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吉野ヶ里町「夏」ふれあい祭り2-3
●ラジオ体操・みんなの体操会● 4
●夏休み子ども交流キャンプ● 5
●行政トピックス・ハッピーバースデイ● 6-8

『夏』ふれあい祭り
今年で3回目となる吉野ヶ里町『夏』

9月の検診のお知らせ ほか

ふれあい祭りが8月3日に開催されまし

●教育委員会だより● 9

た。昼の部で恒例のニジマス釣り堀が行

●訪韓少年の翼③● 10
●中央公民館に新しい本が入りました●11
●TOPICS・まちのわだい● 12-13

われ、子ども達は釣り堀で釣ったニジマ
スをその場で焼いて食べていました。
（詳細は2ページから）

色々な夏祭り,東脊振少年野球クラブ初優勝 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
●第3回吉野ヶ里町敬老会● 20
町花：さくら

町木：さざんか

7 今年初めて行われた水中宝探しでは、番号が読み上げられるたび歓声が沸きあが

った。
8 水中バレーでは子どもの部（小中学生）に19チーム、一般の部に28チームが出場。

商品券やスペースワールドフリーパスなどの賞品を目指し、懸命にボールを追った。

1 夏祭りの定番の かき氷 。
2 会場北側のニジマス釣り堀では、親子連れ
が大物釣りに挑戦。
3 今年も登場した、山茶花の湯の あし湯
4 これも夏祭りの定番の 金魚すくい 。
5 大きなニジマスを釣り上げご満悦。

9 まつりのフィナーレを飾った1,000発の花火。
10 歌謡ショーのゲスト千鳥綾さん。今年はフルートの演奏も交え熱唱。
11 犬も 特等席

で歌謡ショーと花火見物。
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第３回吉野ヶ里町
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■水中ビ
ーチバレ
ーボール
優勝の
「ネーサ
ンズ」

第３回吉野ヶ里町﹁夏﹂ふれあい祭りが８月３日︑昼夜２部構成で行われ︑１４︑０００
人が夏のひと時を楽しみました︒
昼の部は東脊振中学校北側の田手川河川敷で開催︒水中ビーチバレーや水中宝探し︑ニ
ジマスのつかみ取りなどのイベントが繰り広げられました︒なかでも﹁水中ビーチバレー﹂
には︑町内外から出場した選手達が︑水しぶきをあげながら優勝目指してボールを追いか
けました︒
夜の部は目達原駐屯地との共同開催で︑会場を当駐屯地に移して開催︒自衛隊音楽隊の
演奏と赤熊太鼓の演奏のほか︑千鳥綾さんの歌謡ショーが行われました︒最後は︑１︑００
０発の花火が打ち上げられ︑夏まつりのフィナーレを飾りました︒

6 今年も夏の夜空に赤熊太鼓の音が響き渡った。
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■東脊振中学校吹奏楽部の演奏で開幕。華やかに浴衣で演奏。
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三田川小学校・東脊振小学校
互いの友情を育む

子ども交流キャンプ

inトム・ソーヤの森

町内にある三田川小学校と東脊振小学校の子ども同士が出会い、互
いの友情を育むきっかけづくりとして「夏休み子ども交流キャンプ」
が８月６日から８日までの２泊３日の日程で行われ、５・６年生31人
（三小13人東小18人）が参加しました
このキャンプは、地元の自然環境や施設を知ってもらおうと、ト
ム・ソーヤの森キャンプ場で実施。両小学校混じっての班編成をして、
共同生活やレクリエーションなどを楽しみました。

1

吉野ヶ里から全国へ生放送
夏期巡回ラジオ体操

みんなの体操会
吉野ヶ里町大会

夏休み期間中に全国各地を巡回する「夏期巡回ラジオ体操･みん
なの体操会」が８月５日、吉野ヶ里歴史公園内の「南のムラ」で
開催されました。
朝の日差しに照らされ、町内外から参加した2,800人はピアノ
の生演奏に合わせラジオ体操をし、さわやかな汗を流しました。

1

2
2

3
1 ５時開場。まだ夜明け前でしたが待っ

ている人もいました。
2 多胡肇さんの指導でラジオ体操前の準

備体操。
3 幅しげみさんのピアノ伴奏にあわせて

1・2・3・4！
4 ラジオ体操でおなじみの多胡肇さん。
3

2,800人みんなそろってラジオ体操は
圧巻。
5 物見やぐらを背にさわやかな汗を流し
ました。
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1 １日目の夕食はバーベキュー。自然の中で最高！
2 ２日目に行われた蛤岳登山。まだまだ元気！
3 蛤水道横の遊歩道を歩き、森林浴。
4 頂上へ全員到達。疲れたら昼ごはん。
5 蛤岳の山頂で記念撮影。
6 7 最後の日、永山水辺公園へ行ってすいか割りをした後、水遊びで交流。
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2008 SUMMER SPECIAL EVENT IN YOSHINOGARI
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９ 月の健（検）診のお知らせ

ハッピーバースデイ̶ 吉野ヶ里町の宝 ̶

Happy Birthday

●各種健(検)診の日程
行 事 名

日(曜)

特定健診（国保のみ） ３(水)〜
５(金)
後期高齢者健診
若年健診
７(日)〜
＊先着120名
９(火)

受付時間

場 所

８:30〜11:00

ふれあい館

８:30〜11:00

きらら館

ふれあい館

子宮がん検診

23(火祝)
24(水)
25(木)

９:30〜10:30

乳がん検診

23(火祝)
24(水)
25(木)

９:00〜10:50
＊要予約

対象者

持参するもの

・特定健診（国保のみ）
40歳〜74歳
・後期高齢者健診
各健診で異なります。
75歳以上
・若年健診
20歳〜39歳
20歳以上の希望者
受診票・自己負担金
（前年度受診者を除く）

まつばらいつき

40歳以上の希望者
受診票・自己負担金
（前年度受診者を除く）

ゆう

松原一樹くん

平方 佑くん

平成16年９月17日生まれ
【川原団地】

平成16年９月30日生まれ
【大塚ヶ里】

【家族からのメッセージ】
いっぱい遊んでいっぱい食べ
ていっぱい笑って＾０＾
お友達と仲良くしようね。

【家族からのメッセージ】
とってもシャイなぼくですが
みんなお友達になってくれた
らうれしいな。

あきよしゆうり

かなまる さえ

秋吉優里ちゃん

金丸幸恵ちゃん

【家族からのメッセージ】
優しい女の子に育ってネ!!

【家族からのメッセージ】
優しくて元気に育ってネ。み
んなの宝物です。

平成19年９月11日生まれ
【下豆田】

ふれあい館

ひらかた

平成19年９月27日生まれ
【下豆田】

●検診の自己負担額（年齢は平成21年３月31日現在の年齢です）
検診名
乳がん検診
子宮がん検診

対象年齢

自己負担額
69歳以下

とくなが る な

70歳以上

40歳代（２方向撮影）

８００円

50歳以上（１方向撮影）

５００円

３００円

20歳以上

５００円

２００円

永月渚ちゃん

平成16年９月28日生まれ
【目達原】

平成16年９月３日生まれ
【吉田】

【家族からのメッセージ】
歌と踊りが大好き。これから
もみんなを楽しませて下さい。

【家族からのメッセージ】
人に優しく、誰からも愛され
る男の子になってください。
パパ、ママより

ま さき ともや

宮原大佳くん

＊特定健診は各医療保険者へ、後期高齢者健診は保健課（TEL37-0345）へ、若年健診は健康づくり１,２係へお問い合わせください。

●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

特定保健指導研修の受講生募集
現在、死亡原因の約６割を占めている生活習慣病対策のために、今年度から各医療保険者には、特定健診の結果からメタ
ボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）が疑われる人に対し、「特定保健指導」を実施することが義務付けられました。し
かし、この制度はスタートしたばかりであり、「特定保健指導」に従事できる人材の養成が求められています。
このため、「佐賀保健指導支援ステーション」では、佐賀県や市町などと連携しながら、今年度、次の「特定保健指導研
修」を実施し、人材の育成・確保に取り組むことになりました。保健師や管理栄養士などの有資格者で、この新しい仕事を
やってみたいと思う人は、ふるって参加してください。
●研修日時
Aコース（休日コース）
Bコース（短期集中コース）
１日目 10月25日（土）
１日目 11月22日（土）
２日目 11月 ２日（日） 10:00〜17:00 ２日目 11月23日（日） 10:00〜17:00
３日目 11月 ８日（土）
３日目 11月24日（月祝）
●研修会場 佐賀県総合保健会館（佐賀市天神一丁目4-15）
※佐賀市立成章中学校前に駐車することができます。
●定員 各コースとも50人
●受講できる人 保健師・管理栄養士・次の①または②の業務に１年以上（継続した１年間である必要はありません）従事
した看護師
①保険者が保健事業として実施する生活習慣病予防に関する相談・教育の業務
②事業主が労働者に対して実施する生活習慣病予防に関する相談・教育の業務
●受講料 無料（希望者に参考書などを有料で販売することがあります。）
●受講申込 葉書、手紙、FAX、電子メールに「特定保健指導研修受講申込書」と書き、その下に「住所」「氏名」「電話番
号」「取得免許種類」「希望研修コース」「保健指導業務に就業中・未就業中の別」「勤務先」を記入して送ってください。
●申込先 〒840-0815 佐賀市天神一丁目4番15号
佐賀県総合保健協会内 佐賀保健指導支援ステーション （FAX）0952-25-0517
（E-mail）saga-shk@vip.saganet.ne.jp
●申込期間 ９月15日（月祝）〜10月15日（水）
●問い合わせ 佐賀県総合保健協会内 佐賀保健指導支援ステーション TEL 25-2320
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なかがわかいり

中川海里くん

真崎倫也くん

平成19年９月20日生まれ
【下豆田】
【家族からのメッセージ】
食べるのが大好きなともちゃ
ん。かわいい笑顔にいやされ
る毎日です。
こ が としのすけ

みやはらはるか

平成19年９月９日生まれ
【目達原】
【家族からのメッセージ】
いつも元気で明るい子に育っ
てね。

ひらやままさや

古賀俊乃輔くん

平山尚弥くん

平成19年９月30日生まれ
【立野】

平成17年９月５日生まれ
【下豆田】

【家族からのメッセージ】
１歳おめでとう。みんなに愛
されてありがたいね。これか
らも元気いっぱいに育ってね。

【家族からのメッセージ】
Happy Birthday！もうすぐお
兄ちゃんだネ。強くて優しい
男の子になってネ♡

く ぼ こうき

いわもと る か

久保亘輝くん

岩本瑠果ちゃん

平成16年９月18日生まれ
【下石動】

平成19年９月17日生まれ
【新宮田】

【家族からのメッセージ】
お笑い大好き！これからも元
気で明るいこうきくんでいて
ね!!

【家族からのメッセージ】
２人のお姉ちゃんとたくさん
遊んで、元気な明るい女の子
になぁれ☆

ふくやまきょうしろう

【10月号募集】
●対象者 10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 ９月８日(月)
●問い合せ 総務課秘書･広報係 TEL 37-0330

福山恭史郎くん
平成18年９月５日生まれ
【立野】

【家族からのメッセージ】
お姉ちゃんと仲良く元気に育
ってね♡
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未来・輝き通信

第６号 〈教育委員会だより〉

４校連携推進事業本格始動
町の教育キャッチフレーズ「古代のロマンあふれる弥生の里から 子どもの夢を世界の空へ」の下、町内４
校が連携し、次の４事業に取組んでいます。本年度の主な事業内容を紹介します。
オンリーワン事業

小中一貫英語教育事業

児童・生徒会等交流事業

吉野ヶ里漢字検定事業

○歴史公園での多様な体
験活動と情報発信、打
水・花殻摘みボランテ
ィア
○吉野ヶ里町紹介横断幕
作成
○生徒自作による吉野ヶ
里遺跡検定

○小中英語授業相互参観
○６年生英語活動への中
学校からの出前授業
○町紹介英語パンフレッ
ト作成（初年度）

○ 小中合同あいさつ運動
○校内ゴミ拾い、除草作
業
○炎祭りボランティア

○ 漢字検定
小学校（ １月実施）
中学校（12月実施）
※毎学年10段階問題
（吉野ヶ里町にまつわる
問題も出題）
※一般町民の人も参加で
きます。

お世話になりました

よろしくお願いします!!

前三田川・東脊振中学校ALT（外国語指導
助手）チャオ・ハンティング

新三田川・東脊振中学校ALT（外国語指導助手）

吉野ヶ里町のみな様、この２年間お世話にな
りました。みなさん明るくて親切な人なので、
吉野ヶ里はとても住みやすい所でした。色々な
人と会って、たくさんの事を経験して、すごく
楽しかった２年間を過ごしました。心から感謝
します。また遊びに来ます。
Ｓｅｅ ｙｏｕ ａｇａｉｎ！

Hello,Yoshinogari! My name is Jessica Chiu.
I am from Florida in the United States.
I will be the new Assistant Language Teacher
(ALT) at Mitagawa and Higashisefuri Junior High
Schools.
I am happy to be here in your town.
I hope you will share your culture and language
with me!

＊本文はチャオ先
生自身が日本語で
書いた原稿を元に
掲載しました。
なお、８月より
県国際課で国際交
流員として勤務さ
れています。

４校の児童生徒達が、これらの事業を通じて繋がり合い、古里で育った実感をもてるように。また、切磋琢
磨しながら伸びていけるようにと願っています。「吉野ヶ里漢字検定」のように、町民の皆さんも一緒に参加
できるものもあります。みなさんも、チャレンジされてはいかがですか。

紹介します!
●2年間ＡＬＴとして本町に勤務されたハンティン
グ・チャオ先生の後任として、新しくジェシカ・チュ

その相談体制に加え、強力なサポーターとして、県よりＳＳＷ（スク

ウさんが着任されました。ＵＳＡ出身、カリフォル

ールソーシャルワーカー）の派遣をいただきました。ＳＳＷの役割と

ニア大学ロサンゼルス校を卒業されたばかりの才女

は、一言で言えば、「学校、行政、保護者、地域をネットワークで繋

です。9月からの生徒との交流を楽しみにされてい

ぎながら、児童生徒の健やかな成長をサポートする」ことです。臨床

るようです。まずは、日本の気候、文化に慣れて元

心理士の「加藤雅世子」先生が、火、木、金の3日間、町教育委員会

気に勤務していただきたいと思います。なお、チャ

で勤務されます。別室での相談や訪問相談も可能です。相談等希望

オ先生は、現在県の国際交流員として勤務されてい

される場合は、教育委員会（37-0339）までお電話ください。

ます。

吉野ヶ里町に残したい警句、たくさんのご応募ありがとうございました!
吉野ヶ里町に残しておきたい警句、たくさんの募集ありがとうございました。全部で77の力作が寄せら
れました。その中から選ばれた、最優秀作3点、優秀作5点を紹介します。
【最優秀作品】
◎その笑顔 町のみんなの たからもの
◎はばたけよ 世界の空へ 宝の子
◎あいさつが こだまするまち 吉野ヶ里

【優秀作品】
○地域の子 何より大事な 宝物
○世の宝 うちの子 ひとの子 みんなの子
○育んで 山・川・田んぼ 人と人
○嘘はダメ まずは大人が 手本見せ
○本読む子 すくすく伸びる 吉野ヶ里
この夏お寄せいただいた皆さんの熱い思いは、住みよい吉野ヶ里町、子どもが健やかに成長する吉野ヶ
里町実現の原動力になっていくことでしょう。

中体連、九州・全国大会出場おめでとう!
県中体連が、７月末に県内各地で行われました。その結果、柔道競技で三田川中の野中悠佑君が、60?
級で優勝を飾り、九州大会（大分市）並びに全国大会（石川県白山市）に出場しました。また、陸上競技
共通男子棒高跳びで、三田川中の小川知博君が１位となり、九州大会（鹿児島市）に出場しました。この
経験を糧に、これからも勉強にスポーツに頑張ってください。

介護者教室 のお知らせ

●町民（保護者）の、子育ての悩み等に応え、より気軽に悩みを相談
できる機会を増やすために、「あすなろ相談室」を開設しています。

チュウ・ジェシカ

吉野ヶ里のみなさん、こ
んにちは!私の名前は(姓)
チュウ・(名)ジェシカです。
アメリカ合衆国のフロリ
ダから来ました。
三田川中学校と東脊振中
学校の新しい外国語指導
助手(ALT)です。
あなたの町に来ることが
出来、大変喜んでいます。
みなさんの文化と言葉を
共に学べればと望んでい
ます!

町内において、家族を介護されている人、介護に関心のある人を対象に５回
にわたり介護者教室を開催します。お気軽にご参加ください。
第１回 10月２日（木）
９:30〜10:50「心に手の届く介護とは？」
聖マリア学院 岡 由紀子 先生
11:00〜12:00 悪徳商法にストップ！
全国消費者生活相談員の講話

第２回 10月９日（木）
９:30〜12:30
「救急法を体験しよう！実技と講義」
神埼消防署にてAED救急講習

第３回 10月16日（木）

第４回 10月23日（木）

９:30〜11:20「高齢者の口腔ケア」
歯科衛生士 堤 清子 先生
11:30〜12:00「介護の合間に運動しよう
!」

９:30〜11:00「リンパマッサージを体験しよ
う」 NPO法人福祉ネットワーク佐賀
西村 美也子 先生
11:10〜12:00 交流タイム

第５回 10月30日（木）
９:30〜15:00「認知症って･･･」
町包括支援センター職員
施設見学（バスにて移動）
総合保健施設 紀水苑（佐賀市東与賀
町）

●定員 25名（５回すべて参加できる人）
●申込締切 ９月19日（金）
●開催場所 ふれあい館 集団指導室
●時間 ９:30〜12:00（受付９:10）
●参加料 1,500円（最終日の昼食代）

●問い合せ 福祉課地域包括支援センター（東脊振庁舎）担当：園田 TEL 37-0344
9
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せかいでひとつだけのケーキ
あいはらひろゆき

神田川デイズ
豊島ミホ

医師がすすめる最高の名医
＋治る病院【2008】決定版
吉原清児

おしいれのぼうけん
ふるたたるひ／たばたせいいち

「残業ゼロ」の仕事力
吉越浩一郎

流星の絆
東野圭吾

ゴムあたまポンたろう
長 新太

世界遺産 珠玉の80選
富井義夫

道元禅師 上・下
立松和平

シャボンだまのプルン
それいけ！アンパンマン
やなせたかし

ふしぎなでまえ
かがくいひろし

はてしない物語 上・下
ミヒャエル・エンデ

こぶたのブルトン なつはプール
中川ひろたか

中央公民館の図書室に新しい本が入りました︒
その中から一部をご紹介します︒

ひとり日和
青山七恵

●今回１２６冊の新しい本が入りました︒
●図書室は２階にあります︒
※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︒

とらくんとぼく
カザ敬子

目からウロコ！
まちがいだらけの認知症ケア
三好春樹

はじめての野菜づくり
コンテナ菜園を楽しもう！
藤田 智

なぜ僕は「悪魔」と呼ばれた少年を
助けようとしたのか
フラワー・ラッピング・レッスン
今枝 仁
長谷 恵

お家さん 上・下
玉岡かおる

いきなり！黄金伝説。
超節約レシピ70最強アイデア料理
テレビ朝日事業局

『訪韓少年の翼』に参加して㈫
「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）

「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

三田川小６年 伊香賀 彩
私が、まず韓国に行って思った事は日本より、車がと
ても早くて、道路のはしに車を止める所があり、交通に
便利なことが多かった事です。あと、バスの出入口が日
本と逆だと、まちがえそうになりました。料理は、ほと
んど赤くて、からい物がのっていて、日本では見た事も
ないような料理もありました。バスで目的地に向かう間
に行ったサービスエリアでは、アイスクリームを買いま
したが、ウォンを円に直してみたら、日本より韓国の物
の方がはるかに安いと思いました。
駐車場は、ななめに車を止めるようになっていました。
そして次の朝、ホテルの朝食を食べました。ホテルとい
っても韓国だから、やっぱり辛かったです。サンボン初
等学校では、「面浮立」も練習より上手に出来たし、
「はじめまして」も韓国語で言えたので、とりあえずほ
っとしました。ホームステイでも、研修で食べた野菜に
お肉をまいてミソをつけて食べるという夕食を食べまし

た。 ホームステイ先の家族は４人で、お父さんは、警
察官、お母さんは、家にいて、６年生の「イセリン」と
いう女の子とその弟が住んでいました。おふろでは、ゆ
ぶねに、シャワーがついていて、いっしょにとまったゆ
いちゃんと、おどろいていました。
キムチの辛さは、想像よりもあまかったです。あと、
日本よりも、すこし、おいしかったです。ほうれんそう
にも、キムチがのっていて、とても辛かったです。ホテ
ルのバイキングの時は、キムチをのせるようになってい
るメニューもありました。ホームステイ先でも、朝食の
おむすびのような物と、イチゴをそのままミキサーにか
けたイチゴジュースと、キムチもあって、白菜のキムチ
なので、そんなに辛くはありませんでした。日本よりあ
まいキムチは、あんまりなかったです。

三田川小６年 服巻友依子
私が、まず韓国に行って思ったことは、あまり日本と
変わらないんだな、ということです。韓国のふんい気や
町並みは、日本と本当に似ていて、あまり韓国だという
実感はわきませんでした。
この日は韓国に着いてナザレ園に行きました。ナザレ
園にいたおばあちゃんたちは、私達がくるとすごく喜ん
でくれました。日本に辛い思い出がある人もいるのに、
私達を心から歓迎してくれていると思うと感動しました。
80才から90才のおばあさんたちはみんな元気でした。
次の日は、おもに観光をしました。韓国の伝統などが
伝わってきました。でもこの日私は、熱を出してしまい、
リーダーや班長を始め、班のみんなに迷惑をたくさんか
けてしまいました。すごく反省しています。
その次の日は、ホームステイだったので頑張って治し
ました。そしてホームステイの日、朝の観光はまだ本調
子ではありませんでした。でも学校でむこうの学校の子
たちの出し物を見ていたら少し元気が出てきてホームス

テイの時は、すっかりよくなりました。
私はホームステイは２人でしました。初めての参加で
少しこわかったからです。私が今回お世話になったお家
は池さんのお家でした。池さんの家の人達はみんながあ
たたかくてやさしかったです。言葉はハッキリ伝わらな
くても心で伝わったので良かったです。
その次の日は韓国で最後の宿泊。市内観光をした後に
みんなでお楽しみ会をやった時は、きんちょうもしたけ
ど、はずかしくてあまり上手に出し物できませんでした。
すこし残念でした。
そしていよいよ最後の日、長かった研修も終わりを無
事にむかえられました。やっとのことで日本に着くとお
母さんたちが心配そうにむかえてくれていてうれしかっ
たです。初めは友達も少なくて、心配だったけど韓国で
はたくさんふえて、ホームステイでもお友達が出来て本
当によかったです。来年もできたら応募したいなと思い
ました。

●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。
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休耕田をコスモスでいっぱいに！

吉野ヶ里保育園の夏祭り

昨年に引き続き松隈地区の休耕田で

７月19日「親子の絆、保護者間のふれあいと親睦」をテーマに吉野ヶ里保
育園で夏祭りが行われました。

吉野ヶ里保育園の園児43人がコスモ

父母の会を中心にかき氷やハンバーガー、輪投げゲームの店などを出店し

スの種まきをしました。
この企画は地域おこしグループさざ

ました。１時間ほど楽しんだ後、会場を室内に移して年長児（ぞう組）21名

んか塾(多良正裕塾長)が計画したもの

による赤熊太鼓の演奏がおこなわれました。この日のために５月頃からリズ

で、昨年より面積を拡大し今年は１

ム打ちの練習を始め、７月か

.３haの種まきとなりました。園児た

ら実際の太鼓を使用して練習

ちは30度を超す夏空の下、秋にはコ

をしました。「まつり太鼓」

スモスの花でいっぱいになるのを楽し

の演奏の真剣な姿と力強いば

みに、種まきに汗を流しました。

ちさばきに、会場からは大き
な拍手が湧きおこりました。

８月初めに町内の５つの幼稚園、保

その後、園児全員で盆踊りを

育園が参加しました。

楽しみ最後に父母の会が用意
した仕掛け花火が夏祭りに色

t

を添えました。

まつり太鼓を披露する園児たち

o w

コスモスの種をまく吉野ヶ里保育園の園児たち

t

収穫が楽しみ！

n

東脊振幼稚園の夕涼み会

日が落ちて辺りが暗くなり始めた頃、盆踊りが始まり、最後

もらう事、また地域のボランティアや子供クラブ、老
人クラブ、町内の幼稚園保育園が連携することで地域

保護者と仲良く盆踊り

s

忘れた園児たちでした。

とおして、農業や食育の大切さについて理解を深めて

c

間ほどで完売となり、趣向をこらしたお化け屋敷では夏の暑さ

種まきは、子どもたちに農業体験や農産加工体験を

i

ヨーつりなどのお店がならびました。用意されたかき氷は１時

p

７月８日松隈地区の休耕田で吉野ヶ里幼稚園の園児
41人が大豆の種まきを楽しみました。

o

７月19日東脊振幼稚園で夕涼み会が行われました。園児た
ちは浴衣や甚平姿で参加し、園庭にはかき氷やくじびき、ヨー

は保護者手づくりの花火大会が行われました。

の活性化にもつながるとの思いで地域おこしグループ
さざんか塾（多良正裕塾長）が取り組んでいるもので

シルバーケア吉野ヶ里の夏祭り

す。
園児たちは、暑さを忘れて1,000m2の畑いっぱいに

７月26日「見たい見せたいあなたの笑顔」と題し、シル

大豆の種をまきました。秋には収穫をし、その大豆を

バーケア吉野ヶ里で夏祭りが行われました。ステージでは

使って味噌作りをする予定です。

施設職員や関係者、地域住民、役場職員による出し物が披
露されました。また、かき氷や焼きそば、カレーなどの店
もならび、お祭りムードを
盛り上げていました。

くるみ保育園園児によるおみこしと
踊りがオープニングを飾りました

大豆の種をまく園児たち

人命救助！

東脊振少年野球クラブが

初優勝

６月13日神埼市内で発生した人名救助の功績に対し、７月４日神埼地
区事務組合消防本部において感謝状の授与式が行われました。
表彰されたのは、中山利明さん（永田ヶ里）志岐悟さん（神埼市）の
２名です。

８月10日、「第19回筑後川交流少年野球大会」の準決勝

６月13日16時50分頃、神埼市内の水路に車ごと転落し、助けを求め

と決勝戦が三根運動場（みやき町）で行われました。大会

ているのを目撃し水路に飛び込んで運転手の女性を救助しました。自力

には、県内外から38チームが出場。決勝には東脊振少年野

脱出は不可能と思われ、生命に重大な危険を及ぼす事態にもなりかねな
い状況でした。２人の協力による迅速な救助の功績に対し感謝状が授与
されました。
13

球クラブと中原少年野球クラブ（みやき町）が進み、12対
感謝状を手にした志岐さん（左）と中山さん（右）

０で東脊振少年が勝ち初優勝しました。

初優勝した東脊振少年野球クラブ
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より、地域社会の平和と発展に寄与

年金

年金の納め方

することなどを目的に、吉野ヶ里町

バロック音楽の夕べ

●日時 10月５日（日）

●場所 東脊振幼稚園運動場

13:00〜（１回15分程度）

雨天時：東脊振中学校体育館

防衛協会の20年度会員を募集してい

●日時 ９月15日（月祝）18:30

●場所 陸上自衛隊目達原駐屯地

＊来年入園予定者の競技もあります。

ます。

開場（お茶席）17:30

●対象 中学生以上で、搭乗経験が

●問い合せ

●会費 １人500円

●会場

ない人。

東脊振幼稚園 TEL 52-2936

●加入申込期限 ９月19日（金）

東脊振健康福祉センター「きらら館」

●申込方法

に行けない」「つい忘れてしまう」

＊申込の際、会費を納めてください。

●出演

住所、氏名、年齢、性別、職業、電

「少しでも安く納めたい」そのような

＊団体加入の場合、会費に名簿を添

福沢宏・前田りり子・三浦弥生

話番号、「体験搭乗希望」と明記し、

皆さんの都合に合わせて、納付方法を

付してください。

●入場料 1,500円

申し込んでください。葉書１枚につ

選び確実に納めてください。

●申込・問い合せ 町防衛協会事務

●問い合せ

き１人有効です。

井戸水水質検査

●金融機関・コンビニエンスストア

局（三田川庁舎総務課内）

バロック音楽の夕べ実行委員会

※連名･普通葉書での応募は無効。

●対象 もの忘れや認知症について

(財)佐賀県環境科学検査協会によ

送付された納付書を持参し納付してくだ

TEL 37-0330

中島 TEL 090-2089-8457

●申込締切 ９月10日（水）必着。

不安がある人及びその家族

●申込･問い合せ

●相談を受ける先生

〒842-0032 吉野ヶ里町立野７

肥前精神医療センター医師

陸上自衛隊目達原駐屯地広報室

杠岳文 先生、森崇洋 先生

TEL 52-2161

●実施予定日

毎月納める保険料。「忙しくて納め

環境

往復葉書に郵便番号、

相談

無料もの忘れ相談室

る井戸水水質検査です。

さい。ただし役場会計課では納付できま

【検査容器の配布と回収】

せん

●容器配布日時・場所

●インターネット 自宅のパソコンや

・９月８日（月）10:00〜13:00

携帯電話、Pay-easyマークの付いた

三田川庁舎環境課前ロビー

ATMからインターネットを利用して納め

難病患者家族のつどい

普通救命講習会（AEDを含む）を開

・９月９日（火）10:00〜13:00

ます。金融機関とのインターネットバン

佐賀中部保健福祉事務所では「難

催します。ぜひご参加ください。

東脊振庁舎総合窓口係前ロビー

キング契約が必要となりますので、利用

病患者家族のつどい」を開催してい

【普通救命講習会】

●東脊振美術倶楽部作品展

時間はいずれも15:00〜17:00

●容器回収日時・場所

する金融機関にご相談してください。

ます。

●日時 ９月13日（土）

９月16日（火）〜30日（火）

１人30分程度

・９月11日（木）10:00〜13:00

●口座振替 指定した口座から保険料

月に１回、患者さんやその御家族

13:00〜16:00

●60分で縫えるニットソーイング作品展

＊予約制ですので、事前に申し込ん

三田川庁舎環境課前ロビー

が自動的に引き落とされるので、納め

が集まり、病気を持ちながらも前向

●場所 神埼中央公民館

10月９日（木）〜19日（日）

でください。

・９月12日（金）10:00〜13:00

忘れがなく安心です。引き落しは翌月

きに療養し生活していくために、参

●受講人員 先着30名程度

●問い合せ 吉野ヶ里公園駅コミュ

●場所

東脊振庁舎総合窓口係前ロビー

末ですが、当月末引き落しの制度（早

加者同士の交流や勉強を行っていま

【救急の日記念式典】

ニティーホール TEL 55-8255

「きらら館」相談室

【検査項目と料金】

割制度）を希望すれば、月に50円の

す。ぜひ１度ご参加ください！

●日時 ９月13日（土）

●基本10項目 4,500円

保険料が割引となります。

【めぐみ会（佐賀地区）】

16:00〜17:00

一般細菌･大腸菌など･硝酸性窒素･亜

●クレジットカード 社会保険事務所

●場所 佐賀中部保健福祉事務所

●申込･問い合せ

●日時 ９月14日（日） ８:00〜

硝酸性窒素･塩素イオン･有機物など･

に申込用紙を提出すると、保険料をク

●日時 毎月第３火曜日

神埼消防署救急係 TEL 52-3291

●会場 吉野ヶ里町及び神埼市周辺

PH･味･臭気･色度･濁度

レジットカードで支払い（毎月または

13:30〜15:30

●鉄･マンガン 各2,000円

前納）することができます。

●参加費 年会費1,000円

●ヒ素･六価クロム 各3,000円

●前納 １年分や半年分などまとめて

（１回のみの参加は100円）

●日時 10月５日（日）

●入場料 無料（ただし、競技観戦

来られない人の法律相談に応じるた

※料金は、容器回収時に徴収します。

納めると、保険料が割引となりお得で

＊小城地区のつどいも開催していま

８:30〜15:30

ポイント（トム・ソーヤの森）入場

め、次のとおり「法務局なんでも相

●問い合せ 環境課（三田川庁舎）

す。現金納付でも前納できますが、口

す。

●場所 陸上自衛隊目達原駐屯地

者は一般1,500円、JAF会員1,000

談所」を開設します。相談は無料で

座振替で前納するとさらにお得です。

詳しい日程や内容はお問い合わせく

●主な催し ジープ試乗、子供広場、

円、高校生以下無料）

秘密は厳守されます。お気軽にご相

（ただし、免除制度による減額された

ださい。

模擬売店、対戦車ヘリコプターシミ

●問い合せ FMSCラリー事務局

談ください。

家庭用廃食用油の回収に
ついて

保険料納付については、口座での前納

●問い合せ 佐賀中部保健福祉事務

ュレーター体験搭乗など。

TEL 050-6620-4034

●日時 ９月21日（日）

はできません。）20年度は現金で1年

所難病対策担当 TEL 30-1673

【式典行事】

TEL 37-0335

福祉

普通救命講習会及び「救急の日」
記念式典の開催
救急医療週間の関連行事として、

９月24日(水),10月29日(水),

コミュニティーホール展示会

11月26日(水),12月24日(水)

東脊振健康福祉センター

●問い合せ・予約先

FMSC吉野ヶ里マウンテンラリー 08

（スタート・ゴール及びイベント会

目達原駐屯地創立記念行事

場：吉野ヶ里歴史公園臨時駐車場）

東脊振幼稚園運動会

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

法務局なんでも相談所
法務局では平日に法務局に相談に

10:00〜16:00

分を前納した場合3,070円、口座振替

●祝賀式典 10:00〜11:10

で前納した場合は3,620円の割引にな

●訓練展示 11:15〜11:40

●日時 ９月27日（土）

ホール（佐賀市天神どん3の森）

て処理をしていました家庭用廃食用

ります。

【ヘリコプター体験搭乗】

８:45〜12:30

●問い合せ 佐賀地方法務局総務課

油の回収を行います。

※平成20年度の年金保険料は月額

●回収対象 植物系廃油

14,410円、付加保険料は400円です。

＊動物油、パーム油等は除く

●問い合せ 住民課年金係

●回収場所 吉野ヶ里リサイクルセ

(三田川庁舎) TEL 37-0333

●日時 ９月27日（土）

ンター

佐賀社会保険事務所 TEL 31-4191

13:00〜15:00

●回収時間 リサイクルセンター開館時
●回収方法 密閉容器（ペットボト
ル等）に入れて、ご持参ください。
そのまま、引き取ります。

デイサービスセンターさざんか園
ふれ愛祭り

●場所

募集

●問い合せ 環境課（三田川庁舎）

町防衛協会会員の募集

TEL 37-0335

自衛隊に対する支援・協力などに

15 YOSHINOGARI

催し

デイサービスセンター さざんか園
●内容 バザー、露店、カラオケ大
会、ラムネ飲み競争、景品抽選会
●問い合せ デイサービスセンター
さざんか園 TEL 53-2877

有(料広告︶

９月１日（月）より今まで、固め
たり、紙に吸わせて燃えるごみとし

●場所 佐賀市立図書館２階多目的

担当：廣瀬,中野 TEL 26-2472

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
ほんのりと甘い香匂はせ一夜咲く
ドラゴンフルーツの花は妖しき
松葉
香月 啓子

黙もくと蟻が旅するつゆどきに
組閣の談話酷評つづく
目達原
中島 南角

こ

帰省せし息子らと連れ立ち山茶花の
ひと
湯に浸りつつなごむ一とき
吉田
中島
子

炎暑日に蝉の鳴き声いきいきと
吾が身も草を取りつつ励む
吉田
伊東 米子

青々と日毎伸びゆく大豆田の
草取り作業老いをいたぶる
伊保戸
中島 君子

こぼれ種の自生のトマト地に這ひて
小玉五つが赤く熟れをり
横田
宮地カヨ子

身の限り早苗田そよぐ朝の道
老いを忘れてこころ弾みぬ
箱川
真木千津子

を

朝早に草刈り居れば清涼の
風ひんやりと秋は立ちけり
下三津東
松本メグミ

悲しみは消ゆることなき原爆忌
介護の我は六十三年忘れじ
新宮田
中山 妙子

炎天にめげずに咲ける赤黄色の
凌霄花を羨み眺む
目達原
中村 悦子

夏祭り赤熊太鼓の撥さばき
迫力あふれ拍手喝采
上中杖上
渡邊登志子

夕立ありて今朝はやさしく明けにけり
今日のひと日はよき日であらむ
上中杖上
生島 愛子

渉

良き友を持ちて過ごせし日々なりき
長生きせよと力いただく
鳥ノ隈
福岡 ミワ

網戸越しまどかの月の影さして
ふしど
籐の臥所を白く照らせり
立野
土井 敏明

さか

津々浦々湧かせ球児の夏旺ん
講師
江

大夕立小さき母の背中かな
鳥ノ隈
田中千津子

幸

古鉢のネジ花一輪咲きにけり
上中杖上
生島 愛子

べにはす

咲き誇る太古の紅蓮孔子廟
上豆田
伊東

日に応ふ一枚毎の青田かな
永田ヶ里
井上 春枝

少子化で遊ぶ子の無き夏休み
上石動
大坪カツヨ

合歓の花あやせば笑う子の重く
上石動
西牟田紀美子

ほ

古民家で米寿祝がるる盆の月
吉野ヶ里
香田きみえ

青嵐夜明けの窓をノックする
苔野
真島 シツ

乗合わす日焼けの子等と島渡船
田手
大澤ヨシノ

明日読めぬ命に沁みる新銘茶
田手
花田貴光絵

泣き寝入りせし子の腹に夏衣かく
苔野
金子きぬ子

いとおしい君は天使かまぼろしか
詫摩 綾子

香

私にもこんな時代がアルバムに
原岡 秀夫

見た目より写真映りの良い子です
橋本

一瞬であの日に帰る胸さわぐ
山下麻の葉

別人か会ってびっくり顔写真
三宅 あや

橋本みつる

松尾 久枝

悪いのはカメラマンなのモデルなの
橋本かのこ

禁煙を何度誓った五十年

煙見て煙の高さうらやまし

草焼いて煙青田の上を這う
岡村 ハル

老いてなお声の若さが自慢です
斎藤 幾恵

亡くなった母の声いまだ思い出す
百武 重造

ありがとう言葉に出ない恥ずかしい
武富 直人

笑いすぎお腹痛める声からす
山下貴美子

花しょうぶ畑一面喜ばす
古川千代子

舗装路を割る夏草に勇気湧く
上滝 初代

梅雨が明け猛暑に耐える気力持つ
原 ミツエ

雨上がり洗濯物がおどってる
寺崎あさの

夕立ちのあとの涼しさたまらない
荒木 靖子

節約もエコと呼んだら耐えられる
佐藤 大輔

良い名前吉野ヶ里町卑弥呼様
城野 憲子

赤トンボくるり秋へとエスコート
山 スミ子

我慢して寝た振りをする熱帯夜
中島三千子

井上千代子

園田 示右

丑の日もするりと変わす偽装物
江口カズヨ

愛憎を水で流して透明に

水を買うこれも経済成長か

金魚から元気をもらう夏の夜
大塚美代子

負けないぞ周りの蝉に励まされ
兵頭己登子

過疎の墓優しく揺れる合歓の花
向井 初子

本物の証拠に枯れてみせる花
西 久美子

働いた汗夕立ちに溶けてゆく
松尾寿美子

父と娘の飛距離微妙に狂い出し
城野 浩二

古川 清治

ケータイに家族の写真いつもある
松尾 利朗

視察バス男が一人窮屈で

美味い水あります自動販売機
西村 正紘

自給率上げる実のある木を植える
真島 清弘

朝食のトウモロコシへ皆元気
真島美智子
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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
の慶びとしてともにお祝
いし出生祝金を支給して
います。７月29日、第２
回目の支給式がきらら館
で行われ、出生祝金を支
給された人は次のとおり
です。（５、６月申請
者・受付順）

山

●問い合せ 福祉課児童
支援係（東脊振庁舎）
TEL 37-0343

圭 様 和泉（いずみ）ちゃん

吉田

井上 崇

様 輝琉（きりゅう）くん

石動

新保 敏寿 様 日陽莉（ひより）ちゃん 立野

今村 壽成 様 颯太（そうた）くん

吉田

久保田啓明 様 唯楓（いぶき）くん

吉田

平井 大樹 様 悠斗（はると）くん

立野

陣内 学

様 美桜（みお）ちゃん

吉田

久保 淳一 様 瑛慈（えいじ）くん

吉田

野中 岳

様 咲（さき）ちゃん

田手

中島 聡

様 ももこちゃん

吉田

様 奏（かなで）くん

大曲

大隈 裕樹 様 想志（そうし）くん

大曲

中村 照

原田 亮一 様 陽菜（ひな）ちゃん

吉田

江副 義徳 様 義都（よりと）くん

大曲

大田 伸和 様 いずみちゃん

立野

真子 智

大曲

糸山 税

様 弥里（みのり）ちゃん

大曲

伊東 義雄 様 里緒奈（りおな）ちゃん 豆田

大隈 立身 様 秀人（しゅうと）くん

大曲

中村 喜弘 様 遼太郎（りょうたろう）くん大曲

片山 秀希 様

大曲

志賀 博記 様 由愛（ゆうあ）ちゃん

箱川

高井 哲哉 様 春嘉（はるか）ちゃん

立野

江口 健太 様 花（はな）ちゃん

吉田

泉

吉田

今田 耕輔 様 悠聖（ゆうせい）くん

大曲

（れん）くん

達也 様 優太（ゆうた）くん

様 拓巳（たくみ）くん

吉野ヶ里町役場

電話帳

●老人クラブへ

総務課

37-0330

環境対策、高齢化対策など地域住民の

●城島利郎様（吉野ヶ里）故ナツ様

財政課

37-0331

福祉向上のために使われます。

● 安雅行様（吉田） 故テル子様

●発売期間 ９月29日(月)〜

●堤 一之様（鳥ノ隈） 故シケ様

企画課

37-0332

住民課

37-0333

オータムジャンボ宝くじ
この宝くじの収益金はまちづくりや

寄附御礼

10月17日(金)
●抽選日 10月22日(水)

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

消費生活情報

高齢者の契約トラブル

37-0334

環境課

37-0335
(下水道係)

53-7444

(三田川)

37-0337

(東脊振)

37-0352

高齢者の契約トラブルが依然続いています。販売員の勧誘を断りきれず、ある
いは判断能力が低下したため、健康食品、健康器具、家のリフォーム工事を次々
と契約してしまい大事な貯金を使い果たしてしまったという事例が多数あります。

会計課

議会事務局

37-0338

事例） 同居している80歳の母が５年ぐらい前から来訪した販売員に健康食品
を次々に勧められ、ここ1年間で200万円の契約をしている。母は最近物忘れが
ひどくなっている。商品はほとんど残っている。（50歳代・男性）

学校教育課

37-0339

社会教育課

37-0340

ダム対策課

37-0342

上記のように認知症（痴呆症）の人や知的障がいのある人など、判断能力が不
十分な人を保護するために「成年後見制度」というものがあります。この制度に
は本人の判断能力の程度に応じて「補助」「保佐」「後見」の３種類があります。
精神科医の診断書を添えて家庭裁判所に申し立て「補助人」「保佐人」｢後見人｣
を選任してもらいます。
「補助」は比較的軽度の精神上の障がいにより判断能力が不十分な人が対象で
す。補助開始決定により、補助人が選任されると、その後本人が単独で契約した
一定の取引（高額の商品購入やクレジット契約など）については、補助人に契約
の取消権があたえられます。
「保佐」は判断能力が著しく不十分な人が対象です。
「後見」は判断能力を欠く状態が常に続いているような人を対象にしています。
また、成年後見制度を利用するほどではないが、日常生活に不安がある人は、社
会福祉協議会のあんしんサポ−トセンターで、福祉サービスの利用援助を有料に
て、受けることもできます。内容は福祉サービスのお手伝い、日常的な金銭の管
理、大切な書類の預かりです。詳しくは町の社会福祉協議会（52-7831）へお
問い合わせください。

福祉課

37-0343

地域包括支援センター

37-0344

保健課

37-0345

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

(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（8月1日現在）
男性 7,771（＋17）
女性 8,273（− 12）
合計 16,044（＋ 5）
●世帯数 5,638（＋24）

9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

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

2

火 乳児健診【詳】 BCG予防接種【詳】

【燃】２区

3

水

4

木 消費生活相談【詳】

【燃】１区

【牛】3区【空】1･2区

5

金 行政･人権相談（ふれあい館）13:30〜16:00

【燃】２区

【燃】A･B区

6

土

7

日 リサイクルセンター開放 特定健診・後期高齢者健診・若年健診【詳】

8

月 温水プール休館日

【燃】１区【新】１区【空】２区 【燃】A区【粗】３区

9

火

【燃】２区

●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

１(月)・22（月）・29（月）

健康相談

【燃】A区

一般町民

２(火)

乳児健診

【４か月児】
13:00〜13:15

H20.５月生
母子手帳

きらら館

【７か月児】
13:15〜13:30

H20.２月生

BCG予防接種

２(火)

13:00〜13:15

きらら館

H20年５月生まれ及び
生後６ヶ月未満の未接種児

母子手帳 予診票

12か月児相談

10(水)

13:30〜13:45

きらら館

H19.９月生

母子手帳

ポリオ

11(木)

13:00〜13:30

きらら館

H19.11月〜H20.４月生
母子手帳 予診票
及び生後90ヶ月未満の未接種児

２歳６か月児相談

16(火)

13:00〜13:15

きらら館

H18.１・２月生

母子手帳 健康相談票

【燃】A区

おやこ教室(ワン・ツー体操)

17(水)

９:50〜10:00

きらら館

２歳以上の幼児

水筒(お茶)

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】B区

10 水 12か月児相談【詳】

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】B区

特定健診・後期高齢者健診・若年健診【詳】

９:00〜11:00

11 木 ポリオ生ワクチン投与【詳】 消費生活相談【詳】

【燃】１区

【牛】1･2区【空】3区

３歳６か月児健診

26(金)

13:00〜13:30

きらら館

H17.１・２月生

母子手帳 健康診査票

12 金

【燃】２区【粗】２区

【燃】A･B区

おやこ教室(ドレミ広場)

29(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

30(火)

13:00〜13:15

きらら館

H20.７月生

母子手帳

13 土

図書室開放9:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館

＊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。

リサイクルセンター開放

14 日
15 月

【燃】１区【新】２区【空】１区 【燃】A区

乳幼児個別予防接種

16 火 ２歳６か月児相談【詳】 温水プール休館日

【燃】２区

【燃】B区

予防接種（ワクチン）の種類

【燃】A区

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）

17 水 おやこ教室(ワン･ツー体操)【詳】
18 木 消費生活相談【詳】

【燃】１区

【新】３区【空】1･2区

19 金

【燃】２区

【燃】A･B区

20 土

リサイクルセンター開放

22 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
子宮がん検診・乳がん検診【詳】 【燃】２区

【燃】B区

24 水 無料もの忘れ相談室【詳】

【燃】A区

25 木 消費生活相談【詳】

【燃】１区

26 金 ３歳６か月児健診【詳】
27 土

【新】1･2区【空】3区

【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
東脊振幼稚園運動会【詳】 リサイクルセンター開放

28 日
29 月 おやこ教室(ドレミ広場)【詳】 健康相談【詳】 温水プール休館日

【燃】１区

【燃】A区

30 火 ２か月児相談【詳】

【燃】２区

【燃】B区

●麻しん・風しん混合ワクチン(３期)(４期)実施のお知らせ

予防接種（ワクチン）の種類

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
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次
第接種となります。

麻しん・風しん混合 平成７年４月２日〜
ワクチン(３期)
平成８年４月１日生まれ

●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

19 YOSHINOGARI

本

脳

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。

●予防接種（通年接種分）委託医療機関

指定医療機関
小森医院

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
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

●予防接種（期間限定接種分）委託医療機関

詳細について
は対象年齢の
人に個別通知
しています。

指定医療機関
松本医院

吉野ヶ里町下三津東
TEL52-4185

西谷クリニック

吉野ヶ里町大塚ヶ里
TEL52-3139

実施曜日

実施時間
13:30〜14:30

月・火・木・金
13:30〜17:00

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】

炎

予防接種の種類…三種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風混合ワクチン）
実施日…９月１日（月）〜９月５日（金）、９月22日（月）〜９月26日（金）

対象年齢

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

平成14年4月2日〜
平成15年4月1日生まれ

小森医院
９月７日 吉野ヶ里町上豆田
（日） TEL52-1136 【小・内】

中尾胃腸科医院
ワクチンの副作用のため、現在、
９月15日 神埼市神埼町田道ヶ里
予防接種勧奨を控えています。
TEL52-3295
（月）
＊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
日

21 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
麻しん・風しん混合ワクチン（2期）

図書室開放9:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館

23 火

持参するもの／母子手帳・予診票

【外・整外・胃・内】

南医院

神埼市千代田町直鳥
TEL44-2777

【外・胃・整外】

９月21日 山田こどもクリニック
神埼市神埼町田道ヶ里
（日）
TEL55-6566

和田記念病院

９月23日 最所医院
吉野ヶ里町吉田
（火）
TEL52-2452

古賀内科

神埼病院
９月28日 神埼市神埼町田道ヶ里
（日）
TEL52-3145

和田医院

松本医院

中下医院

【小】

【内・胃・呼】

【外・整外・胃】

10月５日
（日）

吉野ヶ里町下三津東
TEL52-4185 【内・小】

ひらまつふれあいクリニック
10月12日 吉野ヶ里町目達原
（日）
TEL51-1110

【内・胃】

10月13日
（月）

ならもと内科医院
神埼市神埼町本堀
TEL52-1525
【内】

神埼市神埼町尾崎
TEL52-5521 【内・胃・小】
神埼市千代田町境原
TEL44-2311 【内・小・胃】
神埼市千代田町嘉納
TEL44-2046
【内・小】
神埼市千代田町
TEL44-2488

江
【内】

神埼クリニック

神埼市神埼町田道ヶ里
TEL53-1818 【内・胃・呼】

和田記念病院
神埼市神埼町尾崎
TEL52-5521

【内・胃・小】

【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。

＊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、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。
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第3回 吉野ヶ里町敬老会

開催日 ９月14日（日）
受 付 午前10時30分から ＊金婚者の受付は９時30分から
敬老会対象者 昭和８年４月１日以前生まれの人
開 式 午前11時から
会 場 三田川健康福祉センター「ふれあい館」大広間
送 迎 東脊振健康福祉センター「きらら館」から敬老会会場まで送迎バスを
運行します。※送迎バスは10時から運行します。
今年の演芸
●山本譲一（山本譲二のものまね）
●Happy Nights（ムード歌謡の帝王）
シャ

ワンチュン

●謝

宛君（台湾の歌姫）

●林

誠（踊り）

●吉野ヶ里炎（ひ）祭劇団（佐賀仁○加）

37-0330

【Happy Nights】
ムード歌謡のもつ大人の魅
力を聴かせます･･･

●問い合せ

【吉野ヶ里炎（ひ）祭劇団】
地元吉野ヶ里町の市民劇団で、毎年、
敬老会やふるさと炎まつりなどに出演。
毎回、素人とは思えぬお笑いセンスと
佐賀弁で、大笑いすること間違いなし。
笑い過ぎに注意してください。

【山本譲一】
山本譲二さんのものま
ねでおなじみ。ご本人
に負けず劣らずの歌唱
力を持つ実力者！

吉野ヶ里町役場福祉課（東脊振庁舎）℡37-0343
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