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目達原祇園社夏祭り
目達原祇園社の夏祭りが7月13日、真夏
を思わせる日差しの下で行われました。
祭りの目玉である子ども神輿が佐賀銀行
駐車場を火矢の合図で14時半に出発。ハ
ッピにハチマキ姿で威勢よく声を掛け、
商店街などを練り歩きました。

町花：さくら

町木：さざんか

ジャンボニンニク 吉野ガーリック

Yoshino Garlic
有機JASの認定を受け安全・安心な食をめざす

新しい地域特産物を創り︑作物を作る︑そして町をつくる︵町づく
り︶という理想を現実に変えるために︑活動している人たちがいます︒
その人達が汗と努力で築きあげてきた活動︑そして新たな特産物﹃吉
野ガーリック﹄を紹介します︒

﹃吉野ガーリック﹄誕生までのプロセス
今まで︑吉野ヶ里町の農業作物には米・麦・大豆の
ほかに園芸作物としてイチゴやアスパラガスが主要作
物であったが︑﹁吉野ヶ里町といえばコレ ﹂と︑す
ぐにイメージできる作物がないのが現状であった︒そ
こで︑﹁吉野ヶ里町は何が有名ですか？﹂と聞かれた
ときに﹁吉野ヶ里町は○○が有名ばい﹂の○○をつく
るため︑町農林課では幾度となく協議をし﹁ニンニ
ク﹂と﹁吉野ヶ里町﹂の町名をもじって﹁吉野ガーリ
ック﹂を○○に位置づけ︑新たな特産品としてアピー
ルしていきたいと考え︑この計画が始まった︒

そして︑出会い
計画はしたものの︑実際に作付けしてもらうため
にどうしたらいいかと︑町の担当者が考えていたとき︑
偶然︑松本農園︵上三津西︶へイチゴ狩りに行ったと
き︑イチゴハウスの端に植えてある巨大なニンニクと

出会い︑そのとき︑町の担当者が これだ と思い︑
松本農園を経営する松本茂さん︵上三津西︶にまち
おこしに使いたいと申し入れた︒

快 諾
松本さんは 年ほど前からイチゴハウスへのモグラ
の侵入を防ぐためにジャンボニンニクを作っていて︑
このため﹁吉野ガーリック﹂は松本農園のイチゴ同様
に減農薬栽培されている︒この栽培方法は松本さん
が試行錯誤の上できたものであったが︑松本さんは町
担当者からの申し入れを快く承諾された︒

﹁吉野ガーリック﹂は一般に市販されているニンニ
クとは品種が異なり︑西洋ネギ﹁リーキ﹂の一種で大
きなものは１㎏程あり通常のニンニクの５倍程ある︒
内部は４から６片に分かれていて︑電子レンジなどで
加熱して皮をむいて食べれば︑﹁ほくほく﹂していて︑
また︑通常のニンニクほどにおいも強くなくジャガイ
モ感覚で食べられる︒

いのししが嫌がる﹁吉野ガーリック﹂
年々︑いのしし被害が増えていて︑山間地はもちろ
んここ数年は中山間地まで被害が増大している︒その
結果︑遊休農地が増えている現状である︒そこで︑い
のししがニンニクを嫌がることから︑﹁吉野ガーリッ
ク﹂を中山間地域の新たな転作作物として耕作すれ
ば︑いのしし被害解消及び遊休農地解消も期待でき
る︒
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●﹁吉野ガーリック﹂については農林課︵東脊振庁舎︶まで
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昨年９月13日、町内の農家10名で「吉野ヶ里町にんにく部会（筒井佐千生部
会長）」を設立。計2,000㎡で栽培を始めた。
品質の均一化をはかるため、松本さんが今まで培ってきた栽培方法を基準と
して、栽培している。また、部会員全員でボカシ肥糧作りにも取り組んでいる。
『吉野ガーリック』は１株単位と３〜４片
１パックとして「さざんか千坊館」と「山
茶花の湯」で販売している。
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﹁吉野ガーリック﹂とは？

今後、
県の
「キラッと光る佐賀県の特産物づくりチャ
レンジ事業」
に取り組み、
『吉野ガーリック』
を町の特
産物として確立を目指し、
又、
消費者への安全・安心
な食材の提供という観点から、
有機JASの認可を受
けられるよう取り組んでいる。

『吉野ガーリック』を育てる「吉野ヶ里町にんにく部会」のメンバー

後列左から徳安輝雄（吉田）、松本茂（上三津西）、筒井佐千生（上三津西）、牛島洋（上中
杖）前列左から筒井一美（上三津西）、根木田昇（松隈）、北村光義（横田）、槙義勇（萩原）
【敬称略】

町職員を募集します
平成20年度吉野ヶ里町職員採用試験を次のとおり実施します。
【試験区分・採用予定人員･受験資格】 いずれも学歴は問いません。
試験区分

採用予定人員

受 験 資 格

一般事務

若干名

昭和58年4月2日から平成3年4月1日までに生まれた人で、平成20年4月1日以前から吉野ヶ
里町に住民登録をし、引き続き居住している人。ただし、就学、就職等で町外に転出している
人は受験できます。

保 育 士
幼稚園教諭

若干名

昭和58年4月2日から平成元年4月1日までに生まれた人で、保育士資格と幼稚園教諭免許の
両方を有する人。または平成21年3月31日までに取得見込みの人。住所制限はありません。

【第１次試験】
●試験日・場所
9月21日(日) 9時30分集合
佐賀西高等学校(佐賀市城内1-4-25)
第１次合格者発表
10月中旬（予定）
【受験手続及び受付期間】
●申込書･試験案内の請求
●窓口での請求
三田川庁舎総務課、東脊振庁舎総合窓口で交付します。
●郵便での請求
封筒の表に「採用試験申込書請求」と朱書きし、必ず120円切手を貼った、あて先明記の返信用封筒（角型2号）
を同封し請求してください。
●受付期間
8月22日（金）まで、土・日を除く8時30分から17時15分まで受け付けます。郵送の場合は、締切日の消印の
あるものまで有効です。
●郵送請求・受付・問い合せ先
総務課（三田川庁舎）〒842-8501 神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2 TEL37-0330

町職員人事異動
町では7月1日付けで人事異動を行いました。
●小川正己（議会事務局長→総務課長）
●中島晴喜（ダム対策課長→財政課長）
●馬場 満（財政課長→企画課長）
●古川輝英（建設課長→ダム対策課長）
●柿本一則（総務課長→建設課長）
●伊香賀敏孝（企画課長→会計管理者兼会計課長）
●田中 渉（会計管理者兼会計課長→議会事務局長）
●内田 新（福祉課副課長→福祉課参事）
●大野正雅（環境課参事→建設課参事）
●福島正佳（税務課副課長→環境課参事）
●野瀬郁代（住民課副課長→住民課副課長戸籍係長事務取扱）
●真島弘幸（住民課副課長戸籍係長事務取扱→住民課副課長）
●迎
初（財政課副課長管財係長事務取扱→
財政課副課長管財係長事務取扱兼財政係長事務取扱）
●池田正則（建設課副課長→建設課副課長建設係長事務取扱）
●古賀賢治（都市計画課副課長→税務課副課長）
●重松了二（財政課財政係長→福祉課副課長）
●中島治文（税務課納税係長→都市計画課副課長）
●野中基志（環境課下水道係長→環境課副課長）
●西村晴繁（都市計画課住宅係長→学校教育課副課長）
●福光正弘（学校教育課副課長→東脊振幼稚園副園長）
●米光由喜子（福祉課児童支援係長→住民課年金係長）
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●八谷ふみ子（住民課東脊振庁舎総合窓口係長→
住民課三田川庁舎総合窓口係長）
●前山 章（住民課三田川庁舎総合窓口係長→
住民課東脊振庁舎総合窓口係長）
●佐藤吉宏（東脊振公民館係長→農林課整備係長）
●三島幸夫（建設課建設係長→都市計画課住宅係長）
●鷲見昌尚（福祉課→社会教育課文化財係長）
●草野誠司（社会教育課文化財係長→東脊振公民館係長）
●前田知美（税務課→総務課）
●森 弘文（住民課→総務課）
●多良淳一（農林課→総務課）
●服部範一（建設課→総務課）
●川原憲光（農林課→財政課）
●山口健一（ダム対策課→企画課）
●土橋 香（総務課→住民課）
●八谷恵美香（農林課→住民課）
●仲千佳子（住民課→税務課）
●大坪健一（総務課→税務課）
●多良和孝（商工観光課→福祉課）
● 安俊亮（税務課→保健課）
● 安美香（住民課→農林課）
●福島伸裕（総務課→農林課）
●石井文和（総務課→建設課）
●田中さおり（企画課→商工観光課）
●福成浩一（保健課→農業委員会）

吉野ヶ里公園駅コミュニティーホールの管理者が

特定非営利活動法人（NPO法人）弥生吉野ヶ里に
変わりました
吉野ヶ里公園駅北口にあるコミュニティーホールの
管理運営が7月1日からNPO法人弥生吉野ヶ里（宮原
莊治理事長）に変わりました。
これは、民間事業者の能力を活用しつつ、地域住民
等に対するサービスの効果及び効率を向上させるため
にNPO法人弥生吉野ヶ里を指定管理者として指定しま
した。
このＮＰＯ法人は、平成19年2月の吉野ヶ里町合併
記念フォーラム「まちづくりを語ろう会」がきっかけ
となり、まちづくりを強く願う有志が中心となって、
これまで各分野で活躍された団塊の世代や地元住民の
江頭町長と宮原理事長ががっちり握手
パワーを結集して、歴史、文化、自然、農林物産など
吉野ヶ里町の特色ある観光資源を活用し地域活性化を
指定管理者となったNPO法人弥生吉野ヶ里の宮原理事
目的に設立されました。
長は「コミュニティーホールが吉野ヶ里町の観光発信基
今後は、吉野ヶ里歴史公園や町の玄関口である吉野
地となり、地域全体の活性化になれば」と話されました。
ヶ里公園駅及びコミュニティーホールに訪れた観光客
等を周辺の温泉施設や観光名所など地域への回遊につ
なげるため、弥生吉野ヶ里が中心となってコミュニテ
ィーホールを拠点として活動されます。

● 諸田事務局長から一言●

●問い合せ 商工観光課（東脊振庁舎）TEL 37-0350
吉野ヶ里公園駅コミュニティーホール
TEL 55-8255

ホールが変わります！テーブル、
椅子と県立図書館の本50冊を常
設しますので、涼しいホールで勉
強や会合にご自由にお使い下さい。
また、
休憩や井戸端会議も大歓迎
します！

●コミュニティーホールとは･･･町民のふれあいと産
業、観光及び文化の振興の向上に寄与し、明るく住
みよいまちづくりを推進するために設置されたもの
です。利用形態は従来と変わらず、町内に住所を有
する人又は町長が認めた人が利用でき、内容として
は作品展示に関する事業、行事案内及び各種資料等
を備え、その利用を図る事業、その他産業、観光及び
文化の振興等を図る事業に利用することができます。
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【後期高齢者健診】
●8月に「後期高齢者健診」の受診券や健診案内などを郵送します(申込は終了しました)。

病院などでも無料で受診できます
●病院などでは来年3月まで受診することができます。
【ご注意】受診には、「保険証」と「受診券」（Ａ4サイズ、ピンク色）の両方が必要で
す。持って行くのを忘れると受診できません。

【国保の特定健診】
病院などでも無料で受診できます
●病院などでは来年3月まで受診することができますが、メタボ又はメタボ予備群と判
定された人には特定保健指導を実施する必要があるため、年内の受診をお願いします。
【ご注意】受診には、「保険証」と既にお渡ししている「受診券」（Ａ4サイズ、きみど
り色）の両方が必要です。持って行くのを忘れると受診できません。

【9月の集団健診】
受診できる人は、先着120人まで！
●9月の集団健診では当初、後期高齢者健診・若年健診・国保の未受診者健診（特定健
診）を予定して日程などを決めていましたが、6月に社会保険などの被用者保険から依
頼があり、急きょ、被用者保険の被保険者の「ご家族」の皆さん（町内在住者）も集団
健診に参加することになりました。そこで、時間や医師数などには限りがあるため、や
むを得ず1日の定員を120人までとしました。あらかじめご了承ください。
【ご注意】
①すべての健診を合わせた来場者が120人になり次第、すべての健診の受付を終了しま
す。
②「保険証」と「受診券」のどちらか一つでも持っていない場合、早く到着していても

集団健診に参加する被用者保険は6団体のみ
●集団健診に参加して特定健診を実施する被用者保険は次の6団体のみです。これ以
外の被用者保険の加入者については受診することができませんので、ご注意ください。

被用者保険でも病院などで、特定健診を実施しています
【9月の集団健診に参加して特定健診を実施する被用者保険】
医療保険の名称

問い合わせ先

政府管掌健康保険

TEL 25-1568

佐賀銀行健康保険組合

TEL 25-4629

地方職員共済組合

TEL 25-7012

佐賀県市町村職員共済組合

TEL 29-0332

警察共済組合

TEL 26-5242

公立学校共済組合

TEL 25-7225

●問い合わせ●
保健課（東脊振庁舎）
TEL37-0345

6団体の加入者でも受診できるのは受診券を持つご家族のみ
●集団健診で特定健診を受診できる人は、「町内にお住まい」の被保険
者の「ご家族」のみで、かつ、「特定健診受診券」をお持ちの人です。
※現在「受診券」をお持ちでない人で、9月の集団健診の受診希望者は、
健診までに上記医療保険から、必ず「受診券」の交付を受けてください。
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後期高齢者健診・特定健診・若年健診のご案内

保健課からのお知らせ

★すべての健診を合わせ、先着120人まで
【9月の集団健診の内容】
健診名

対象者

内

重

容

要

健診に持参するもの
①保険証
②受診券
（国保 黄緑色）
（被用者保険 白色）
③受診票（国保のみ）

特定健診

40歳〜74歳

問診、身体計測、
腹囲測定、検尿、
血圧測定、血液検
査、診察

後期高齢者健診

75歳以上で
生活習慣病の
治療中でない人

特定健診に準じる

①保険証
②受診券（ピンク色）
③受診票

若年健診

20歳〜39歳

特定健診に準じる
（診察を除く）

①受診票

問い合せ先
【国保】
役場保健課
【被用者保険】
各医療保険
役場保健課
役場保健課
健康づくり係

※被用者保険からは事前に「受診票（問診票）」が配布されないため、会場で記入後、特定健診を受診する
ことになります。

【9月の集団健診の日程】
期 日
9月3日（水）
9月4日（木）
9月5日（金）
9月7日（日）
9月8日（月）
9月9日（火）

主な対象地区（目安）
目達原
吉田、上豆田
立野
萩原、横田
横田以外の旧大字大曲
旧大字松隈・石動・三津

会

場

受付時間

三田川健康福祉センター
「ふれあい館」
東脊振健康福祉センター
「きらら館」

午前8時30分〜午前11時
※ただし、定員になり次第終了

※受診者の集中を少しでも回避するため、人口の多い地区の日程を分けています。ここに掲載されていない
地区については、自由に選んでください。人口の多い地区などにお住まいの対象者でも、都合により、他の
日に受診しても構いません。

子宮がん検診・乳がん検診のご案内
【子宮がん検診】
検診日
対象者
会 場
9月23日（火）
9月24日（水）
ふれあい館
9月25日（木） 20歳以上の女性
11月 5日（水） （前年度受診者を除く）
11月 6日（木）
きらら館
11月10日（月）

受付時間

午前9時30分〜
午前10時30分

※検診希望者には受診票を送りますので、記入した受診票を持ってお越しください。
※受診票は会場にも準備しています。
【乳がん検診】
検診日
9月23日（火）
9月24日（水）
9月25日（木）
11月 5日（水）
11月 6日（木）
11月10日（月）

予約受付日
8月21日（木）
8月22日（金）
午前8時30分〜午後5時15分

10月 9日（木）
10月10日（金）
午前8時30分〜午後5時15分

対象者

会

場

40歳以上の女性
ふれあい館
（前年度受診者を除く）
【定員】50人
（1日当り）

受付時間

午前 9 時〜
午前10時50分

きらら館

※受診希望者には予約申込についての案内を送ります。受診票は予約申込後に送りますので、必ず予約申込
を行ってください。
※案内が届かなかった人で、受診希望者は、お問い合わせください。

●問い合わせ 保健課健康づくり1,2係（きらら館）TEL 51-1618
YOSHINOGARI 6

｢現況届｣をお忘れなく！

児童扶養手当の

児童扶養手当を受給されている人は、毎年８月１日
から８月31日までに｢現況届｣を提出することになって
います（所得制限で支給停止中の人も含みます）。｢
現況届｣を提出されないと、８月分以降の手当が差し
止められますので必ず提出してください。なお、対象
者の人には、個別に通知をします。
●児童扶養手当を受けることができる人
父母の離婚や父の死亡、１年以上の遺棄などにより、
父と生計を同じくしていない児童（18歳になった最初
の３月31日まで、または20歳未満の障がい児）を監
護している母または養育者に支給されます。
ただし、次のような制限がありますのでご注意くだ
さい。
●公的年金を受給されている人
●所得制限があり、一部支給や全額支給停止になる場

ら返還しなければなりません。資格が喪失するのは、
次のような場合です。
●受給者が婚姻したとき（正式に入籍していなくても、
男性と同居したり、定期的な訪問や生計の補助を受け
るようになった場合も含みます）。
●受給者や対象児童が公的年金を受けるようになった
とき。
●対象児童が婚姻したとき。
●対象児童を監護しなくなったとき（父の元に引き取
られたときなど）。
●対象児童が福祉施設に入所したときや児童福祉法上
の里親に委託されたとき。
●父の遺棄で認定されている人が、父と連絡がとれた
とき。
●問い合せ 福祉課福祉係（東脊振庁舎）

合があります（所得には養育費を含みます）。
●世帯を分けていても同居の家族がいる場合は、その
所得により全額支給停止になる場合があります。
●新規申請について
随時受け付けています。
認定を受けると、申請をした月の翌月分から支給さ
れます。
●資格喪失届について
手当を受けている人で、資格が喪失したときは、必
ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま
手当を受けていると、資格喪失事実の発生の翌月分か

TEL37-0343
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現在、使用されている｢ひとり親家庭等医療費受給資格証
｣の有効期限は８月31日までになっておりますので、更新
の手続きを行ってください。期間内に更新手続きをしない
と９月以降の医療費の助成が受けられなくなります。なお、
更新の対象者には個別に通知します。
●ひとり親家庭等医療費助成とは
母子・父子家庭の父母および児童などが、健康保険によ
り医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負担分（た
だし、入院時食事療養費は除く）の一部を助成します。
医療費の助成を受けるためには、受給資格の認定申請が
必要です。
●助成対象者
母子・父子家庭の父母とその養育する児童、父母のいな
い児童、一人暮らしの寡婦で所得が一定基準（児童扶養手
当の所得制限と同じ）を超えない世帯。
●母子・父子家庭の父母
20歳未満の児童を養育している人
●児童
18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある人

●一人暮らしの寡婦
かつて母子家庭の母であった人で、子どもが成人した
のち、なお、配偶者・同居人のいない人。ただし、後期
高齢者医療制度に該当しない人で健康保険の被保険者本
人
※所得制限
未申告の人は、受給資格が取得できない場合がありま
す。又、世帯を分けていても同居している家族がいる場
合は、その所得により医療費の助成を受けられない場合
があります。
●受付期間
８月25日（月）まで
●助成額
受給資格者が医療機関などで受診し、支払った一部負
担金から入院・外来を問わず１人１月500円を控除した
額
●問い合せ 福祉課福祉係（東脊振庁舎） TEL37-0343

『ねんきん特別便』

年金記録の確認にご協力ください！

両庁舎窓口に拡大読書器と
音声読上げ装置を設置しました
目が不自由な人の情報バリアフリーを促進するた
めに、役場の両庁舎と三田川保健福祉センター「ふ
れあい館」の窓口に拡大読書器と音声読上げ装置を
設置しました。
操作は簡単ですので、申請手続きの際などご自由
に利用ください。
●拡大読書器･･･文書などの文字を最大50倍まで画
面に拡大できます
●音声読上げ装置･･･音声コードがついている文書を
機械が読み上げてくれます
＊ふれあい館の窓口は、音声読上げ装置のみ設置し
ています。
●問い合せ 福祉課障害者支援係（東脊振庁舎）
TEL37-0343

ひとり親家庭等医療費受給資格の更新月間です

カンタン
操
作

音声読上げ装置

拡大読書器

●本年10月までに、すべての年金加入者の人に「ねん
きん特別便」が送付されます。
・会社にお勤めの人は会社を通じて、又は直接ご本人の
住所へ送付されます。
・農業、自営業、専業主婦、学生、パートの人には、直
接ご本人の住所に送付されます。
●年金記録のご確認をお願いします。
・届けられた年金記録に「もれ」や「間違い」がないか
記録の確認をお願いします。
・「もれ」や「間違い」がある場合もない場合も、必ず
回答をしてください。
＊３月までに青色の封筒で「ねんきん特別便」が届いた
人は、年金記録にもれがある可能性が高い人です。
・まだ回答書を送付されていない人は、必ず送付するか
「ねんきん特別便専用ダイヤル」に電話をかけてくださ
い。結びつく可能性のある納付記録の情報が提供されま
す。
●平成８年以前に旧姓で年金に加入していた人は特に注
意して記録の確認をしてください。
・結婚等により氏名が変わられた人の記録が、持ち主不
明の「5,000万件」の記録の中に多数存在することが見
込まれています。
これらの年金記録は、申出により速やかに記録と結び付

けられます。ご協力をお願いします。
●年金のことで不明な点などありましたら、お気軽にお
問い合わせください。
●問い合せ 「ねんきん特別便専用ダイヤル」
TEL 0570-058-555
佐賀社会保険事務所 TEL 31-4191
役場住民課年金係（三田川庁舎） TEL 37-0333
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ハッピーバースデイ̶ 吉野ヶ里町の宝 ̶

Happy Birthday

みどりづくりに役立てて
６月10日、三田川小学校の児童で
集められた「緑の募金」が同校を代

きたじまりゅうご

表して、広報委員会委員長の戸田慎

北島琉伍くん

英君（吉田）と副委員長の柿 雅美

平成19年８月８日生まれ
【吉田】

さん（田手宿）から「緑を増やすた

【家族からのメッセージ】
これからも元気いっぱいたく
ましく育ってネ♡

めに役立ててください」と町農林課
江口課長に贈られました。
この「緑の募金」は、森林の整備
や地域に密着した緑化の推進をはじ

ば

t

への支援など幅広い「森林・緑づく

o w

り」に役立っています。

募金を渡す戸田君（右）と柿 さん（左）

n t o

もしもに備えて
駐屯地災害派遣訓練が６月30日、目

p

達原駐屯地と町浄化センター周辺で

i

が、６月10日に佐賀市で開か
れた「佐賀県食生活改善推進協
議会総会」の席上、佐賀県会長
表彰を受賞されました。
福岡さんは、平成10年から
長きにわたり食育活動に推進さ
れており、現在も活躍されてい
ます。『私達の健康は私達の手
で』をモットーに、「よりよい
食生活をとおして、健やかな人
を育てる食育活動を推進した
い」と話されました。

意識の高揚」を目的に実施されました。

s

食生活改善活動に貢献

長の福岡キクヨさん（鳥の隈）

c

「災害対処能力の維持・向上」「防災
町食生活改善推進協議会副会

この訓練は井柳川が洪水となり、住宅
が浸水するなどの被害が発生したこと

【家族からのメッセージ】
いつも元気いっぱいの幸輝く
ん♡健康にスクスクと育って
ね！

あらき あやみ

荒木綾海ちゃん

平成19年８月19日生まれ
【上豆田】
【家族からのメッセージ】
あやみちゃ〜ん♡大きくなっ
てみんなでいっぱいあそぼう
ね。たくさん笑っていようね。
（あやねより）

【９月号募集】
●対象者 ９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 ８月８日(金)
●問い合せ 総務課秘書･広報係 TEL 37-0330

て行われました。
車両30両、航空機２機を含む目達原
駐屯地の部隊等で災害派遣部隊を編成
し訓練、また、災害発生を想定した現
場においては、空中部隊による被災状
況の航空偵察や、地上部隊による各種
水防工法を活用した土嚢積みが行われ、
水害等の有事に備えました。

食で育てる

平成19年８月19日生まれ
【立野】
【家族からのメッセージ】
パパとママの宝物♡元気に育
ってね！

いしかわ かずし

石川和志くん

平成15年８月６日生まれ
【目達原】
【家族からのメッセージ】
お誕生日おめでとう。これか
らも優しくて元気いっぱいな
お兄ちゃんでいて下さい。

まめ だ なつ き

豆田夏姫ちゃん

平成17年８月12日生まれ
【中の原団地】
【家族からのメッセージ】
誕生日おめでとう。これから
も元気イッパイでみんなに愛
される子に育ってネ!!
なかしま

中島あいちゃん

平成18年８月27日生まれ
【目達原】
【家族からのメッセージ】
いつも明るいあいちゃん。み
んなをもっと和ませてね!!

かきもと ちひろ

柿本千宙ちゃん

平成19年８月28日生まれ
【中の原団地】
【家族からのメッセージ】
元気いっぱい大きくなってネ

ふるさと納税制度がスタートしました

食農教育支援で見えてきた嬉しい変化〜」と題して講演会が開催されました。
講演会では「賢い子の子育て３つの原則」として早寝早起きを習慣化すること、そ
して親も子の生活習慣にあわせることや、朝食を必ずとることの大事さなど、藤 さ
んの子育て体験をまじえ
ながら述べられました。
最後に"「子育て」は
「自分育て」"子育てと
は、大事な時間を家族で
共有することと、本物の
農産物をさがす事が大事
と述べられ、その為には
地域とのネットワークを
つくり地産地消をするこ
とや食育教育（体験）が
大事と結ばれました。

北村優衣ちゃん

土嚢を迅速に作る自衛隊員

６月26日、吉野ヶ里幼稚園（箱川幼稚園から改称）で三神農業改良普及センターの
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平成19年８月25日生まれ
【下石動】

を想定に、自衛隊員約150人が参加し

藤 弥生さんを講師に招き「親（保護者）だからできる賢い食卓づくり〜これまでの

賞状を手にした福岡さん

ば こう き

馬場幸輝くん

め、緑の少年団やボランティア活動

きたむら ゆ い

食について講演する藤 さん

出身地や応援したい地方自治体へ寄附をした場合、 用意しております。
所得税や住民税（都道府県民税・市町村民税）が軽減 ①ひがしせふり温泉「山茶花の湯」入浴券（ペア）
される「ふるさと納税制度」がスタートしました。
②吉野ヶ里歴史公園絵葉書＋勾玉型の携帯ストラッ
寄附金の使途となる事業メニューは次のとおりです。 プ
●事業メニュー
③日本最初の茶樹栽培地である吉野ヶ里町産の釜
①自然環境の保全に資する事業
炒り茶「栄西茶」（100ｇ）
・田手川に蛍や魚を呼び戻すふるさとの川づくり
＊①から③のいずれかになります。
・さざんか自生北限地周辺の整備
●税金が軽減されます
②教育の振興に資する事業
所得税の確定申告を行うことで、所得税と翌年
・小・中学校の図書室にふるさと文庫の設置
度の住民税が軽減されます。
③高齢者の生きがいづくりに資する事業
この軽減される税の額は、寄附金額から5,000円
・老人世帯への声かけ支援
を差し引いた額が対象であり、軽減される額は、
④歴史と文化の保存・活用に資する事業
住民税所得割額の１割が上限です。
・吉野ヶ里歴史公園へ続くロマンの道づくり
また、町内にお住まいの人がご寄附いただいて
・日本最初の茶樹栽培地である霊仙寺一帯の保存
も税の軽減が受けられます。。
⑤町長おまかせ
●問い合せ 企画課（三田川庁舎）TEL 37-0332
●お礼の品
１口（5,000円）以上寄附された人には、お礼の品を
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神饌田御田植祭

わくわくの宿泊通学
小学校５･６年生40人が、共同生

６月27日、大塚ヶ里地区の水田

活をしながら学校に通う「宿泊通

で県内の若手の神主でつくる佐賀県

学」を体験しました。

神道青年会による神饌田御田植祭が

東脊振校区では農村環境改善セン

行われました。

ターで６月29日から７月５日まで、

この御田植祭は植えた早苗が無事

三田川校区では今年完成した三田川

に成長し豊かな稔りとなるように祈

児童館で７月６日から12日までの

願し、毎年、県内で１か所の水田を

それぞれ１週間、共同生活を送りま

指定し行われていて、ことしは大塚

した。食材の買い物や調理、後片付
け、掃除、洗濯等を通して自主性、
協調性を養うとともに、家族に対す
る感謝の気持ちを新たにしました。

ヶ里地区の中島武俊さん（大塚ヶ
上＝今日のメニューはハン
バーグ。大人顔負けの味付
けに大満足。（三小）
右＝みんなで作った特製
カレーは格別！（東小）

里）の水田に作付けされました。こ
こで作付けされた稲は有機農法で栽

代表し苗を丁寧に植える耕作者の
中島武俊さん（大塚ヶ里）

培され秋の収穫時に抜穂祭が行われ
その後、伊勢神宮で行われる神嘗祭
や県内の各神社に納められます。

里保育園児の年中・年長児42人と、吉野ヶ里

も願い事を書いてもらい７月７日まで飾られ
ていました。

ています。

揃えて「私たちは

６回目は、前期の実地研修で40名が参加し、吉野ヶ里町

三田川小学校の２
年生です。まち探
検をしています。

「日本茶栽培発祥の地を訪ねる〜脊振山霊仙寺跡を中心
して霊仙寺跡付近を見学しました。受講生の皆さんは、日

総務課職員から説明を聞く児童

か？」と言い、ご
挨拶。応対に出た職員に役場の仕事や職員数などを質問、熱心にメ

本茶についての歴史や吉野ヶ里町を茶樹栽培発祥の地とし
た歴史的背景などの話に、メモを取りながら熱心に聴き入

熱心にメモを取りながら講義に聴き入る
受講生の皆さん

っていました。

モを取っていました。
「まち探検」は低学年の生活科学習の中で、地域の人々とふれあ

ドラゴンフルーツの花が咲いた

うことができる生活力を養おうと実施されているもので、児童たち

竹の楽器に親しむ

はグループに分かれ、町内の協力事業所を回っていました。三田川

６月29日、バンブー（竹）を通して子どもたちとふれあう

香月勝利さん（松葉）の自宅横にあるビニ

庁舎ではそれぞれの課の仕事の説明を聞いた後、庁舎内の様子を興
味深く観察していました。又、最後には消防団の説明を聞き実際に
消防車にも触れて、児童たちは興奮していました。

短冊にねがいをこめて飾る園児

地域おこしグループ「さざんか塾」の多良正裕塾長が、
に」と題して午前中に講義を行い、午後からは現地見学と

お話を聞かせても
らってもいいです

今年の５月から前期10回、後期10回の計20回で開催され

事を目的に吉野ヶ里バンブーオーケストラによる「たけのこ

ールハウスで、６月下旬からドラゴンフルー

コンサート」が午前にきらら館で、午後にふれあい館で開催

ツの花が夜に咲き、甘いかおりを漂わせてい

されました。

ました。

コンサートには午前と午後で約120人が来場。バンブーの

香月さんは２年前からドラゴンフルーツの

神秘的な音色に見に来た子どもたちは聞き入っていました。

栽培を始め、今年、大きな花を咲かせました。

又、コンサートの合間に 楽器に触れよう！ と題して、来
場した子どもたちが、バンブーオーケストラのメンバーに手
ほどきをうけ、竹で出来た楽器を触ったり、音を出してみた

田んぼで泥んこ遊び
東脊振小学校「ふれあい子ども教室」の児童約60名が
６月18日、学校近くの田植え前の水田で泥んこ遊びを体
験。初めて田んぼに入る子どももいて、最初は恐る恐る足
を踏み入れていましたが、すぐに慣れた様子で、全身泥ま
みれになって泥水を掛け合ったり、走り回ったりして遊ん
でいました。

りしていました。最後は
会場に来た大人も子ど
もも一緒になって「お

ドラゴンフルーツの実

ドラゴンフルーツはサボテン科

の植

物で、南国の花のため管

理が難しく寒さに弱いため、ボイラーをたい
て冬場をしのぎ、現在では約120株を栽
培しています。
ドラゴンフルーツは直径30cmぐ

もちゃのチャチャチ

らいの花が咲いた後、実をつけ７

ャ」を、バンブーオ

月下旬から収穫が始まりました。

ーケストラの演奏
に合わ せ て配ら
れた竹べらをた
た い て い まし
た。

田んぼの中で大暴れ
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s

また、吉野ヶ里歴史公園では６月29日から
東口と西口に笹竹と短冊を設置し、来場者に

児童たちは、口を

賀大学の教員や、地域で活躍している人などを講師に迎え、

c

迎えていました。

やって来ました。

i

里歴史公園東口の階段側に設置され来場者を

小さな児童たちが

p

付けられた笹竹は７月７日の七夕まで吉野ヶ

「大学像を地域と共につくる」という言葉をモットーに佐

o

り物などと一緒に飾りつけていました。飾り

この講座は佐賀大学が「大学のレベル=地域のレベル」

川庁舎の総務課に

t

将来の夢などを短冊に書き、準備していた飾

６月17日、佐賀大学公開講座｢みんなの大学｣の第６回目
の講座が坂本修学院と霊仙寺跡付近で行われました。

-

七夕の飾り付けをしました。参加した園児は

６月12日、三田

お茶の歴史に興味津々

n

幼稚園（箱川幼稚園から改称）の園児99人が

まち探検隊がやって来た

t o w

ねがいをこめて

７月１日、吉野ヶ里歴史公園東口で吉野ヶ

竹で出来た楽器に触れる幼児

ドラゴンフルーツの花
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『訪韓少年の翼』に参加して②
「訪韓少年の翼」（佐賀県子どもクラブ連合会主催）が
３月25日から29日にかけて行われ、町内からも14名が参
加。韓国の釜山市や慶州市、麗水市などを訪問しました。
ここでは、参加した子どもたちの感想文をシリーズで紹
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

「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。

泥んこになり田植え体験
山茶花の湯（上石動）と松本農園（上三津西）の共催で「田植え・稲刈りツアー」の田植
えが上三津西地区にある松本農園の水田で行われました。
この企画は田植えを通じ家族でふれあってもらうことと、吉野ヶ里町をもっと知ってもら
うことを目的に行われ、町内外から参加者があり遠くは福岡市から参加した人もいました。
この日、約200m2の水田に
1時間半程かけて1株ずつ丁寧
に愛情を込めて植え、はじめ
は足をとられて動けなかった

尾啓至

人も終わる頃には、なれた手
付きで次々に植え付けていま
した。参加者は終了後、松本
農園で旬の野菜やいのししの
肉などを食べ、その後、山茶
疲れた体を癒して吉野ヶ里を

p

苗を丁寧に植える付ける参加者

t o

満喫して帰りました。

n -

花の湯に行き温泉につかって

o w
i
c

横田と上豆田が優勝

s

次の日はサンボン初等学校にもどりました。たった一泊だった
けど一週間ぶりに友達にあった気がしました。ホームステイの人
と別れるのは少しさびしかったけど、少しほっとしました。もう
一つ心に残ったところは、ナザレ園です。そこには、日本のおば
あちゃん達がいました。みんな元気に笑顔とはく手で、ぼく達を
迎えてくれました。日本の童謡を歌うと、おばあちゃん達もいっ
しょに歌ってくれました。うれしそうに、なつかしそうに歌って
くれました。「どこから来たの。」や「どうやて来たの。」など
を聞かれました。話をしていたら、すぐに時間が来てしまいまし
た。帰る時は、おばあちゃんは、さびしそうに見えました。
この研修で、いろいろな経験をし、いろいろな人におせわにな
りました。特にリーダーにはいろいろなことを教えてもらいまし
た。友達もたくさんできました。これからも、もっといろいろな
国に行ってみたいと思います。カムサハムニダ。

t

ぼくは訪韓少年の翼でいろいろなことを経験しました。その中
で一番心に残ったのはホームステイです。家族は４人で子どもが
２人でした。一人で知らない家に一泊するのは、心配しました。
だけど、とても優しくしてくれたのでよかったです。デパートに
行ってノートとおかしとくつ下を買ってもらいました。
夜ご飯は、家でプルコギを食べました。とてもおいしかったの
で、何杯もおかわりしました。
日本から持っていったおみやげをわたすと、日本語で「ありが
とう」と、言ってくれたので、とてもうれしかったです。韓国で
は、もうすでに新学期が始まっていたので、夜になるとお姉さん
は英語の勉強をしていて、弟はパソコンをやっていました。
ほかの家でも、パソコンはほとんどあるらしく、日本と変わらな
いなと思いました。テレビを見ていたら、日本のアニメのドラゴ
ンボールやクレヨンしんちゃんなどがあっていました。

町子どもクラブ連絡協議会主催のキックベースボール大会とミニバレーボール大会が６月
14日、三田川小学校グラウンドと同校体育館で開催されました。
キックベースボール大会には15チーム、ミニバレーボール大会には12チームが出場。保護

三田川小６年 山下野乃花
わたしは、今まで外国どころか、九州を出たことさえなかったの
で、この研修をすごく楽しみにしていました。ビートルで、海をこえ
た後、ようやく韓国に着きました。そのとき思ったことは、「言葉が
ちがうだけで、日本とにている。」ということでした。少し、想像し
ていた韓国とはちがっていました。日本よりも人口が少ないので、
ビルはあまりないと思っていましたが、日本と同じぐらいだったの
で、びっくりしました。
最初に、ナザレ園に行きました。ビデオを見た後、おばあさん達
に会いました。平均年齢が86歳で、すごく年をとっているはずなの
に、ものすごく元気でした。おばあさんは89歳で、新潟県から来た
そうです。「新潟は、米が日本一！」とか、「ここでは毎日バイキン
グだよ」などと、いろいろな話をしてくれました。帰るときに、おば
あさんとは思えないすごい力で、手をにぎってくれたのが、印象的
でした。
２日目は、観光がほとんどでした。仏国寺では、６枚ぐらい写真
をとりました。とても大きい寺だと思いました。古墳公園では、す
なの山があると思ったけど、本当は昔の人の墓だときいておどろき
ました。その後は、４時間バスに乗っていましたが、その間に、２回
買い物をしました。飲み物しか買えませんでしたが、２日目で一番
楽しかったのがこの買い物でした。始めてウォンを使いました。韓
国へ来たという実感がしたのもこのときからでした。明日のホーム
ステイがすごく楽しみになりました。
３日目は、ついに一番楽しみにしていたホームステイがありまし
た。午前中は観光をして、１時半からずっと練習をしていたおどり
をしてから、ホームステイの家族の所へ行きました。最初は、民族
村みたいな所へつれていってくれて、アイスとかぼちゃでできたあ
めをくれました。友達も同じコースでした。
次は、博物館へ行きました。本当は閉まっている時間なのに、わ
ざわざ開けてくれていました。次は、焼肉屋本店に食べに行きまし
15

た。肉は意外に量が多かったです。韓国の人がキムチを焼いていた
ので、ためしてみたら、ものすごくからかったです。最後に、買物に
つれていってくれました。カゴがものすごく大きかったです。家族
の人が、おやつをポンポンとカゴの中にほうりこんで、あっと言う
間にカゴ半分まできたので、「もういいですよ」と小さい声で言う
と、今度は２階へ行って、ラッピング用紙を買ってくれました。ダン
ボールにつめてくれて、家に持ち帰りました。家では、４歳ぐらい
の男の子が、30分ぐらいすごく笑わせてくれました。
次の日の朝、朝食は、目玉焼きと、韓国風みそしると、白ごはん
などでした。中学生の人とお別れした後、小学校に行きました最後
に手をいっぱいふったあと、バスに乗ってもまだ手をふっていまし
た。そして、バスが出発したとき、まどの外を見ていると、同じ家族
だった女の子が、バスに向かって走っていました。それを見ている
と、泣きそうになりました。ホームステイの時間は、すごく短かった
けど、すごく楽しかったです。もう少し長く過ごしたかったです。
午後からは、観光をしました。ロッテ免税店で買い物をしました。
そして、韓国最後の夜なので、お別れ会をしました。４班のダン
スが、一番楽しかったです。みんなでかたを組んで、歌を歌って終
わりました。ベットにもぐって、しばらく明日のことを考えていまし
た。日本に帰りたいとも思うし、帰りたくないとも思いました。でも、
明日になってから考えようと思って、ねました。
５日目、韓国最後の日です。この日は、キムチ民芸店に行って、お
みやげを買うだけでした。そして、ビートルに乗って、日本へ帰りま
した。たった５日間外国に行っただけなのに、日本がなつかしく感
じました。
この５日間、韓国に行って、いろいろな物を見たり、いろいろな
体験をして、本当に楽しかったです。できれば、また行きたいと思
います。

者の応援を受け、優勝目指して熱戦を繰り広げました。競技の結果、キックベースボールは
横田Bチームが、ミニバレーボールでは上豆田チームが優勝しました。

キックベースボール大会優勝の横田Bチーム

ミニバレーボール大会優勝の上豆田チーム

20年度吉野ヶ里町軟式野球ナイター選手権大会
町体育協会主催の20年度軟式野球ナイター選手権大会が５月12日から６月
25日まで、中央公園野球場で開催され、10チームが参加しました。決勝へは
役場と肥前精神医療センターが進出、３対３で決着がつかず特別ルールで役場
が勝ちました。結果は次のとおりです。
【優勝】吉野ヶ里町役場
【準優勝】肥前精神医療センター
【最優秀選手賞】大坪健一（役場）
【優秀選手賞】酒井伸吾（肥前精神医療センター）
【敢闘賞】古川正則（役場）
優勝した吉野ヶ里町役場のメンバー
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農家子弟、就農希望の兼業農家、新

福祉課障害者支援係(東脊振庁舎)

規参入希望者

TEL 37-0343

●問い合せ JAさが神埼郡支部園芸
販売課（担当：高尾）TEL 53‐3767

相談

三神農業改良普及センター（担当：

【農村環境改善センター】

権藤）

●日時

TEL 52-1231

12:00

多重債務相談窓口のご案内
無料もの忘れ相談室

行政･人権相談

佐賀財務事務所では多重債務相談

８月５日（火）９:30〜

●問い合せ

不安がある人及びその家族

いほどの借金を抱えお悩みの人から

総務課(三田川庁舎) TEL 37-0330

●相談を受ける先生

の相談を無料でお受けし、必要に応

肥前精神医療センター医師

じ弁護士・司法書士などの専門家に

杠岳文 先生、森崇洋 先生

引き継ぎを行います。

催し

●実施予定日 ８月27日(水),９月24

お気軽にご相談ください。

日(水),10月29日(水),11月26日(水

●相談日時 月曜日〜金曜日

),12月24日(水)時間はいずれも15：

９:00〜12:00、13:00〜17:00

00から17：00 １人30分程度

●場所

精神保健「患者・家族講座」
のご案内

＊予約制ですので事前に申し込んで

福岡財務支局佐賀財務事務所

佐賀中部保健福祉事務所では、精

ください。

佐賀市駅前中央３丁目３番20号

神障害者（主に統合失調症）の患者

●場所

（佐賀第２合同庁舎）

さんやご家族を対象に「患者・家族

●問い合せ TEL 32-7161

講座」を開催します。

●問い合せ・予約先
福祉課地域包括支援センター(東脊振
庁舎)担当:江川 TEL 37-0344

佐賀地区障がい者
総合相談窓口
障がいのある人やその保護者など

園芸新規就農相談窓口を
開設します！

●場所 佐賀中部保健福祉事務所 別館

●９月18日（木）統合失調症のリハ

機関と連絡をとりあったりする｢佐賀

ビリテーション

「本格的に農業に取り組みたい」

地区障がい者総合相談窓口｣を開所し

●10月2日（木）利用可能な社会福

「農業に興味がある」「新たな園芸

ています。相談は無料です。心配事

祉制度について

品目に取り組みたい」という人を対

など気軽に相談してください。

●10月16日（木）社会復帰に向けて、

象に神埼市役所に月１回相談窓口を

●日時 毎週月･木曜日(祝日も可)

就労準備、各種訓練他

設置します。相談希望の人はご連絡

10:00〜19:00

＊参加希望の人は事前に佐賀中部保

ください。

●場所 ほほえみ館3階(佐賀市兵庫町)

健福祉事務所まで申し込んでくださ

●相談日 毎月第３水曜日（８月から）

※相談は電話かFAXで受付けます。

い。すべて受講できない人も大歓迎

●時間 ９:00〜12:00

●相談電話･FAX番号

です。

●場所 神埼市役所

TEL 36-9131 FAX36-9132

●問い合せ 佐賀中部保健福祉事務

有(料広告︶

所精神保健福祉担当 TEL 30-1691

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）

やさしさのスイッチが入るとき
土本亜理子

くつろぎを知る大人の骨董生活入門
安河内眞美

かえるのピータン
どい かや

ハイ・フォースの地主屋敷
フィリップ・タナー

ローバー
マイケル・ローゼン

キャシーのぼうし
トルーディ・クリシャー

食堂かたつむり
小川 糸

「和」の行事えほん
高野紀子

ババールのたんじょうパーティ
ロラン・ド・ブリュノフ

親の品格
坂東眞理子

白川静さんに学ぶ漢字は楽しい
小川鉄郎

悪玖夢博士の経済入門
橘 玲

雨がふったら、どこへいく？
ゲルダ・ミューラー

Ｂ型自分の説明書
じゃめ・じゃめ

５年３組リョウタ組
石田衣良

越境者 松田優作
松田美智子

●８月19日（火）統合失調症とは？

供や助言を行ったり、事業者や関係

掛軸専門店

イニシエーション・ラブ
乾 くるみ

【日にち・内容】
統合失調症の治療について

31年の実績と信用

この子を教えるのは、わたしかもしれない
ワールド・ビジョン・ジャッパン

●時間 13:30〜16:00（受付13:00〜）

からの相談に応じ、必要な情報の提

春・夏・秋・冬−四季折々、多数揃えております

カツラ美容室別室
山崎ナオコーラ

16:00

窓口を開設しました。返済しきれな

「きらら館」相談室

被 取締役新入社員
安藤祐介

９月５日（金）13:30〜

●対象 もの忘れや認知症について

東脊振健康福祉センター

桃山ビート・トライブ
天野純希

【ふれあい館】
●日時

東脊振公民館の図書室に新しい本が入りました︒
この中から一部をご紹介します︒

●問い合せ

●今回１１２冊の新しい本が入りました︒
●図書室は東脊振公民館︵東脊振庁舎西︶にあり︑児童書は１階の親子図書室︑
一般書は２階図書室にあります︒
※図書カードはお持ちですか？町内に在住・お勤めの人に随時発行しています︒
１枚のカードで︑中央・東脊振両公民館の図書室の本が借りられます︒

●対象者 JAさが神埼郡支部管内の

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)

●中央公民館･東脊振公民館図書室の開館日/月〜金(９時〜17時)･土(9時〜13時)/ただし祝日･年末年始を除きます。
17 YOSHINOGARI
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お盆の犬･ネコ捕獲引取業務
佐賀中部保健福祉事務所による犬と

環境

お盆のゴミ･し尿収集
【ゴミの収集】
８月13日（水）〜15日（金）のごみ

【し尿の汲み取り】

募集

請求書は、東脊振庁舎福祉課の窓口に
置いてあります。

となります。

資格要件などのお問い合わせは、次の

佐賀中部広域連合消防職員

防事務組合総務課、神埼市役所総務課、

佐賀センター（佐賀市兵庫町若宮）

吉野ヶ里町役場総務課

●申込み・問い合せ （独）雇用・能

●受験資格・受付期間 詳細について

力開発機構佐賀センター

は神埼地区消防事務組合消防本部総務

TEL 26-9498

課までお問合せください。

●休業日

独立行政法人平和祈念事業特別基金ま

●試験区分 消防

●申し込み･問い合せ

８月13日（水）〜15日（金）

で

●採用予定人員 15名程度

神埼地区消防事務組合総務課

＊県動物管理センター（佐賀市三瀬

●無料電話 0120-234-933

●受験資格

TEL 52-3291

村）の引取･返還業務は通常どおりで

（月〜金曜 ９:15〜17:15）

●大卒程度 昭和55年４月２日〜昭

目達原自衛隊ふれあいコンサート

す。

●ホームページ

和62年４月１日生まれの人

夏の夜のひと時をご一緒に「ふれあ

●問い合せ

http://www.heiwa.go.jp

佐賀中部保健福祉事務所
TEL 30-1906

収集は通常どおりです。詳しくは、ご

せん。

臣名の書状等を受けた人も対象）

猫の捕獲･引取業務は、次の3日間休み

岩手・宮城内陸地震の被災者
に対する義援金募集について

福祉

みカレンダーをご確認ください。また、
直接搬入についても同様に変更ありま

贈呈しています。（過去に内閣総理大

母子家庭のお母さんの
ための準備講習会

●高卒程度 昭和59年４月２日〜平

催し

自衛官募集

いコンサートinトス 08」

成３年４月１日生まれの人

●募集種目 ①航空学生②一般曹候

入場は無料ですが、入場整理券が必要

(大卒者及び大卒見込み者を除く)

補生③２等陸海空(男子)④２等陸海

です。

●救急救命士 昭和55年４月２日〜

空(女子)

●日時 ９月５日(金)

平成元年４月１日生まれの人

●受験資格 ①高卒(見込み)21歳未満

19:00〜21:00(18:30開場)

岩手・宮城の地震被災者に対する義

＊救急救命士の免許を有する人

の人②③④18歳以上27歳未満の人

●場所 鳥栖市民文化会館大ホール

援金を募集しております。募金箱につ

●受付期間 ８月15日(金)まで

●受付期間 ①②③ ８月1日（金）

●出演

いては、次の場所に設置しております

(土・日曜日は除く)

〜９月10日（水）③年間を通して行っ

●陸上自衛隊目達原駐屯地音楽部

ので、皆様のご支援をよろしくお願い

●第１次試験 ９月21日(日)

ています。

●陸上自衛隊西部方面音楽隊 他

●お盆前の申込 〜８月５日（火）

（多久市）が民間の教育訓練機関に委

します。

●案内･申込書交付場所

●試験日 ①９月23日(火祝)

●入場整理券配布場所 目達原駐屯地、

●申込先

託して行う職業訓練前の母子家庭のお

●募金箱設置箇所

佐賀広域消防局の総務課、各消防署(

②９月20日(土)③受付後に指定

吉野ヶ里町役場（三田川庁舎総務課、

環整工業 TEL 52-2718

母さん対象の講習会です。

●三田川庁舎、東脊振庁舎

分署･出張所を含む)、佐賀中部広域連

④９月28日(日)、29日(月)

東脊振庁舎総合窓口係）＊当日、入場

三神清掃社 TEL 52-3706

●定員 10名

●吉野ヶ里町中央公民館

合総務課

●試験会場 ①佐賀市文化会館

の制限をする場合があります。

●休業 ８月13日（水）〜17日（日）

この講習会は、県立産業技術学院

●問い合せ

●対象者 仕事を探している「母子家

●三田川健康福祉センター

＊郵送を希望される人は、封筒の表に

②③④目達原駐屯地

●問い合せ 目達原駐屯地広報室

環境課（三田川庁舎） TEL 37-0335

庭のお母さん」

｢ふれあい館｣

「採用試験申込票請求」と朱書きし、

●問い合せ 自衛隊佐賀地方協力本部

TEL 52-2161

●講習日時 ８月25日（月）〜

●東脊振健康福祉センター

140円切手を貼ったあて先明記の返信

鳥栖地域事務所

８月27日（水） ９:30〜15:30

｢きらら館｣

用封筒（定形外角形２号）を同封して

TEL 0942-83-4077

●参加費 無料

●吉野ヶ里町町民憩いの家

ください。

●応募期限 ８月21日（木）

●さざんか千坊館

●申し込み･問い合せ

リサイクルセンター資源物収集
●日時

よみがえる弥生都市
九州国立博物館において、北部九州

若者自立支援セミナー

三県姉妹遺跡締結10周年記念事業「よ

８月３日（日） ８:30〜17:00

●申込先

●ひがしせふり温泉｢山茶花の湯｣

佐賀広域消防局総務課人事係

【セミナー①】職業ふれあいセミナー

みがえる弥生都市」と題し、トピック

●場所

有限会社マザー TEL 33-2241

【中国・ミャンマーの被災者に対する

TEL 30-0111

「飲食業、(薬品)小売業、美容業」

展示、シンポジウムや体験事業等を開

吉野ヶ里町リサイクルセンター（東脊

●問い合せ 佐賀県雇用労働課

義援金について】

振IC前）

職業能力開発 担当:高井

●収集する物

TEL 25-7310

新聞、雑誌、牛乳パック、トレイ、ダン
ボール、アルミ缶、ペットボトル
●問い合せ
環境課（三田川庁舎） TEL 37-0335

中国・ミャンマーの被災者に対する
義援金を募集しましたところ、合計で

神埼地区消防事務組合職員
（消防吏員）

●日時

催します。

８月21日（木）14:00〜16:00

●期間 ８月20日
（水）
〜11月16日（日）

【セミナー②】自分みがきセミナー

●場所 九州国立博物館（大宰府市）

99,885円のご支援を頂きました。義援

●採用予定人員 ７人

「夢や目標に日付をいれよう！」

●内容

特別記念事業、恩給欠格者、
戦後強制抑留者、引揚者の皆様へ

金については、日本赤十字社へ送金さ

●1次試験日 9月21日（日）

●日時

●トピック展示
「よみがえる弥生都市」

せていただきました。暖かいご支援あ

佐賀県市町等職員採用統一試験（高校

８月28日（木）14:00〜16:00

●シンポジウム 「よみがえる弥生都

いわゆる恩給欠格者、戦後強制抑留

りがとうございました。

卒業程度）

●受講料 無料

市̶邪馬台国時代のまちづくり」ほか

者、引揚者の「ご本人」に、あらため

●問い合せ

●試験場所 県立佐賀西高等学校

●定員 各30名（申し込み順）

●問い合せ

て内閣総理大臣名の『特別慰労品』を

福祉課（東脊振庁舎） TEL 37-0343

●案内･申込書交付場所 神埼地区消

●会場 （独）雇用・能力開発機構

（長崎県学芸文化課）TEL095-894-

三姉妹遺跡事業事務局

山茶花の湯 夏休み企画！ ８月は毎週日曜日バラ風呂！
※女湯のみです。ごめんなさい。

★7月19日〜8月31日 夏休みスタンプラリー開催！

社会福祉法人 久栄会 ≪さざんか園≫
「さざんか園小規模多機能型居宅介護事業所」のご紹介
この事業所は、介護保険法改正により厚生労働省が平成18年４

20ポイントを貯めるとガラガラ抽選会へ参加可能！（抽選会8月26日〜9月1日）

月、新たに「施設」から「在宅」へと制度化した施設です。

入浴フリーパス券など豪華賞品を当てよう！

「通い」を中心に「泊まり」「訪問」の３つのサービスを組み

★「広報吉野ヶ里８月号」限定サービス！

合わせて提供する在宅介護サービスです。

「広報吉野ヶ里８月号」持参でポイント5個サービス！（８月31日まで）
佐賀県神埼郡吉野ヶ里町石動76-2
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有(料広告︶

有(料広告︶

3384

◎お問い合わせは
TEL 0952-53-2619

是非、見学においで下さい。

53-2877（担当：江頭）まで

場所：吉野ヶ里町大曲3475番地2
(デイサービスさざんか園と同じ敷地内)
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県では燃料の高騰にお悩みの中小企

【三田川庁舎】

●金融支援 県農林水産商工本部商

●日時 ８月７日（木）９:00〜12:00

工課 TEL 25-7093

【きらら館】
●日時 ８月27日（水）９:00〜12:00

なご

大宰府の夏越しの祓おごそかに
しんじ
かたしろ
心字の池に形代の舞ふ
上中杖上
渡邊登志子

はらへ

老老介護常に此の身の健康を
保ちゆかねばと身に染みて思ふ
上中杖上
生島 愛子

ゆくりなくどんたくに会ひ頂きし
しゃもじ叩きて幼なのはしゃぐ
横田
宮地カヨ子

燕くる禁裏御用の窯のれん
講師
江
渉
くちなし
白々と梔子に降る雨しとど
上中杖上
生島 愛子

幸

井上 春枝

本丸の座敷に活ける肥後菖蒲
上豆田
伊東

夏椿細川邸の欅床
永田ヶ里

片陰が何よりの場と車椅子
上石動
大坪カツヨ

丸木舟削る遺跡の夏野かな
上石動
西牟田紀美子

雫して雨に添ふ花濃あじさい
吉野ヶ里
香田きみえ

友訪ふや風鈴の音に迎えられ
苔野
真島 シツ

濃あじさい今朝の起居をかるくせる
田手
大澤ヨシノ

はりし

新樹晴れときに鍼師の顔らしく
田手
花田貴光絵

し、エネルギーコストの削減案を提案

おやじ会のホームページ
ができました

しています。診断の結果、エネルギー

吉野ヶ里おやじ会｢Golden Arms｣

コスト削減のために設備投資が必要に

(大隈克也代表)のホームページが立

なった場合は、借り入れの際の信用保

ち上がりました。ホームページでは、

●老人クラブへ

証料を県が全額負担する特別融資を受

会の概要や活動履歴を紹介していま

●深堀マサ子様（立野） 故正躬様

けることができます。

す。また吉野ヶ里おやじ会では、引

●手塚 寛行様（萩原） 故静雄様

●対象企業 年間の光熱水費が概ね

き続き会員を募集しています。皆さ

1,000万円以上の中小企業。ただし、

んの参加をお待ちしています。詳し

「省エネ法」における第一種、第二種

くはホームページをご覧ください。

エネルギー管理指定工場（事業所）は

http://www.geocities.jp/oyadiman/

対象外です。

●問い合せ

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。

大隈克也 TEL 090-4999-4285

総務課

37-0330

財政課

37-0331

企画課

37-0332

住民課

37-0333

業にエネルギーの専門家を無料で派遣

まあこ

か

三月の間吾娘ひとり居の陋屋に
幹部となりて婿帰り来む
坂本
三好 徳子

苗植ゑし棚田の風景描きたくて
わらびの
訪ぬる蕨野棚田百選
松葉
香月 啓子

土井 敏明

仰ぐ空サバンナの子らとも続く空
ふと
ぐみもぐときに不図寂しかりき
目達原
中島 南角

里芋の畑は己が縄張りと
目玉光らせ鬼ヤンマ飛ぶ
立野

新緑の山間ひの道をコミュニティバスに
ゆられゆられて山茶花千坊館へ
吉田
中島
子

梅雨空に田植機械の音がする
みるみるうちに青くなる田んぼ
吉田
伊東 米子

背丈超ゆ向日葵の群真夏日を
たぢろぎもせず凛と立ち居り
伊保戸
中島 君子

農一途八十路の坂を早も過ぎ
まだあれこれと夫の口癖
箱川
真木千津子

半夏生の夜明けの空に三日月の
雨うけるがに影はひととき
下三津東
松本メグミ

うろ

ひともとの梅の古木のいだく虚
われら夫婦の不調みるがに
新宮田
中山 妙子

安らかに眠れる友へ百合の花
とは
抱かせ永久の別れを惜しむ
目達原
中村 悦子

冷奴くずし来し方語りおり

苔野
らっきょう
辣韮に昔話を聞かせたり

鳥ノ隈
田中千津子

金子きぬ子

登校日母と時計に起こされる
上瀧 初代
古時計あるじのように見張り番

原 ミツエ
若き日にもどれる時計欲しいです

荒木 靖子
あけぼのは時計の針とにらめっこ

吉岡 昌子
あかね色今日も一日なごやかに

寺 アサノ
音リハは楽しみながら元気出る

城野 憲子
好きですと言えず言ってはならぬ恋

橋本かのこ

詫摩 綾子
我が家には家族会議の出番なし

不揃いのお皿が並ぶ大家族

山下麻の葉
しみじみと幸せ家族かみしめる

香

岡村 ハル

橋本
テーブルに家族が揃うめでたい日

支え合う心と声で取り戻す

原岡 秀夫
新生児室我が子とわかる声で泣き

橋本 龍子

球児らに元気をもらう夏が来た
大塚美代子

インフレの厳しさ知った御中元
向井 初子

酷暑猛暑あまたの暑さ襲い来る
井上千代子

太陽に向かい戦う夏野菜
江口カズヨ

軽井沢よりも涼しいパチンコ屋
園田 示右

カロリーを先ず見て選ぶ昼ごはん
中島三千子

赤いバラ年甲斐もなくときめいて
山 スミ子

虹色の瞳でママを呼びに行く
松尾 利朗

松尾寿美子

焼なすを冷やす人生ふくらます
城野 浩二

真っ白が一番卑怯だと思う

かきまぜる美味しい別れ話しです
西 久美子

西村 正紘

初なすをいの一番に妻が食べ
古川 清治

梅干へ一心母は紫蘇を揉む

わがままのＤＮＡが孫に出る
真島 清弘

オモチャ箱からＳＬが走り出す
真島美智子
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エネルギー診断を受けて
みませんか？

TEL 25-7380

なお、光熱水費が1,000万円未満で
あっても相談はお受けしますので、お
気軽にお問い合わせください。

献血にご協力を！

●募集期間 10月15日（水）まで

県赤十字血液センターの献血バス

●申込み・問い合せ

が三田川庁舎と、きらら館にやって

●エネルギー診断 県農林水産商工

来ます。皆さんのあたたかいご協力

本部新エネルギー産業振興課

をお願いします。

消費生活情報

個人情報をもらさないで!!

「個人情報が漏れたばかりに、職場への嫌がらせの電話が･･･」という相談が
多数ありました。
事例１） 実家に携帯電話会社を名乗るものから連絡があり、「娘さんが料金を
滞納している、携帯電話に連絡するが通じない。職場の電話番号を教えて」とい
われ、両親が教えてしまった。その直後、職場に嫌がらせの電話が、何度もかか
って業務に支障をきたした。
以前、携帯電話の懸賞サイトで実家の電話番号を記入したことがあった。
（30歳代・女性）
事例２） 携帯電話のメールに、契約している電話会社から「至急連絡するよう
に」と書かれていたので電話したところ、本人確認のため住所や職場の電話番号
を聞かれ教えてしまった。そのとき、「５年前に使用したサイトの情報料が未納
になっている」といわれた。全く覚えがなかったので、すぐ電話を切ったが、職
場に何度も電話がかかってくる。後で確認したら、携帯電話会社からのメールで
はなかった。（40歳代・男性）
懸賞サイトや占いサイト、無料サイトなどで入手した、電話番号やメールアド
レスなどに連絡して、職場など電話をかけられては困るところの情報を聞き出し
ます。携帯電話会社を名乗った者は、いかにも紳士風で信じてしまったというこ
とでした。
このほかにも、学生時代の友人をかたって、息子や娘の連絡先（携帯電話番号
など）を聞き出そうとしたという相談もおおくあります。トラブルの元になりま
すので、くれぐれも個人情報を漏らさないよう注意してください。
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

●問い合せ 保健課健康づくり１係
TEL 51-1618

寄附御礼

吉野ヶ里町役場

三田川庁舎総合窓口
東脊振庁舎総合窓口

電話帳

37-0336
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

三田川児童館

53-1117
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●まちの面積 43.94km2
●まちの人口（7月1日現在）
男性 7,754（ ＋
− 0）
女性 8,285（− 3）
合計 16,039（− 3）
●世帯数 5,614（＋ 5）

8月のカレンダー
日（曜）

行

事

名

旧東脊振村内のゴミ出し日
【燃】２区

旧三田川町内のゴミ出し日

1

金

【燃】A･B区

2

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

3

日 第３回吉野ヶ里町『夏』ふれあい祭り リサイクルセンター開放【詳】

4

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

5

火 夏期巡回ラジオ体操･みんなの体操会【詳】

【燃】２区

健康相談

毎週月曜

6

水 おやこ教室(ワン･ツー体操)【詳】

7

木 消費生活相談【詳】 献血バス（三田川庁舎）【詳】

【燃】１区

8

金

【燃】２区 【粗】１区【燃】A･B区

9

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

【燃】A区
【牛】3区 【空】1･2区

10 日
11 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 【粗】１区

12 火

【燃】２区

５(火)

乳児健診

【７か月児】
13:15〜13:30

H20.１月生
H20年４月生まれ及び

おやこ教室(ワン・ツー体操)

６(水)

９:50〜10:00

きらら館

２歳以上の幼児

水筒(お茶)

12か月児相談

20(水)

13:30〜13:45

きらら館

H19.８月生

母子手帳

おやこ教室(ドレミ広場)

25(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

26(火)

13:00〜13:15

きらら館

H20.６月生

母子手帳

１歳６か月児健診

29(金)

13:00〜13:30

きらら館

H19.１・２月生

母子手帳 健康診査票

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。

15 金 温水プール休館日

【燃】２区

【燃】A･B区

予防接種（ワクチン）の種類

持参するもの／母子手帳・予診票

17 日
【燃】１区【新】２区【空】１区【燃】A区
【燃】B区
【燃】A区

21 木 消費生活相談【詳】

【燃】１区

【新】３区 【空】1･2区

22 金

【燃】２区

【燃】A･B区

23 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

麻しん・風しん混合ワクチン（1期） 生後12〜24か月児
麻しん・風しん混合ワクチン（2期）
日

本

脳

炎

25 月 健康相談【詳】 温水プール休館日 おやこ教室(ドレミ広場)【詳】

【燃】１区【新】１区【空】２区【燃】A区 【粗】２区

26 火 ２か月児相談【詳】

【燃】２区

【燃】B区

＊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。
８月24日

指定医療機関
小森医院

29 金 １歳６か月児健診【詳】

【燃】２区

【燃】A･B区

30 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
31 日
●平日の図書室開館時間 9:00〜17:00
●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。

神埼市神埼町本堀
?52-2524

山田こどもクリニック
神埼市神埼町田道ヶ里
?55-6566

江
【内】

神埼クリニック

西谷クリニック
和田内科小児科胃腸科
８月17日 吉野ヶ里町大塚ヶ里
神埼市神埼町神埼
（日）
TEL52-3139【内・小・脳】 TEL52-2021
（日）

実施曜日

実施時間

月・火・水・金

9:00〜12:00
15:30〜17:00

たけうち小児科医院 月・火・水・金

【新】1･2区 【空】3区

ならもと内科医院

神埼市千代田町
TEL44-2488

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。

吉野ヶ里町上豆田
?52-1136（要予約）

【燃】１区

【内・小】

中下医院

８月10日 神埼市神埼町本堀
（日）
TEL52-1525

【燃】A区

28 木 消費生活相談【詳】

松本医院
８月３日 吉野ヶ里町下三津東
（日）
TEL52-4185

平成14年4月2日〜
平成15年4月1日生まれ

●予防接種（通年接種分）委託医療機関

24 日

日曜・祝日在宅当番医

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）

16 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

27 水 献血バス（きらら館）【詳】 無料もの忘れ相談室【詳】

母子手帳

きらら館

乳幼児個別予防接種

20 水 12か月児相談【詳】

H20.４月生
きらら館

13:00〜13:15

【牛】1･2区 【空】3区
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【４か月児】
13:00〜13:15

【燃】B区
【燃】A区

【燃】２区

一般町民

５(火)

【燃】１区

19 火

きらら館

BCG予防接種

14 木

18 月 健康相談【詳】 温水プール休館日

9:00〜11:00

＊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】B区

乳児健診【詳】 BCG予防接種【詳】 行政･人権相談【詳】

13 水

●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

木・土

木・土
月〜金

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】

【内・小・胃】

目達原整形外科

吉野ヶ里町目達原
TEL52-3717
【整外】

なかしま整形外科クリニック
８月31日 神埼市神埼町本堀
（日） TEL51-1430

【整外】

９月7日 小森医院
吉野ヶ里町上豆田
（日）
TEL52-1136

【小・内】

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
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

栗並医院

神埼市神埼町枝ヶ里
TEL52-2977
【内】

福嶋内科医院

神埼市千代田町境原
TEL44-2141
【内・小】

橋本病院

神埼市神埼町本告牟田
TEL52-2022
【外・内】

たけうち小児科医院 しらいし内科
９月14日 神埼市神埼町本堀
神埼市神埼町城原
（日） TEL52-2524
【小】 TEL52-3848
【内・循】

中尾胃腸科医院
９月15日 神埼市神埼町田道ヶ里
＊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、 （月）
TEL52-3295
土

神埼市神埼町田道ヶ里
TEL53-1818 【内・胃・呼】

【外・整外・胃・内】

南医院

神埼市千代田町直鳥
TEL44-2777

【外】外科【整外】整形外科【内】内科【胃】胃腸科
【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。

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」TEL 51-1618

【外・胃・整外】

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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吉野ヶ里から全国へ生放送
20
8

8

朝日を浴びながら体を動かそう

2008 AUGUST No.030

夏休み期間中に全国各地を巡回して開催される「夏期巡回ラジオ体操・みん
なの体操会」が8月5日、吉野ヶ里町で開催されます。
体操会にはどなたでも参加できます。朝の日差しのなか、ピアノの生演奏を
聞きながらラジオ体操をして、気持ちのよい汗を流しませんか。
なお、当日の様子は、NHKラジオ第１放送を通して全国に生放送されます。

8月5日（火）5時開場 6時開会
ところ 吉野ヶ里歴史公園内「南のムラ」
と き

※雨天時は三田川小学校体育館で開催(入場制限有り)

●内容 ●開会セレモニー(６時〜)
●体操講師･伴奏者による実技と歌の指導(６時10分〜６時30分)
●ラジオ体操本番(６時30分〜６時40分。全国生放送)
●駐車場 公園東口駐車場を利用（地図参照）
●駐輪場 公園東口入口通路付近に準備(地図参照)
●当日７時までは入園料、駐車料金ともに無料です。
●東口駐車場から会場までは、徒歩で10分ほどかかります。お早めにお越しください。
●入口と駐車場は東口のみの利用となります。(西口は利用できません)
●お願い･注意
●「南のムラ」にはトイレがありません。駐車場、歴史公園センターのトイレを利用してく
ださい。(場所は地図に ト で表示しています)
●歴史公園内では、駐車場から会場までの通路以外の場所への立ち入りは禁止しますので、
係員の指示に従ってください。
●雨天により会場が変更となる場合は、４時30分頃から、NHK総合テレビでお知らせします。
この場合、会場の都合により入場制限を行ないます。あらかじめご了承ください。
●問い合せ 社会教育課(中央公民館内) TEL37-0340

37-0330

!!

■体操指導：多胡 肇さん

■ピアノ伴奏：幅しげみさん

主催：株式会社かんぽ生命保険・NHK・全国ラジオ体操連盟
協力：郵便局株式会社
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