀病院地域医療連携室

等に関する適用除外が廃止され、最低

平成20年度「夏期巡回ラジオ体操・

昭和33年に結婚された
ご夫婦は申し出を

ラ』（雨天時は三田川小学校体育館）

町では、金婚式を迎えるご夫婦に対

吉野ヶ里歴史公園『南のム

＊詳細は８月号でお知らせします。

●定員 ①②父親と５歳から９歳の子

担当 今村、柴田、毎熊

賃金の減額特例が新設されます。

（郵送）７月１日（火）〜７月17日（木）

し、敬老会において祝状及び記念品を

●問い合せ

ども30組 ③④父親と２歳から４歳の

TEL 0942-94-3748

●派遣労働者については、派遣先の地

（持参）７月16日（水）〜７月17日（木）

贈りお祝いします。これは結婚50年を

社会教育課 TEL 37-0340

子ども30組 ⑤80名

●試験区分

迎えられたご夫婦のますますのご健勝

一般事務、電気、機械、土木、建築

をお祈りしようというものです。

●受付期間

●申込み ７月１日（火）から申込み

東脊振幼稚園夕涼み会

域（産業）最低賃金が適用されます。
●時間額、日額、週額、月額で定める

体験入学に参加してみませんか？

を受け付けします。（先着順）

●日時 ７月19日（土）18:00から

こととされていた最低賃金額の表示単

つきましては、次の要件に該当され

国立唐津海上技術学校の体験入学に

●参加費 無料

雨天時は７月20日（日）

位が、時間額のみになります。

●問い合せ 九州防衛局総務部総務課

るご夫婦は、福祉課（東脊振庁舎）ま

参加してみませんか？詳しくはお問い

●問い合せ 佐賀市天神三丁目

●場所 東脊振幼稚園

●問い合せ 佐賀労働局労働基準部賃

人事係 TEL 092-483-8815

でお申し出ください。

合せください。

佐賀県立女性センター（アバンセ）

●内容 夜店、盆踊りなど

金室 TEL 32-7179

●金婚祝該当基準

●日にち ７月27日（日）、10月18日（土）

｢男性の育児参画セミナー」係

●問い合せ

●町内在住で昭和33年１月１日から同

●問い合せ 国立唐津海上技術学校

TEL 26-0011

東脊振幼稚園 TEL 52-2936

TEL 0955-72-8268

●1次試験日 ９月28日（日）

自衛官募集
●募集種目 ①航空学生②一般曹候補

年12月31日までに婚姻届を出されたご

生③２等陸海空士（男子）④２等陸海

夫婦。

空士（女子）

●町内在住で昭和32年12月31日以前

社会を明るくする運動

有明佐賀空港開港10周年！
有明佐賀空港が７月28日で開港10

ゆかたの着付教室

周年となります。多くの人にご利用い

●日時 ７月17日（木）19:30から

ただき４月には国内旅客定期便の利用

その他

●受験資格 ①高卒（見込み）21歳未

に婚姻されていたご夫婦で、祝状及び

満の人②③④18歳以上27歳未満の人

記念品の贈呈を受けられていないご夫

強調月間です。犯罪や非行は、地域社

●内容 ゆかたの着かた、簡単にでき

●受付期間 ①②④８月１日（金）〜

婦

会で起こるものであり、犯罪や非行を

る帯結び

９月10日（水）③年間を通して行って

●申出事項 ご夫婦の氏名、年齢、住

した人も、いずれ地域社会に戻ってき

●対象 町内在住者15名（先着順）

サマージャンボ宝くじ
7月14日（月）発売！！

います。

所、婚姻届出年月日、電話番号

ます。彼らを差別や偏見にとらわれる

●持参する物 ゆかた、半幅帯、腰ひ

この宝くじの収益金は、住みよいま

●１次試験日 ①９月23日（火祝）

●申出期限 ７月25日（金）

ことなく、一人の地域住民として受け

も２本、伊達締め１本、帯板、

ちづくりに使われます。

佐賀→東京（羽田） 東京（羽田）→佐賀
６:40→ ８:20
７:35→ ９:25

②９月20日（土）③受付後に指定

＊申し出後、本籍地の役所で婚姻年月

入れ、立ち直りを支援することが、一

●申込み ７月10日（木）までに中央

●発売期間

10:10→11:50

15:50→17:40

④９月28日（日）、29日（月）

日を確認させていただきます。ご了承

見遠回りのようでいて、安全･安心な地

公民館又は、東脊振公民館までお申し

７月14日（月）〜８月１日（金）

19:00→20:40

18:20→20:10

●試験会場 ①佐賀市文化会館

ください。

域社会の実現につながります。その意

込みください。

●抽選日 ８月12日（火）

②③④目達原駐屯地

●問い合せ 福祉課福祉係（東脊振庁

味で、「社会を明るくする運動」は安

●問い合せ

佐賀→大阪（伊丹） 大阪（伊丹）→佐賀
９:20→10:30
７:25→ ８:45

●問い合せ

舎） TEL 37-0343

全･安心の国づくり、地域づくりのため

東脊振公民館 TEL 52-3499

７月は「社会を明るくする運動」の

自衛隊佐賀地方協力本部鳥栖地域事務所

の重要な活動です。

TEL 0942-83-4077

●問い合せ 佐賀保護観察所

３年４月１日生まれの人

ミニバレー教室

企画調整課 TEL 24-4291

男女共同参画週間記念フォーラム
●日時 ７月５日（土）

●受付期間

●日時 ７月19日（土）20:00から

13:30〜16:00（開場13:00）

７月15日（火）〜23日（水）

●会場 三田川小学校体育館

●場所 アバンセホール

●1次試験日 ９月14日（日）

●参加資格 町内外問いません

●内容

●問い合せ 佐賀地方裁判所事務局総

●参加費 無料

●第１部：基調講演

務課人事第１係 TEL 23-3161

＊運動のできる服装でお越しください。

講師：斎藤美奈子さん

膝当てをお持ちの人はご持参ください

●第２部：それってどうなの？質問コ

（膝保護のため）

ーナー（日頃の違和感・疑問に斎藤さ

＊保険には加入していませんので各自

んがお答えします）

シルバーケア吉野ヶ里
ボランティア
15 YOSHINOGARI

糖尿病公開講座
●日時 ７月９日（水）12:00〜14:30
有(料広告︶

裁判所事務官Ⅲ種
●受験資格 昭和62年４月２日〜平成

催し

●場所 中央公民館 ２階和室

者数が300万人に達しました。これか
らもぜひ有明佐賀空港をご利用くださ
い。
【７月の運航ダイヤ】

７月１日から最低賃金法が
改正されます

15:30→16:50
●問い合せ 有明佐賀空港活性化推進

主な改定内容は次のとおりです。

協議会 TEL 25-7104

17:20→18:30

●地域別最低賃金を決定する場合には、

春・夏・秋・冬−四季折々、多数揃えております
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）

広報紙への有料広告を募集中です！
｢広報吉野ヶ里｣では、有料広告を募集しています。
●掲載料金（１回あたり）
【町内企業】
●問い合せ・申し込み
●縦５横17 5,000円
総務課秘書・広報係
●縦５横 ８ 3,000円
（三田川庁舎）
【町外企業】
TEL 37-0330まで
●縦５横17? 10,000円
●縦５横 ８ 5,000円
＊2色刷り(色の指定はできません)
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生まれてきてくれてありがとう

とおの

大相撲人気力士に拍手沸く
おもわず私も拍手応援
坂本
三好 徳子

おみな

語り部の嫗の語る遠野の民話
なまり
岩手訛は優しくも哀し
松葉
香月 啓子

げ

犬の目でみれば眼鏡は解しがたし
にんげん
人間はそれぞれわがままを往く
目達原
中島 南角

折をみて帰省の子らの賑やかに
この日の家居笑ひ声やまず
上中杖上
生島 愛子

歳とって出席出来ないさびしさに
かた
電話で語る時間の長さ
鳥ノ隈
福岡 ミワ

子

はつ夏の光きらめく田手川を
修学旅行の子らのぞきゐる
立野
土井 敏明

そろそろと冬物夏物入れ替ゆる
着もせぬ衣類の整理に戸惑ふ
吉田
中島

夜くればバレーの試合楽しみで
一喜一憂吾れも緊張
吉田
伊東 米子

照るもよし濡れてなほよし紫陽花の
いろ
やさしき彩に心和みぬ
伊保戸
中島 君子

砂利広場手持無沙汰に踏み行けば
きら星の如 雲母の光る
横田
宮地カヨ子

どんてん

曇天のわが狭庭に束の間を
名もなき花に群れる蝶かな
下三津東
松本メグミ

脳梗塞病みたる夫を励ますも
左手足に不安よぎりぬ
新宮田
中山 妙子

お

へや

からす

思ひ出のつまりし箱に七五三の
夫の袴も捨てきらずして
目達原
中村 悦子

あるじ

すえくろの

渉

幸

子等を待つ教室に筆持つ手をさすり
思いこもごも壁の染み見つ
箱川
真木千津子

主なき庭に淋しくあじさいの
雨にうたれて帰り待つごと
上中杖上
渡邊登志子

末黒野へ降りし鴉を見失なふ
講師
江
ら折り
ボタン咲く風車の丘の九つ十づ九

上豆田
伊東
青葉風ライトアップの唐津城

永田ヶ里
井上 春枝
ラディッシュを一粒添えて夏料理

西牟田紀美子

上石動
大坪カツヨ
ゆるゆると大河の流れエツ料理

上石動

香田きみえ

薔薇活けて心の隙間つくろへり

吉野ヶ里
岩鼻の新緑写す瀬音かな

大澤ヨシノ

苔野
真島 シツ
熟るる麦囲いに分校跡碑かな

箱川分校

田手
むす
もろ
滴りを双
手てに掬ぶ仏みち

田手
花田貴光絵
さら
大夕焼け﹁おくのほそ道﹂復習う日々

苔野
金子きぬ子
沙羅双樹咲く清水の涅槃門

生島 愛子

鳥ノ隈
田中千津子
とき
卯の花の乞わるる季となりにけり

上中杖上

神秘的神主さんのほうきまで
詫摩 綾子
蝶ネクタイやんちゃ坊主も凛となり

江口カズヨ

向井 初子
一言の重み感じたアドバイス

内証です貴方と結ぶ糸電話

大塚美代子
煩悩がああだこうだと若くする

山 スミ子
蛇の目傘昭和と共に去って行き

兵働巳登子

井上千代子

中島三千子

園田 示右
図太さは誰にも負けぬ山ガラス

麦秋の中を車で突き抜ける

電磁波が地球と結ぶ宇宙船

本番で消え入る声の発表会

香

三宅 あや
グミの赤真似して赤の紅をひく

橋本

山下麻の葉
倦怠期夫婦茶碗を買いました

思い出を包み流れる郷の川

松尾 久枝

橋本かのこ

雄

岡村 ハル
川音に子供にかえる思いする

避難袋中身は全部期限切れ

空腹に時計を覗くまだ十時

金谷
さあ来たと本番待って息をのむ

原 ミツエ

中村 恵子

今日の為技に磨きをかけてきた
荒木 靖子
肥満気味小さな碗で食べている

陶器市毎年買って使わない

武富 直人
欠け茶わん思い出つまり捨てきれず

山下貴美子
連れ添って夫婦茶碗が知る歴史

城野 憲子
雑草に負けてなるかと草をとり

上瀧 初代
上空を五・六回廻りツバメ発つ

吉岡 昌子
ガソリンの店頭価格に右往左往

佐藤 大輔
きっと来る幸せな日がいつの日か

橋口 千治
愛しくて恋の時間は粒になる

城野 浩二
許された嘘は悲しいまま残る

松尾寿美子
食べられるキノコ食べられないワタシ

西 久美子
手をかけた菜花は元気裏切らぬ

古川 清治
ほらこれが命の音と言う主治医

城野くみ子
夫婦仲イケメンよりも飽きぬ顔

松尾 利朗
マスコミへ口がヘの字になっている

西村 正紘
孫泣いて向かう所に敵がなし

真島 清弘
結び直した靴紐がやる気です

真島美智子
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寄附御礼

町では、次代を担う赤ちゃんの誕生を祝福し、町の発展につながる町民の慶

●老人クラブへ

びとしてともにお祝いし出生祝金を支給しています。支給方法を口座振り込み

●石丸 幸代様（立 野） 故 征男様

から支給式に変え直接手渡しするようにしました。

●樋口 信一様（萩 原） 故 眞砂様

５月27日、第１回目の支給式がきらら館で行われ、出生祝金を支給された人

● 田トミエ様（上中杖上分）

は次のとおりです。（４月申請者・受付順）
保

護

小形修一
川上鉄平
入嶋祐介
朝長芳昭
鶴 健一
金子秀豪
高橋 学
北原忠義
原 庸介
長野充貴
串間洋平
多良淳一
中村昭男

者

様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様

お子さまのおなまえ

蒼生（そう）くん
倖輝（こうき）くん
遥愛（はるあ）ちゃん
勇翔（ゆうと）くん
恩（めぐむ）くん
遥輝（はるき）くん
真由（まゆ）ちゃん
智弥（ともや）くん
斗佑真（とうま）くん
望虹奏（もにか）ちゃん
凛（りん）ちゃん
悠来（はるき）くん
智亮（さとあき）くん

地

（第２子）
（第２子）
（第２子）
（第２子）
（第３子）
（第１子）
（第３子）
（第２子）
（第２子）
（第３子）
（第１子）
（第３子）
（第４子）

区

目 達 原
上豆田団地
目 達 原
立
野
川原団地
萩
原
大塚ヶ里
田 手 村
横
田
横
田
下 豆 田
川原団地
永田ヶ里

●問い合せ 福祉課児童支援係（東脊振庁舎） TEL 37-0343

消費生活情報

携帯電話のパケット料
（通信料）が高額に･･･

事例１）就職活動に利用するため、パソコンと携帯電話をつないでネットに接続
し、情報のやり取りを行っていたところ、電話会社からパケット料金が80万円
と高額になっていると連絡があった。パケット定額制の料金プランに入っていた
ので、パケット通信は使い放題だと思い利用してしまった。（20歳代・男性）
事例２）自分の携帯電話を中学生の子供が使っていた。１曲350円の音楽を数曲
ダウンロードしていた。後日７万円のパケット料を請求された。
（40歳代・女性）
トラブルが起こる原因
携帯電話で音楽やゲームなどをダウンロードした場合、情報料のほかに通信費
用としてパケット料金がかかります。パケット料金は情報のデータ量によって課
金され、音楽やゲームはデータ量が多いです。又、パケット料金が別途かかるこ
とをパンフレット等に分かりやすく記載していないことにも問題があります。
さらに、パソコンを携帯電話につないでインターネットに接続した場合もパケ
ット料金は発生します。多くの携帯電話会社では、この場合のパケット料金はパ
ケット定額制の対象外となっています。しかし、そのことを知らずに利用してし
まっているケースもあります。
トラブルにあわないために
①携帯電話を契約するときは、契約内容の確認が重要です。通話、通信にかかる
料金、課金の仕組みを確認し、不明な点は必ず説明を受けましょう。
②パケット定額制を契約していても、対象外のケースがあるので、内容を確認し
ましょう。
③子供が携帯電話を利用する場合、利用について家族間でよく話し合い、使い方
だけでなく通信料についての認識を子供に持たせることも必要です。
④携帯電話の料金確認機能などを利用して、金額をこまめにチェックしましょう。
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

●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
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●まちの面積 43.94km2
●まちの人口（6月1日現在）
男性 7,754（＋ 10）
女性 8,288（− 6）
合計 16,042（＋ 4）
●世帯数 5,609（＋ 1）

7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

火 乳児健診【詳】 BCG予防接種【詳】

2

水

3

木 消費生活相談【詳】

4

金 行政・人権相談【詳】

5

土 図書室開放 9:00〜13:00 中央公民館・東脊振公民館 リサイクルセンター開放

6

日 リサイクルセンター開放

7

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

8

火

【燃】２区

9

水 12か月児相談【詳】

【燃】２区

【燃】B区

【燃】１区

毎週月曜

【燃】２区

【燃】A・B区

【燃】B区
【燃】A区
【牛】1・2区 【空】3区

11 金

【燃】２区

【燃】A・B区

12 土 図書室開放 9:00〜13:00 中央公民館・東脊振公民館 リサイクルセンター開放
13 日

9:00〜11:00

きらら館

一般町民

＊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。

【牛】3区 【空】1・2区

【燃】１区

１(火)

乳児健診

【４か月児】
13:00〜13:15

H20.３月生
母子手帳

きらら館

【７か月児】
13:15〜13:30

H20.12月生
H20年３月生まれ及び

BCG予防接種

１(火)

13:00〜13:15

きらら館

12か月児相談

９(水)

13:30〜13:45

きらら館

H19.７月生

母子手帳

２歳６か月児相談

15(火)

13:00〜13:15

きらら館

H17.11・12月生

母子手帳 健康相談票

おやこ教室(ワン・ツー体操)

23(水)

９:50〜10:00

きらら館

２歳以上の幼児

水筒(お茶)

３歳６か月児健診

25(金)

13:00〜13:30

きらら館

H16.11・12月生

母子手帳 健康診査票

おやこ教室(ドレミ広場)

28(月)

９:50〜10:00

きらら館

２歳未満の乳幼児

水筒(お茶)

２か月児相談

29(火)

13:00〜13:15

きらら館

H20.５月生

母子手帳

生後６ヶ月未満の未接種児

母子手帳 予診票

＊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。

14 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

15 火 ２歳６か月児相談【詳】

【燃】２区

16 水

【燃】B区

乳幼児個別予防接種

【燃】A区

予防接種（ワクチン）の種類

三種混合（ジフテリア・百日咳・ 生後３〜90か月児
破傷風混合ワクチン）

17 木 消費生活相談【詳】 ゆかたの着付教室【詳】

【燃】１区

【新】３区 【空】1・2区

18 金

【燃】２区

【燃】A・B区

図書室開放 9:00〜13:00 中央公民館・東脊振公民館 リサイクルセンター開放
東脊振幼稚園夕涼み会【詳】

【燃】１区【新】２区【空】１区 【燃】A区

22 火 温水プール休館日

【燃】２区

23 水 おやこ教室(ワン・ツー体操)【詳】

【燃】B区
【燃】A区

24 木 消費生活相談【詳】

【燃】１区

【新】1・2区 【空】3区

25 金 ３歳６か月児健診【詳】

【燃】２区

【燃】A・B区

26 土 図書室開放 9:00〜13:00 中央公民館・東脊振公民館 リサイクルセンター開放

本

脳

炎

28 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】

【燃】１区【新】１区【空】２区 【燃】A区

29 火 ２か月児相談【詳】

【燃】２区

30 水 もの忘れ相談室 15:00〜17:00 きらら館

指定医療機関
小森医院

【燃】A区

山田こどもクリニック

●カレンダー中の表示
【燃】燃えるゴミ【牛】牛乳パック、白色トレイ、ペットボトル【新】新聞広告、雑誌類、ダンボール【空】空缶、空ビン、有
害ゴミ、燃えないゴミ【粗】粗大ゴミ【東脊振1区】在川、大曲、松葉、横田、永田ヶ里、大塚ヶ里、辛上、中の原団地【東脊
振2区】永山、坂本、松隈、上石動、下石動、西石動、上三津東、上三津西、下三津西、三津住宅、白萩寮、下三津東、大曲ア
パート、川原団地、大曲宿舎、若葉台【燃えるゴミ三田川A区】新宮田、目達原、上中杖上分、苔野、吉田、萩原、鳥ノ隈、田
手村、田手宿、立野【燃えるゴミ三田川B区】吉野ヶ里、力田、衣村、伊保戸、曽根、上中杖、下中杖、上豆田、下豆田、箱川
上分、箱川下分、乙ノ馬手、下藤、田中【三田川1区】新宮田、目達原【三田川2区】上中杖上分、苔野、吉田、萩原、鳥ノ隈、
立野【三田川3区】吉野ヶ里、田手村、田手宿、力田、衣村、伊保戸、曽根、上中杖、下中杖、上豆田、下豆田、箱川上分、箱
川下分、乙ノ馬手、下藤、田中【詳】詳しくはお知らせページなどに掲載しています。

（月）

実施曜日

実施時間

月・火・水・金

9:00〜12:00
15:30〜17:00

木・土

たけうち小児科医院 月・火・水・金

【燃】B区

●平日の図書室開館時間 9:00〜17:00

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

ワクチンの副作用のため、現在、
和田内科小児科胃腸科
最所医院
７月20日 吉野ヶ里町吉田
予防接種勧奨を控えています。
神埼市神埼町神埼
（日）
TEL52-2452 【内・胃・呼】 TEL52-2021

●予防接種（通年接種分）委託医療機関

神埼市神埼町本堀
TEL52-2524

【燃】１区

しらいし内科
中尾胃腸科医院
７月６日 神埼市神埼町田道ヶ里 神埼市神埼町城原
TEL52-3848
TEL52-3295
（日）
【内・循】
【外・整外・胃・内】

＊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。
予診票が必要な人は、連絡してください。
７月21日

吉野ヶ里町上豆田
TEL52-1136（要予約）

27 日

日曜・祝日在宅当番医

対 象 年 齢

麻しん・風しん混合ワクチン（1期） 生後12〜24か月児

日

21 月

31 木 消費生活相談【詳】

持参するもの／母子手帳・予診票

平成14年4月2日〜
麻しん・風しん混合ワクチン（2期）
平成15年4月1日生まれ

20 日

19 YOSHINOGARI

健康相談

【燃】A区

10 木 消費生活相談【詳】

19 土

●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」 TEL 51-1618

保健行事

神埼市神埼町田道ヶ里
TEL55-6566

木・土
月〜金
土

9:00〜12:00
9:00〜12:30
14:30〜18:00
9:00〜13:00
8:30〜11:30
14:00〜17:30
8:30〜11:30

【内・小・胃】

神埼病院

神埼市神埼町田道ヶ里
TEL52-3145

【外・整外・胃】

古賀内科
神埼市千代田町境原
TEL44-2311 【内・小・胃】

ひらまつふれあいクリニック
７月27日 吉野ヶ里町目達原
（日）
TEL51-1110

和田医院

松本医院
８月３日 吉野ヶ里町下三津東
（日）
TEL52-4185

中下医院

ならもと内科医院
８月10日 神埼市神埼町本堀
（日）
TEL52-1525

神埼クリニック

【内・胃】

【内・小】

【内】

神埼市千代田町嘉納
TEL44-2046
【内・小】
神埼市千代田町
TEL44-2488

江
【内】

神埼市神埼町田道ヶ里
TEL53-1818 【内・胃・呼】

＊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
＊診療時間は、９時〜17時です。
さい。

●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
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 麻しん・風しん混合 平成７年４月２日〜
平成８年４月１日生まれ
接種が実施されます。なお、今年度されない人は対象年齢に達し ワクチン(３期)
次第接種となります。
●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

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

詳細について
は対象年齢の
人に個別通知
しています。
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第3回

8/3

日（日）

10時〜21時

●昼の部 東脊振中学校体育館北
田手川河川敷
●夜の部 陸上自衛隊目達原駐屯地
※駐屯地へは北門、正門、西門、南門から入ることができます。
※自衛隊正門からの車(バイク含む)の出入りはできません。

ふれあい祭り

●プログラム
開催予定イベント

・昼の部
東脊振中学校吹奏楽部演奏、
水中ビーチバレー、サッカー吉

野ヶ里カップ、バルーン係留
ニジマスつかみ取り、ニジマス

釣り堀、足湯、金魚すくいなど

・夜の部
自衛隊音楽隊演奏、盆踊り、

37-0330

千鳥綾歌謡ショー、
花火大会（1,000発）など

※雨天の場合は、昼の部は中止、
夜の部は翌日4日(月)に延期します。
●問い合せ 商工観光課
（東脊振庁舎） ℡37-0350
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