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秋の風物詩『赤米』
9月上旬、吉野ヶ里歴史公園古代の原
ゾーンで赤米が色づきました。この赤米
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実りました。暑さも和らいだこの時季、
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町花：さくら

町木：さざんか

人の雇用が生まれ︑農産物販売など地域活

﹁山茶花の湯﹂は︑民間の運営センスが活かされ︑
約
性化と笑顔が生まれる温泉として賑わっています︒
疲れたら温泉が一番 至福のひとときを演出
温泉は︑自然の恵みとして古くから病を治すために︑あるいは忙しい農作業等
の合間のからだ休めとして親しまれ︑ストレスの多い現代社会においても︑心身
をリフレッシュし活力を養う場として人気が出て以来︑１９８０年代中頃から始
まった温泉ブームは︑今も衰えることなく続いています︒
佐賀県観光課でまとめられた﹁佐賀県観光認知度調査﹂の福岡県や関東圏への
アンケート調査結果でも︑温泉めぐりが一番人気です︒
以前︑温泉は年配者の行くところと若い人には敬遠されていましたが︑
今では年配者は無論のこと︑若い人も多いに楽しめる場に変化しています︒
﹁山茶花の湯﹂も︑町民の健康維持・増進など︑明日への活力を再生でき
る温泉であり︑また︑住民相互の交流︑福岡都市圏など町外の人との交
流の場でもあります︒疲れた時には︑至福のひとときを演出する﹁山茶

年

月の開業から翌年３月末まで８万８９１０人︑ 年度

月

﹁山茶花の湯﹂経過
平成 年
6月⁝泉源調査で有望源泉を発見
月⁝成功報酬で温泉掘削工事開始
年

ひがしせふり温泉「山茶花の湯」 53-2619

年

5月⁝地下1︑820㍍,地上で ・2
度の掘削に成功
6月⁝マスコミ報道で運営や建設に多数
の提案

●問い合せ／ダム対策課（東脊振庁舎） 37-0342

花の湯﹂︒何事からも解放され︑ゆったりと流れる時間を充実の設備で︑
ゆっくりご堪能ください︒

開業から 万６０００人 土日は県外ナンバー目立つ
地域活性化の起爆剤として建設された﹁山茶花の湯﹂︒平成
日の開業から１年で︑ 万人の人にお出でいただきました︒お陰

さまで︑心身ともに健康を回復させる癒しと交流の場として︑町内
の人はもちろん︑県内外・福岡都市圏など遠来の人まで︑広範囲の
お客様にご利用いただいています︒特に土日などの休日は︑県外ナン
バーの車が多く見受けられます︒
開業から８月末までの利用者は︑ 万６７１６人︑年度ごとでは︑
年度は

は 万６２９４人︑ 年度は８月末まで 万１５１２人と多くの人
に利用されています︒

温泉で地域活性化 直売所に新鮮野菜

最近では︑新しい取り組みとして︑地元農家での苺狩りや農業体験とのコラボ

らに広がりをもち︑より活気あふれるものになると考えられます︒

域特産品の開発などがあります︒これにより︑温泉は地域活性化の場としてもさ

直売所を活かす今後のテーマとしては︑町内農家の出荷者︑出荷品の増加や地

置づけることができます︒

の所得向上に活かされ︑集客力のある温泉は町の地域活性化の大きな柱として位

ループの商品などが販売されています︒町内資源の換金化による農業振興︑女性

のある直売所が目に入ります︒ここでは︑地元農家の新鮮な朝取り野菜や加工グ

﹁山茶花の湯﹂の自動ドアが開くと︑﹁いらっしゃませ﹂の明るい声と賑わい
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レーションなど︑温泉と地域との連携も少しずつ大きくなっています︒

ダムと温泉 水源地域整備費で建設
小川内地区に建設される五ヶ山ダム関連で︑福岡県や利水者が負
担する総額 億円の水源地域振興費の一部が︑﹁山茶花の湯﹂の建
年の古民家も︑同振興費で水没する小川内

設費等に充てられています︒
温泉に隣接した築
地区から建築当時の雰囲気を感じることができるようにと解体移
築したものです︒豪壮な造りに︑大正初期の活気あふれる小川内を
感じることができ︑食事処として︑また︑小川内の移転者の人の会

秋だ、温泉だ！
2月⁝﹁温浴施設構想報告書﹂完成
7月⁝設計と運営業者が連携した提案の
全国公募開始
説明会に 社１００名が参加
8月⁝ グループが設計・運営の提案︑
1次審査で5グループが決定
9月⁝2次審査で最終候補者が決定
月⁝最終候補者に設計業務発注
年

43

80

合などに利活用されています︒

山茶花の湯」常連さんからの一言

山茶花の湯へGO
2月⁝工事契約議会可決︑運営業者否決
7月⁝愛称公募に1︑072点の応募
8月⁝町民投票で﹁山茶花の湯﹂決定
運営応募2社から1社選考
9月⁝運営業者の指定︑町議会可決
月⁝﹁山茶花の湯﹂竣工・ 日開業
年

﹁美人の湯﹂の泉源
日量最大230トンが湧出する温泉掘削
に成功︒泉質は︑多くの効能があるＰＨ
8・6のアルカリ性単純温泉で美人の湯
と呼ばれる︒︵写真・高さ42ｍの大型
温泉掘削機︶

8月⁝開業から45万6︑716人来客

月⁝開業1周年27万人来客
年

20

10

『週3回は仕事の疲れを癒しに来てい
ます。今日は友達も連れてきました。
壮大な露天風呂と週2回は利用する
本格ボディケア健美園がお気に入り
です。体の芯から疲れが取れま
す。』

54

45

『近くに、「山茶花の湯」ができて、
美容と健康に姉妹で週３回は通って
います。岩盤浴を利用したあとは、
体がすっごく軽くなります！夜景が
美しく露天風呂もすばらしいです
ね。』
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『１周年の時に
初めて来て、露
天風呂がすばら
しくほぼ毎日通っています。 温泉
の質が良く肌がキレイになりまし
た。塩サウナ＆水風呂を繰り返す
と効果倍増です！ 明るく雰囲気が
良いのが気に入っています。』
『温泉は息抜き
の場です。ゆっ
くりとお湯につかり日頃の疲れを
癒す事が、明日への活力源となっ
ています。山茶花の湯に週３回は
来ていますが、自然のなかの露天
風呂はすばらしいですね。』
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芯から疲れが取れる

山岸正さん（右）と友達（みやき町）
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正木恭子さん
（鳥栖市）

有馬美代子さん
（鳥栖市）
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美肌効果あり

癒しで明日へ
の活力源
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体がすっごく軽くなる

陣さん（左）、立花さん（右）
（町内）

地元農家の朝取り野菜や加工品が人気の「脊振
にぎわい市場」は、新たな町内出荷者を募集中。
体と心を癒すボディーケアー
の専門店「健美園」。

町の収入4,300万円
「山茶花の湯」は、独立採算を基本とした公募条件により、次の使用料
等が町の収入となっています。
「山茶花の湯」の現状報告（19年度）
施設使用料25,542,137円、源泉使用料3,000,000円、水道使用料
360,000円、下水道使用料3,900,000円、入湯税 10,350,000円で
360,000円、下水道使用料4,095,000円、入湯税
合計43,152,137円が運営業者から町に支払われています。
合計43,347,137円が運営業者から町に支払われています。
19年度の年間利用者数266,294人（内訳：町内利用者29,087人）
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町内産の野菜、お米など地の物の素材を生か
した料理が楽しめる「食事処 利休亭」。

「癒しと交流」で地域活性化

P1

三田川小

バ
JA

P2

役場

P4 P3

●会場周辺の駐車場
【Ｐ1】三田川小学校グラウンド・体育館南側（注）
【Ｐ2】中央公民館北側・同西側・三田川庁舎北側
【Ｐ3】三田川庁舎南側・同東側・温水プール北側
【Ｐ4】三田川中学校校舎北側
【Ｐ5】JA三田川支所周辺・三田川児童館南側
【Ｐ6】ふれあい館南側・町民憩いの家南側
【Ｐ7】中央公園駐車場
（注）【P1】三田川小学校グラウンド・体育館南側は、東脊振地区住民の専用駐
車場です。
＊会場周辺の路上や指定駐車場以外には駐車しないでください。
＊係員や警備員の指示に従ってください。

P5

P6

ふれあい館

A

P7

会場 中央公園
バ
浄化センター

プログラム
吉野ヶ里浄化センター

種目

予定時刻

対象者

60メートル走

9:00

先着400名

玉入れ

9:30

人数･年齢制限なし

マラソン

9:50

人数制限なし

釣り名人

9:50

老人クラブ

フラフープくぐり

10:20

二人三脚 結ばれた二人

10:40

マスゲーム

11:10

幼児(当日受付)
婦人会

スポーツ少年団対抗リレー 11:25

スポーツ少年団

消防団リレー

11:45
休

消防団

各種グループリレー

13:00

各種グループ

一升懸命

13:20

ゲタリレー けまつれた

13:50

みんなでジャンプ

14:10

地区対抗リレー

14:40

昼

み

※マラソンは一般５㌔、50歳以上･女子･小学生は3.5㌔です。
※色文字は得点種目です。
※閉会式終了後、抽選会を行います。

会場 三田川中央公園多目的広場
5 YOSHINOGARI

町民体育大会

第３回
吉野ヶ里町

吉野ヶ里公園駅

●地区用具搬入車両駐車場
テントなど、各地区から用具を搬入する車両は【Ａ】関係者駐車場を利用してく
ださい。＊各地区の駐車位置を指示しています。

●シャトルバス
三田川中学校正門前〜会場南 ７:00〜17:00まで運行
＊JA三田川支所周辺、三田川児童館南、三田川小学校グラウンド、同小体育館南、
三田川中学校校舎北側、役場三田川庁舎･中央公民館の駐車場利用者は、シャトル
バスを利用してください。
＊地図中 バ は、シャトルバス発着所です。
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●問い合せ 社会教育課 TEL 37-0340

10/

＊雨天中止。順延なし。

日曜日
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医療観察法の成立

12月 ８日

厚労省より東脊振村に、医療観察法に基づく指定入院医療機関の整備に関する説明

12月18日

厚労省より東脊振村議会及び周辺地区役員へ説明

６月 ９日

厚労省より東脊振村並びに村議会へ医療観察法病棟建設に関する説明

７月 ３日

厚労省による住民説明会（説明：厚労省障害保健福祉部）

10月30日

下三津西地区説明会

11月25日

永田ヶ里地区説明会

３月7〜８日

永田ヶ里地区説明会

下三津西地区説明会

永田ヶ里地区住民、署名運動を展開し、東脊振村議会に請願書（病棟建設反対）を提出

６月17日

東脊振村議会、新病棟建設の白紙撤回を求める請願を採択
関係大臣に対して新病棟建設反対を訴える意見書を可決

10月 ７日

29

19

５月18日

７月15日

15

10

医療観察法の施行
厚労省医療観察法体制整備推進室長、東脊振村長に会見
建設されれば切り替えるとの方針を通告

年

18

住民説明会
経過措置病棟（西４−１病棟16床）完成

７月19日

町議会へ病棟整備(案)を説明（厚労省社会援護局室長補佐）

７月31日

下三津西地区出張町長室（医療観察法に基づく病棟整備の意見交換)

８月29日

永田ヶ里地区出張町長室（医療観察法に基づく病棟整備の意見交換)

３月 ７日

既存改修病棟を含めた新病棟建設計画の白紙撤回を求める請願書が町議会に提出される

６月 ６日

6月定例議会で白紙撤回を求める請願書が不採決となる

９月18日

住民説明会
この説明会の折に、「住民との対話を重視する」という町長の発言を受けて、地元代表
者との協議の場を設けることを約束。住民の意見として、これからの協議のなかでの約

年

19

束事項について、文書として残すことが提案される
10月30日

肥前精神医療センター、町、地元5地区区長、住民代表者を構成員とする地域協議会を設
置する「覚書」を締結
第1回地域協議会
｢セキュリティに関すること｣ ｢地域の安全の確保や子どもの安全に関すること｣ 等について

11月20日

第2回地域協議会

医療観察法病棟運営に係る覚書に調印する
江頭町長と医療センター平野院長（右）

今年８月22日の住民説明会

今後は︑この﹁覚書﹂に沿った約束の確実
な履行を求めるとともに︑より安全︑安心の
運営を見守っていく必要があります︒そのた
めに︑町と周辺地元の間においても︑医療セ
ンターとの﹁覚書﹂の内容を確実に守るため︑
また︑継続して医療センターの運営に意見を
反映させるため︑地域協議会を継続して 開催
していくことなどをまとめた﹁覚書﹂を 締結
しました︒

３月28日

＊１ 医療観察法とは

吉野ヶ里町誕生（旧三田川町、旧東脊振村合併）

心神喪失等の状態で重大な他害行為︵他人に
害を及ぼす行為︶を行った者に対し︑その適
切な処遇を決定するための手続等を定めるこ
とにより︑継続的かつ適切な医療並びにその
確保のために必要な観察及び指導を行うこと
によって︑その病状の改善及びこれに伴う同
様の行為の再発の防止を図り︑社会復帰を促
進することを目的につくられた法律です︒

３月 １日

｢病床数に関すること｣ ｢安全管理体制に関すること｣ ｢無断退去発生時等の緊急時マニュ

も厚労省との合議を重ね︑住民の安全・安心の確保を第一に
真摯な対応に心がけ︑施設の安全性や周辺環境の整備︑地域
振興のために貢献していくことなどが確認されました︒また
ま︑
町の立場を明確に示すことなども協議されました︒
こうした経過を踏まえ︑町と医療センターの﹁覚書﹂は数
回の修正をし︑具体的な運営マニュアルの作成となって合意
にいたりました︒
●今後の地域協議会

11月13日

﹁覚書﹂に調印

厚労省として、㈰既存病棟の改修により医療観察法の病床確保を行うこと、㈪新病棟が

18

に係る

年

17

容

病棟運営

年

15

７月16日

内

医 療
観察法

年月日

８月 日︑独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センタ
ー︵以下﹁医療センター﹂という︶と町との間において︑医
療観察法に基づく病棟の運営に関する﹁覚書﹂の調印式が東
脊振庁舎で行われました︒
●﹁覚書﹂とは
この﹁覚書﹂は︑町︑医療センター︑及び地域住民の代表
者の論議を重ねた上で︑地域住民の安全・安心の確保を図る
ため︑医療センターと町との約束事項を取り決
めたものです︒
平成 年の﹁心身喪失等の状態で重大な他害
行為をおこなった者の医療及び観察等に関する
法律︵医療観察法＊１︶﹂の成立を受けて︑医
療センターが︑病床の確保のために新病棟の建
設計画を提示したことに対し︑住民の反対運動
を招き︑町村合併をはさんで５年近くが経過し
ておりました︒
●﹁覚書﹂調印までの経緯
当日は︑厚生労働省︵以下﹁厚労省﹂とい
う︶の立会いと地元の区長及び住民の代表者も
立会い︑関係者の見守る中︑吉野ヶ里町長と医
療センター院長が﹁覚書﹂に調印しました︒
吉野ヶ里町の発足後︑平成 年９月 日の住
民説明会を契機として︑地域住民との対話が促
進され︑周辺地域の区長に地域の住民も交えた
会合は地域協議会として発足しました︒本年８
月までに 回を超える会合が重ねられました︒
この地域協議会では︑病棟の運営方針に対す
る不安や旧国立肥前療養所時代の地域とのかか
わり方に対する不信感など︑医療センターに対
する厳しい意見が出されました︒医療センター

肥前精神医療センター医療観察法病棟整備の経緯

アル｣ 等について
１〜６月

第3回〜第8回地域協議会
｢緊急時の連絡体制｣ ｢町と肥前精神医療センターとの覚書（案）」について
｢町の立場を明確に示すために、町と地元との「覚書」について｣

７月22日

第9回地域協議会
｢無断退去時の安全・安心の確保｣ ｢補償問題｣ ｢覚書（案）」の検討等について

年

20

８月 ８日

第10回地域協議会及び地域協議会構成員で西７病棟（改修病棟）を視察
｢安全・安心を確保するための具体的な方法、環境整備について｣ ｢補償に関する事｣ ｢覚
書（案）の検討
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８月22日

第11回地域協議会、住民説明会（説明：医療センター、町）

８月28日

永田ヶ里地区説明会

８月29日

医療観察法病棟運営に係る覚書調印式

現在、医療センターには医療観察法に基づき改修病棟に33名が入所しています。
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平成20年度

楽しい子育て講座
●対象者

３歳未満の子どもと保護者

●申込締切

10月６日（月）

●申込方法

電話またはFAXで、子どもと保護者の氏名、年齢、地区名を
電話またはFAXで、子どもと保護者の氏名、年齢、地区名、
連絡してください。

●申込･問い合せ
日にち

時

ただし先着30名で締め切り

教育委員会社会教育課

間

場

所

TEL 37-0340
内

容

10月 ８日（水）

親子リズム体操

10月22日（水）

親子リズム体操

10月29日（水）

食育「幼児食」

11月 ５日（水）

10:00〜11:30

三田川児童館
遊戯室・集会室

FAX 52-2521

絵本と外遊び

11月12日（水）

紙芝居・エプロンシアター

11月19日（水）

親子リズム体操

11月26日（水）

リトミック

特別児童扶養手当
●手当を受けることができる人 身体や精神に中度以上の障害のある児童（20歳未満）の父もしくは母、または父母に
かわって児童を療育している人。手当は児童扶養手当、児童手当とも併給されます。なお、受給者、児童ともに国籍は
問いませんが、国内に住所を有しない場合は支給されません。
●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、申請した月の翌月から支給されます。
●資格喪失について 手当を受けている人で、資格が喪失したときは、速やかに届出てください。そのまま手当を受給
すると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。
・ 児童が障害を受給理由とする年金を受けることができるとき
・ 児童が児童福祉施設等に入所しているときなど
●問い合せ 福祉課障害者支援係（東脊振庁舎）TEL 37-0343

高齢者インフルエンザ予防接種について
高齢者の人を対象にインフルエンザの発症、重症化等の予防のため、インフルエンザ予防接
種を次のとおり実施します。
なお、昨年度同様に町内の受託医療機関に加えまして、佐賀県医師会会員で広域化を受託さ
れた県内の医療機関でも予防接種を受けることができます。
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振り込め詐欺の被害が跡を絶ちません。

児童館だより
４月１日に児童館がオープンして半年が過ぎました。大きくなって、児童館で過ごしたことが楽し
い思い出となることを願って、これからももっともっと楽しいところになるように職員一同努めてい
きます。ぜひ足を運んでください。
10月の行事は次のようになっていますので、ご参加ください。
●●●

児童館主催の主な行事 ● ● ●
日にち

時間

行

事

対 象

小学校４
10月11日(土) 14:00〜 ミルクもち作り
年生以上
手作りバターに挑戦!（親子編） 未就学児
10月17日(金) 10:30〜 空の500mlペットボトル１本持参ください。 と保護者

10月18日(土) 14:00〜 お話の会

どなたでも

10月24日(金) 10:30〜 フルーツおやこ広場

１〜３歳児

10月25日(土) 14:00〜 映画まつり

どなたでも

定員
10人

材料代

申込締切

100円 10月９日(木)

30人程度 100円 10月15日(水)
10月22日(水)

＊参加希望の人は電話かFAXでも受け付けできます。
＊詳しくは児童館内掲示板を見に来てください。
＜図書室＞県立図書館貸出本、布絵本もあります
＜館内貸出し＞トランプ・将棋・オセロ・百人一首など
＊就学前幼児は保護者同伴で、小学生は17:00までの利用です。
●開館日時 月曜〜土曜日（日曜･祝日休み）9:00〜17:30（５〜９月：9:30〜18:00）
●問い合せ 三田川児童館 TEL兼FAX 53-1117

児童館リサイクル講座の様子

８月のフルーツおやこ広場ｍiniの様子

●対象者 吉野ヶ里町に接種当日住所を有する人で、接種を希望される
①65歳以上の人
②60歳以上65歳未満の人で、心臓、じん臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に
障害を有するものとして厚生労働省令で定める人
●実施期間 10月1日（水）〜12月31日（水）ただし、医療機関の休みの日は除く
●接種回数 実施期間中に1回
●個人負担金 1,000円（医療機関の窓口で直接お支払いください）
●申込 町内の医療機関は、これまでどおり接種前に医療機関に直接連絡してください。町外の医療機関は、広域
化受託医療機関であるかを確認されて医療機関に直接連絡してください。
＊接種当日は、健康保険証等、年齢を確認できるものをお持ちください。
＊病院で予診票を記入しますので、必要な人は眼鏡(老眼鏡)を持参してください。
●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

慌てて振り込まず、家族に確認を!!
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ハッピーバースデイ̶ 吉野ヶ里町の宝 ̶

環境だより

マイバックやってみませんか？

Happy Birthday
みね

もり

平成17年10月７日生まれ
【横田】

かんな

峰 栞那ちゃん

【10月は買い物袋持参運動強調月間です】

【家族からのメッセージ】
お兄ちゃんたちと仲良く、元
気いっぱいたくましく育って
ね。

平成18年10月７日生まれ
【上豆田】

現在、国内では年間300億枚ものレジ袋が消費されています。これを人口で割ると、国民１人あたり
年間約300枚使っている計算となります。レジ袋1枚につき約18mlの石油を使うため、年間300億枚

【家族からのメッセージ】
いつも笑顔をふりまいてネ！

×18ml＝55万 klの石油が使われている計算となります。使い終わったレジ袋のほとんどがそのまま廃

あゆむ

森 歩夢くん

うちかわ

ま

み

内川 真実ちゃん

棄され、ゴミとなっています。また、レジ袋に水気の多い生ゴミを入れることで、ゴミの重量を増やし
ているのも事実です。さらにレジ袋を焼却すると地球温暖化の原因となるCO２が排出されます。買い

わたなべ

渡

物時にマイバックを持参すれば、ごみを減らすだけでなく、貴重な資源エネルギーを無駄にせず、地球

平成19年10月29日生まれ
【下中杖】

かんな

栞和ちゃん

【家族からのメッセージ】
毎日元気いっぱい動きまわっ
ています！思いやりのある子
に育ってネ。

平成19年10月19日生まれ
【目達原】

温暖化の防止にもつながります。
【佐賀県マイバック･ノーレジ袋推進店】

【家族からのメッセージ】
１歳おめでとう!!明るく優しい
女の子になってね。

マイバック･ノーレジ袋推進店では、買い物袋持参者、レジ袋辞退者にポイント還元などの特典・サー

おおくま

大隈 綾音ちゃん

ビスを提供しています。

●リサイクル体験隊●

そうだ

平成16年10月２日生まれ
【上豆田】

あきのぶ

早田 旭伸くん

８月６日、第１回目のリサイクル体験隊の視察を行いました。参加者は東脊振小８名、三田川小９名、

【家族からのメッセージ】
とっても元気なあやねちゃん。
我が家のアイドルです！

平成17年10月17日生まれ
【田手村】

若葉会10名、吉田北子どもクラブ17名で、吉野ヶ里町リサイクルセンターと西日本広域リサイクルプラ

【家族からのメッセージ】
強くて優しい子に育ってね。

ザ（武雄市）、コトブキ製紙株式会社（小城市）を視察しました。

あやね

いしかわ

石川 くららちゃん

視察に参加して、体験隊の声
●吉野ヶ里町にリサイクルセンターがあることを知らなかったので知れて良かったです。
製紙会社などに行って実
際にリサイクルされているところを見て、
日常的にリサイクルに関心を持ちたいなと思いました。
（６年生）
●また行きたい。
いろいろなところつれてってください。
たのしかったです。
（２年生）
●楽しくいい勉強になった。
でっかいトイレットペーパーはびっくりした。
（６年生）
●ペットボトルがつぶれて四角になるところが見たかった。
でっかいトイレットペーパーがすごかった。
（1年生）
●トイレットペーパーが出きるしくみがわかって勉強になった。
ダンボールがまたダンボールになると思わなかっ
た。
（３年生）
●私が子供時代も、
子供会で廃品回収をしてきましたが、
それがリサイクルのためとかいう意識はなくて、
子供会
の運営費・活動資金になると思ってやっていました。
実際、
そのころはペットボトルなどはなく、
古紙回収などが
主だったと思います。
今は、
アルミ缶・牛乳パック・トレイetc……を分別して、
いろんなものを再利用し、
限りあ
る資源を大切にしていく時代だと改めて思った次第です。
工場見学は、
文字や映像で見る知識でなく肌で感じ
るものがありとても有意義でした。
ありがとうございました。
（保護者）
●身近なリサイクルの勉強が出来てとても良かったです。
これからも私たちの地球環境のために自分たちで出来
ることからやって行けたらと思います。
（保護者）
以上のようにたくさん声が寄せられました。一部しか紹介できませんでしたが、参加者のみなさんは
リサイクルの重要性を再認識した視察になったかと思います。

平成18年10月29日生まれ
【目達原】
くろだ

ゆうし

黒田 侑志くん

【家族からのメッセージ】
笑顔のステキなくららちゃん
（＾＾）お兄ちゃんと仲良く
ネ!!

平成19年10月20日生まれ
【萩原】
【家族からのメッセージ】
お父さんみたいに、自由にの
びのび育ってネ。

ごとう

後藤 かえでちゃん
平成19年10月19日生まれ
【上豆田】

【家族からのメッセージ】
元気で明るく優しい子に育っ
てね。

【11月号募集】
●対象者 11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 10月８日(水)
●問い合せ 総務課秘書･広報係 TEL 37-0330

小学校新入学予定児童健康診断

平成21年度

平成21年４月に小学校に入学する子どもの健康診断を実施しますので、保護者は受診させて
ください。対象者は、平成14年４月２日から平成15年４月１日までに生まれた子どもです。
町リサイクルセンターで環境課職員 西日本広域リサイクルプラザで吉岡
による分別の説明
所長の説明を聞く参加者

SAVE THE EARTH
●問い合せ
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コトブキ製紙で初めて見る機械を前
に質問する児童

環境課環境衛生係（三田川庁舎）

TEL 37-0335

還付金詐欺が急増しています。

〔東脊振小学校校区〕
●期日 10月29日（水）
●受付 12:30〜13:30
●診断 13:30〜15:00
●場所 東脊振健康福祉センター「きらら館」

〔三田川小学校校区〕
●期日 11月12日（水）
●受付 12:30〜13:30
●診断 13:30〜15:00
●場所 三田川健康福祉センター「ふれあい館」
●問い合せ

教育委員会

学校教育課

TEL 37-0339

行政機関が、ATMを使用して還付金を払うことは絶対にありません
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保健課 後期高齢者医療係 TEL 0952-37-0345
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『訪韓少年の翼』に参加して④

J1昇格を願って
サガン鳥栖支援自販機設置

「訪韓少年の翼」（佐賀県子どもクラブ連合会主催）が

売上の一部がサガン鳥栖の運営支援金になる飲料自動販売機が９月４日、

３月25日から29日にかけて行われ、町内からも14名が参

道の駅吉野ヶ里「さざんか千坊館」に設置されました。
町内初の自動販売機は、チー

加。韓国の釜山市や慶州市、麗水市などを訪問しました。

ム強化のための｢募金箱｣として

ここでは、参加した子どもたちの感想文をシリーズで紹

平成18年からはじめられたも

介します。 （学年は、現在の学年で表示しています）

ので、佐賀県内の公共施設や病

「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。

院等12か所（９月４日現在）
に設置されています。自動販売
機と専用のダストボックスは、

三田川小６年 原口祐希奈

チームカラーのブルーにマスコ

私が、まず韓国に行って思ったことは、２回韓国に来
たけどやっぱりビルみたいな建物や、マンション、アパ
ートなど、とにかく高い建物がいっぱい建ってるところ
はかわらないな。佐賀は田舎だからあまり高い建物がな
いけど道路を車で走っているとなんだかここ本当に韓国
なのかな。日本と韓国は兄弟の国だから似てるのかな。
次に港のトイレに行くと、韓国の高校生に話をかけら
れました。その高校生は修学旅行で日本に行くらしく、
そのせいか分からないけどやたらとテンションが高く、
声も大きな声でしゃべられたので、友達と、とまどって
しまいました。「修学旅行にいく。」ということを知ら
なかった私達は、「韓国の人ってこんなに大声でしゃべ
るのかな。」と思っていました。
３つ目はトイレットペーパーはとなりに置いてあるご
み箱にすてないといけないということです。やっぱり２
回来たけど知りませんでした。
そして次の朝、６時半起床できちんと起きれたけど、
７時からの朝の集いに５分前に部屋から出たのに、ほと
んどの人が集まっていました。だから「みんな５分前じ
ゃなくて、５分前より少し早く部屋を出てるんだな。」
と思いました。このことがあったのでその夜の班会議で
目標が「返事をする。と、すばやく行動（10分
前）。」になりました。おかげで、あまりおくれず、最
後には15分前に部屋を出るようになりました。
朝ごはんを食べ終わってから、バスで仏国寺に行きま
した。覚えてはいますが、次に行った古墳公園とごちゃ
まぜになっていて分からないから、仏国寺と古墳公園が
まざっているところがあるかもしれません。古墳公園で
は、韓国の小学生や大人など大ぜいの人たちが遊びや勉
強をしに来ていました。バスから少し歩いていくと、鬼
が、人をつかまえている像がありました。悪いことをし
たらつかまるそうです。だから「あまり悪いことをした
くないな。」と思いました。
仏国寺で一番心に残っているのは、「黄金のいのし
し。」です。黄金のいのししが長年見つからなかったけ
ど、去年観光客が見つけたそうです。私は、黄金のいの
ししがある場所を見て、「なんでこんな場所にかくすみ
たいに置いてあるのかな。」と思っていました。私はこ

ットのウィントスが描かれたカ
ラフルなデザイン。さざんか千
坊館の堀田館長は「自販機をた

t

くさんの方に利用していただい

o w

て、サガン鳥栖がＪ１昇格する
と嬉しいですね。」と話されて

n

「さざんか千坊館」に設置された
サガン鳥栖支援自販機

いました。

t
o
p

永山地区山神社新築落成式

i
c

８月31日、永山地区にある山神社の

s

新築落成式が行われました。氏子27件
と永山地区に縁のある人々の寄附によ
り、社殿の修復ならびに拝殿の新築が
実現しました。
この神社は山の安全を祈願し創建以
来、永山地区の氏神として大切に祀ら
れてきました。落成した神社は真新し
い木の香りに包まれて、地域と共に新
たな歴史を刻み始めました。

新築した山神社

「こんにちは赤ちゃん事業」を開始
町では、今年度６月から母子保健推進員（16名）による「こんにちは赤
ちゃん事業（乳児家庭全戸訪問事業）」を開始しました。町内の生後４か
月前の赤ちゃんのいる家庭を訪問しています。
今まで訪問した保護者からは、「育児の先輩である母子保健推進員さん
に育児についてお話を聞いてもらい安心しました。手作りのプレゼント
『にぎにぎうさぎ』をいただきうれしかったです。」という声が聞かれま
した。母子保健推進員からは､「初めての訪問は緊張しましたが、訪問し
て喜んでもらい、よかったです。」という感想が寄せられました。
母子保健推進員は､地域と行政のパイプ役として町主催の乳幼児健診・
相談、おやこ教室、ニコニコ運動時のサポートなどの事業に参加するとと
もに、「こんにちは赤ちゃん事業」をとおして身近な育児の相談や親子へ
の声かけなどの活動をつづけます。気軽にご相談ください。
『にぎにぎうさぎ』をうけとる保護者
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振り込め詐欺の被害が跡を絶ちません。

慌てて振り込まず、家族に確認を!!

の疑問に思っていたのをこう考えていました。
「ぬすまれちゃだめだから。」と思っていました。でも
たぶんちがっていると思います。
仏国寺の見学が終わって昼ご飯を食べに行きました。
昼ご飯は「石焼ビビンバ」でした。コツヂャンを入れた
ので辛かったけど、全部食べれました。最後には、かな
りおなかがいっぱいになって、苦しかったです。時間が
たつにつれて、一人、また一人と友達がたくさんできて
いました。韓国最後の夜は一番楽しかったです。その夜
は、「お楽しみ会」があったからです。私達２班は、
「世界中の子供達が」という歌を歌いながら、手話でし
ました。きんちょうしたけど、まちがえずにでききたの
でうれしかったです。
サンボン初等学校では、研修の時いつも忘れていた面
浮立の出し物では韓国の子供達の真前でおどらないとい
けなかったのでかなりきんちょうしました。世界に一つ
だけの花も、同じくやっぱりきんちょうしました。だけ
ど、ピアノをひいた人は、もっときんちょうしていたと
思います。だからがんばりました。でもおどったり、歌
ったりしていると、そっちのほうに集中するのであまり
はずかしくありませんでした。終わると、私は「終わっ
た。意外に終わるの早いな。」と思いました。けれどド
キドキはおさまりませんでした。それは、ホームステイ
先の発表があるからです。私が泊まった家は、マンショ
ンにお父さん、お母さん、お兄ちゃん、女の子の４人で
住んでいました。あと、２、３日くらいホームステイの
日があれば「もっともっと仲良くなれたんじゃないか
な」と思いました。
キムチの辛さは、韓国に来た日の夜食べたプルコギを、
野菜にまいて食べたキムチはあまり辛くなかったけど、
お土産に買ったキムチはかなり辛くて、お父さんも少し
食べただけで、「かなり辛か。さすが韓国やね。店で買
ったのとぜんぜん辛さのちがう。」と言ってました。だ
から私も少しずつ食べてます。
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就職役立ちセミナー

佐賀県農業大学校の
学生募集

●講習内容

本科２年 50名、

【１日目】自己分析、求職活動の方法、

専科１年 若干名

応募書類の作成学習及び実習、個別カ

●応募資格 高校卒業者、またはこれ

ウンセリング

と同等以上の学力を有する人、および

【２日目】面接のポイント、面接訓練、

平成21年３月高校卒業見込みの人

労使間のトラブル解決を
お手伝いします

模擬面接

●願書受付及び試験日等

●対象者 県内在住の中高年齢者

〈推薦入試〉

職場の労使間の問題でお困りのこと

（30歳代も参加可能）

●願書受付 10月１日（水）〜10日（金）

はありませんか。労働委員会では中

●受講料 無料

●試験日 10月31日（金）

立・公平の立場で問題解決のお手伝い

●定員 各20名（各回20名×２回）

●試験内容 作文、面接

をしています。

●会場 佐賀県婦人会館（佐賀市）

〈一般入試〉

相談

●募集方法 受講申込書により郵送ま

●願書受付 12月９日（火）〜22日

●解雇されたが納得できない

たはファックス、電話で申し込みくだ

（月）

●一方的に賃金を引き下げられた

さい。

●試験日 １月９日（金）

●経営不振で労働条件を変更したいが、

●申込・問い合せ ㈱ライトマネジメ

●試験内容

従業員との話し合いがうまくいかない

ントジャッパン

（外国語他）の３科目

●費用 無料

福岡市博多区博多駅南1-8-31九州ビ

＊専科は作文、面接のみ

ル4F

●問い合せ 佐賀県農業大学校

局 佐賀県庁新行政棟11階

TEL 092-473-4378

養成部 TEL 45-2144

TEL 25-7242

FAX 092-473-4242

●問い合せ

佐賀県労働委員会事務

若者自立支援セミナー

募集

国語・数学・選択科目

技能講習会の受講者募集
●日時 10月７日（火）〜10日（金）、

ー「食品小売業」

15日（水）〜18日（土） 10:00〜

●日時 10月16日（木）14:00〜16:00

16:00

【セミナー②】自分みがきセミナー

【子育て支援講習会】

●日にち 10月17日（金）

「自己分析で客観的に自分を見つめ

●日時 10月21日（火）〜24日（金）

●時間

る」

28日（火）〜31日（金）、11月６日

●日時 10月23日（木）14:00〜16:00

（木）10:00〜15:00

●午後の部 13:30〜16:30

●受講料 無料

●会場 鳥栖市民体育センター他

●会場 中央公民館

●定員 各30名（申し込み順）

●対象者 60〜64歳で就職を希望さ

●定員 20名（午前、午後の部とも）

●会場 （独）雇用・能力開発機構

れる人

●受講料 無料（テキスト代無料）

佐賀センター（佐賀市兵庫町若宮）

●定員 30名

●申込締切 10月７日（火）

●申込・問い合せ （独）雇用・能力

●受講料 無料

●申込・問い合せ 株式会社ジェピッ

開発機構佐賀センター

●問い合せ

ク TEL 36-5825

TEL 26-9498

ンター TEL 34-1440

●午前の部

９:00〜12:00

分けPK戦（５対４）により辛
勝しベスト８進出。４回戦は
唐津東中に（０対２）で敗れ、
惜しくもベスト４進出は逃し
たものの中学校３年生にとっ
ての最終戦、すばらしい思い
出となりました。
三田川中サッカー部のメンバー

いざというときのために
吉野ヶ里町消防団（福岡茂幸団長）の夏季
訓練が９月14日、東脊振小･中学校グラウン
ドで行われました。訓練には約300人の団員
が参加。神埼消防署職員の指導のもと、通常
点検や停止間動作などの訓練に取り組みまし
た。また、入団１〜２年目の団員には通常訓
練のほかホース伸ばしなどの訓練もあり、有
事に備えて真剣に取り組んでいました。

【緑地保全管理講習会】

【セミナー①】職業ふれあいセミナ

初心者向けインターネット
利活用講座

鳥栖中に（４対１）、２回戦成章中に（４対０）、３回戦北方中に（１対１）引き

s

●相談内容

県内50チーム（クラブチーム含む）がエントリー、トーナメント方式により熱
戦が繰り広げられました。当町からは、三田川中学校サッカー部が出場し、１回戦

n - t o p i c

●募集定員

８月23日、24日「第19回佐賀県ジュニアユースサッカー選手権大会」が塩田町
民グランド他５会場で行われました。

t o w

●開催期間 10月30日
（水）〜31日（金）

ジュニアサッカー選手権

企画課（三田川庁舎） TEL 37-0332

佐賀県シルバー人材セ

写真上＝指導を受ける消防団員
写真左＝ホース伸ばしの指導を受ける新入団員

長寿を祝う
第３回吉野ヶ里町敬老会が９月14日、ふれあい館で開催されました。今年の対象者は昭和８年４月
１日までに生まれた1,497人で、当日は540人を越える人が出席。米寿と金婚式を迎える皆さんに記
念品が贈られ、長寿を祝いました。また、演芸の部では、吉野ヶ里町出身の山本譲一さんの歌謡ショ
ーをはじめ、地元「炎（ひ）祭り劇団」オリジナルの佐賀にわ

有(料広告︶

かも公演され、会場には大きな笑いと拍手が起こっていました。

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）
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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17cm 10,000円
●縦５横 ８ 5,000円
＊2色刷り(色の指定はできません)

還付金詐欺が急増しています。

今年の最高齢者と今年100歳になられた人は次のとおりです。
なお、米寿該当者と金婚該当者については、紙面都合により省
略します。
【最高齢者(男)】米倉都年夫さん
(下石動)97歳
【最高齢者(女)】森園チヱさん
(下藤)104歳
【新100歳】中村ナニさん(田手村)
大久保ソチさん(横田)
【写真左】金婚式を迎える皆さんに記念品の贈呈
【写真右】炎まつり劇団のにわかに笑顔がこぼれ

行政機関が、ATMを使用して還付金を払うことは絶対にありません
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●付加年金

環境

EMボカシ容器斡旋
ごみ減量対策として、生ごみを肥料
に変える「ボカシ肥料専用容器」
「取替
用ふた」
「ＥＭボカシ肥」を斡旋します。
●価格（１個･袋）

９:00〜18:00

●水墨画サークル作品展

定額の国民年金保険料に月額400円

●内容 新鮮野菜店頭販売、テナント

11月29日（土）〜12月13日（土）

を上乗せして納めると、将来受け取る

限定販売、こんにゃく・蒲鉾店頭実演

●問い合せ 吉野ヶ里公園駅コミュニ

老齢基礎年金に付加年金が加算され、

販売他

納めた分は２年間で取り戻すことにな

●問い合せ 「道の駅」吉野ヶ里

ります。（ただし、国民年金基金に加

さざんか千坊館 TEL 55-6175

入している人は付加年金保険料を納め
ることはできません。）
●寡婦年金
第1号被保険者として、国民年金を

第22回ふもと矯正展

TEL 0942-94-2048（内線704）

祉士会「ぱあとなあ佐賀」会員

乳がん予防ピンクリボン
キャンペーン

●日時 10月５日（日）

不動産の無料相談会

●場所 佐賀県立生涯学習センター

●鳥栖市役所

となく亡くなった時、10年以上婚姻関

●内容

●場所 佐賀県内各司法書士事務所
●問い合せ 佐賀県司法書士会

●場所

９:30〜16:30

以上ある夫が、何の年金も受け取るこ

10:00〜15:00（土、日除く）＊要予約

●日時 10月３日(金)10:00〜15:00

10:00〜16:30

麓刑務所内特設開場（駐車場あり）

●日時 10月１日（水）〜７日（火）

ティーホール TEL 55-8255

● i スクエアビル(佐賀市)

●場所 鳥栖市山浦町2635

【「法の日」無料法律相談】

相談

●日時 10月５日（日）

納めた期間（免除期間を含む）が25年

ルサポート佐賀支部会員、佐賀社会福

（社）成年後見センター・リーガルサ
ポート佐賀支部 TEL 29-0626

「アバンセ」ホール（佐賀市天神）

●相談内容 不動産の価格･取引、不動

●参加者 県民300人（入場無料）

産に関する法律など

●内容

係（事実婚を含む）のある妻に60歳か

●矯正施設広報ビデオ・パネル展示

●ボカシ肥料専用容器 1,550円

ら65歳になるまで支給されます。年金

●絵画等被収容者文芸作品展示

10:30〜12:30、14:30〜16:30

＊1世帯あたり３個まで

額は、夫が受け取れたであろう老齢基

●所内見学

２回上映（各300人、入場無料）

●映画上映「Mayu-ココロの星-」

●問い合せ 佐賀県不動産鑑定士協会
TEL 28-3777

無料法律相談会

●日時 10月10日（金）
10:00〜15:00
●場所 サンメッセ鳥栖

●相談内容 金銭関係や不動産、家庭

無料もの忘れ相談室

問題等

礎年金額の3/4です。（ただし、死亡し

●刑務作業製品展示即売

●13:30〜14:20 講演

●対象 もの忘れや認知症について不

＊1世帯あたり3個まで

た夫が障害基礎年金を受ける権利があ

●アトラクション

「乳がんの早期発見の重要性と治療法

安がある人及びその家族

ます。）

●ＥＭボカシ肥（300ｇ） 50円

ったり、老齢基礎年金を受けていた場

●コンピュータによる性格検査

の進歩」講師 徳永えり子 先生

●相談を受ける先生

●相談員 調停委員、弁護士

●10:00〜15:00 乳がん自己触診法

肥前精神医療センター医師

●問い合せ

の説明、モデルの展示、ピンクリボンキ

杠岳文 先生、森崇洋 先生

TEL 23-3161（内線259）

●取替用ふた 310円

＊1世帯あたり20個まで
●受付期間･時間
10月15日（水）〜10月31日（金）

合は支給されません。）

●問い合せ 麓刑務所企画部門

●死亡一時金

（作業） TEL 0942-83-9196

第１号被保険者として、国民年金保

９:00〜16:00（土･日･祝日除く）

険料を３年以上納めた人が、老齢基礎

＊予定数量になり次第締め切ります。

第32回佐賀矯正展

●申込方法 印鑑と代金を持参の上、

年金・障害基礎年金を受け取らずに亡

●日時 10月18日（土）19日（日）

くなり、その遺族が遺族基礎年金を受

９:30〜16:00

三田川庁舎内環境課へ。容器は代金と

けられない場合に支給されます。（た

＊19日は15:30まで

引き換えにお渡しします。
●問い合せ

だし、死亡一時金と寡婦年金の両方が

●場所 佐賀市新生町２-１

受けられる場合は、どちらか一方を選

佐賀少年刑務所構内（駐車場あり）

環境課（三田川庁舎） TEL 37-0335

択します。）死亡一時金の額は、保険

年金

国民年金の「独自給付」について

料を納めた期間によって120,000円〜

作業製品展示即売、陶器の絵付け体験、

320,000円まで段階があります。

昭栄中学校、鍋島中学校ブラスバンド

●問い合せ 住民課年金係

演奏等

(三田川庁舎) TEL 37-0333

●問い合せ 佐賀少年刑務所職業

佐賀社会保険事務所 TEL 31-4191

訓練担当 TEL 24-3291

国民年金第1号被保険者（自営業、
農業、アルバイト、学生等）として、
国民年金保険料を納めている人には、
独自の給付として『付加年金』・『寡
婦年金』・『死亡一時金』の三つの給
付があります。

コミユニティーホール展示会

催し

●60分で縫えるニットソーイング作品展

さざんか千坊館さざんか祭り

●フラワーアート作品展
11月１日（土）〜28日（金）

●問い合せ 佐賀県がん対策推進
担当:宮崎 TEL 25-7074

東佐賀病院健康まつり

●連絡先 鵲友会事務局 神埼高校内 TEL 0952−52−3118

※送迎バス12:30出発 JR神埼駅北口

振り込め詐欺の被害が跡を絶ちません。

10月を「行政書士制度広報月間」
と位置づけ、行政書士電話相談、街頭

＊予約制ですので事前に申し込んでく

無料相談会等を実施し、皆様のご相
談にお応えしています。お気軽にご

10:00〜13:00

相談ください。

●場所 国立病院機構東佐賀病院

らら館」相談室
●問い合せ・予約先

的財産権、建設業法、農地法、運輸交

●講演 「メタボリックシンドローム

福祉課地域包括支援センター(東脊振

通、

について」講師 貞松篤 副院長

庁舎)担当:江川 TEL 37-0344

●内容

●スタンプラリーによるメタボリック
に関する健康チェック
●体験ゾーンではAEDの使い方や健

【成年後見に関する無料相談会】

康体操が学べます。
●バザーやキッズコーナーでのお楽し

10:00〜15:00

公有地等に関わる業務
●問い合せ 佐賀県くらし環境本部私
学文化課担当 山下 TEL 25-7350

み満載です。

●場所 ｉスクエアビル ５階大会議

●問い合せ 東佐賀病院地域医療連携

室（佐賀市駅前中央1-8-32）

室 担当 今村,柴田,毎熊

●相談内容 権利義務、事実証明、知

風俗営業法、入国管理法、開発行為、

司法書士による無料相談会
●日時 10月４日（土）

●相談員 成年後見センター・リーガ

『お風呂美人』でお風呂の天井がピカピカ！
カビ対策の決定版！塗るだけで長期間カビの繁殖を防止。
『お風呂美人』は、カビ防止塗料。一般のカビ取り剤とは違い、一度
塗った後は掃除の手間なく長期間カビの繁殖を防止します。
7月22日（火）に佐賀新聞の記事として取り上げられた商品です。

■日 時 平成20年10月11日(土) 13:30〜
■場 所 佐嘉神社記念館ホール
■会 費 ５，０００円
■内 容 総会、講演、懇親会

事前にご連絡ください。当日参加もOK！

時間はいずれも15:00〜17:00
１人30分程度
ださい。

鵲友会総会・懇親会

■日 時 平成20年10月11日(土) 9:30〜
■場 所 神埼市中央公民館

行政書士制度をご存知ですか？

●場所 東脊振健康福祉センター「き

●日時 10月25日（土）

創立80周年記念

記念式典
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10月９日（木）〜19日（日）

●実施予定日 10月29日(水)
11月26日(水),12月24日(水)

佐賀調停協会連合会

︵有料広告︶

︵有料広告︶

●日時 10月28日(火)〜30日（木）

神埼高等学校

●内容 パネル展示、施設見学、刑務

ャンペーングッズ、チラシ等の配布

※予約不要（当日先着順で受付を行い

（有）オフィス・タカハシ
1set9,800円
（税・送料込）

T EL 0120-94-1126
F ax 0952-53-8354
http://www.bath-beauty.net/

慌てて振り込まず、家族に確認を!!

住所：神埼郡吉野ヶ里町大曲6036
営業時間：9:30〜18:30
休日：土・日・祝日
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ホームベースめがけて球児のドド走る
甲子園の空は晴れて雲なし
坂本
三好 徳子

久々に家族集いて鯵子釣り
歓声轟く黄昏の海
松葉
香月 啓子

西窓がパンダの眼にみえ駐車地は
入居者募集のたいりょうばたおどる
目達原
中島 南角

炎暑日に鳴いてた蝉も何処へやら
初秋の風に鈴虫鳴くよ
吉田
伊東 米子

ほ

指宿の湯宿賞めつつ湯に浸る
至福の時を夫に謝しつつ
伊保戸
中島 君子

黒雲のちぎれ茜の染まる見て
い
異に思ふらし幼な告げくる
横田
宮地カヨ子

せな

背の汗拭き合う老の日ぐらしに
青田の風の夕べ涼しく
箱川
真木千津子

荒畑にわがもの顔を占てゐる
しとどに清し露草の花
下三津東
松本メグミ

耳とほき老夫の介護に泣き笑ひ
ときに甘ゆるを吾はうなづく
新宮田
中山 妙子

鳳仙花の咲けば幼な日偲ばれて
爪染めくれし母の顕ちくる
目達原
中村 悦子

夏祭り施設訪問ボランティア
赤熊太鼓に歓声あがる
上中杖上
渡邊登志子

じ利用目的の変更を勧告します。

場にするため、農林水産業の一部を除

届出をしなかったり、偽りの届出を

き、従業員をひとりでも雇用する事業

したりすると罰則が科せられることが

主は、労働保険（労災保険・雇用保

あります。

のための外部積立型の国の退職金制度

険）に加入することが必要です。労働

●問い合せ 佐賀県県土づくり本部土

です。

保険の加入手続きについては、労働基

地対策課 TEL 25-7034

●掛金の一部を国が助成します

準監督署、公共職業安定所にてご相談

企画課（三田川庁舎） TEL 37-0332

●掛金は全額非課税です

ください。

●管理が簡単です

●問い合せ 佐賀労働局労働保険徴収

●掛金以外の経費がかかりません

室 TEL 32-7168

詳しくはホームページをご覧ください。

10月は土地月間

ｈttp://chutaikyo.taisyokukin.go.jp

一定面積以上の土地について、売買

●問い合せ

など取引をした場合は、国土利用計画

中小企業退職金共済事業本部

法により、契約締結後2週間以内に、

TEL 03-3436-0151

買主が利用目的や取引価格などを、土

寄附御礼
●老人クラブへ
●夏秋キヨ様（田手村）故政治様
●古川すみ子様（新宮田）故 次様
●中島法道様（新宮田）故芳太郎様
●久保俊明（箱川下分）故 江様

地の所在する市町村に届け出なければ

吉野ヶ里町役場

電話帳

１人でも雇ったら、必ず入るもの。
それは「労働保険」です！

なりません。県では、その利用目的が

総務課

37-0330

公表されている土地利用に関する計画

財政課

37-0331

10月は労働保険適用促進月間です。

に適合しているかを審査し、必要に応

企画課

37-0332

住民課

37-0333

消費生活情報

マルチ商法型出資勧誘トラブル
〜勧誘行為は刑事罰に問われることも〜

かけい

爽やかや筧鳴りつぐ阿蘇の宿

物言えぬ病犬に添う長い夜

田手
花田貴光絵

山下麻の葉

ボケ防止明日のプラン考え中
岡村 ハル

ママママと呼ぶ声次第にズルくなる
橋本 龍子

裏口で入る先生何教え
橋本かのこ

裏道を抜けたつもりが行き止まり
橋本 山椒

香

裏の裏かいたら負けるジャンケンポン
三宅 あや

熟夫婦オイと呼ばれてする返事
橋本

ほんわかと湯けむりの中リラックス
荒木 靖子

湯けむりでしわがかくれて皆美人
城野 憲子

山里の古屋外人さんが撮る
斎藤 幾恵

孫達と写る写真のハイチーズ
古川千代子

集合写真まずは自分の顔探す
吉岡 昌子

なぜ撮るの整理できない旅写真
武富 直人

温暖化田舎で暮らす幸せを
原 ミツエ

カラフルな杖を頼りに夢捨てず
上滝 初代

にわか雨ぬれ紫陽花のあざやかさ
飛松 敬子

マルチ商法型出資勧誘とは、「人を紹介すれば出資による配当のほかに紹介料が受
け取れる」と消費者を勧誘し、勧誘された人が同様の手口で他の人を勧誘することで、
出資契約と同時に勧誘者を次々と増やしていく手法です。
事例） 友人に「アメリカの投資会社に1,000ドル出資すれば、１週間で80ドルのボ
ーナスが40週もらえ、誰かを紹介すると紹介料ももらえる。」と勧められた。友人か
らの話だったので気軽に聞き、資料にも「確定利益を40週間提供する」「過去実績７
〜20倍」とあり、いい話だと思い、12万円支払った。ボーナスの受け取りは、インタ
ーネットで投資会社に請求できるとのことだった。しかし、ネット上では受取額の表
示はあるが、実際に受取手続きをすることができない。業者の連絡先はFAX番号のみ
で、連絡がとれない。また、実際に入金された人は周りに１人もいない。
（60歳代・男性）
問題点
・親しい人からの話なので、信頼し契約してしまうことや断りづらい。
・利益が出るかどうか不確実にもかかわらず、「半年で倍になる」「確定利
益を提供する」などといった断定的判断の提供による勧誘がされている。
・実態が確認できず、詐欺やねずみ講の恐れもある。
・被害が表面化した場合、業者には資金が残っておらず、被害救済が難しい。
アドバイス

オリンピック中継裏で邪魔する蝉の声
原岡 秀夫

ストレスをみんな花火で打ち上げる
山 スミ子

やさしさを丸ごと包む母の愛
江口カズヨ

初もののリンゴがぶりと秋を食う
向井 初子

低空飛行ゆっくり通る峰ひとつ
兵働己登子

中島三千子

持ち腐れさせてみたいよ丸い物
園田 示右

物忘れ平気よ手足まだ動く

秋が来たヤッホー風が頬撫でる
井上千代子

網破れ夏の終りをやっと知る
大塚美代子

夜が明け生きる手段の農作業
古川 清治

敬老の日をスーパーで教えられ
小野 正樹

城野くみ子

オニゴッコ人の気配を捜してる
松尾 利朗

朝顔が今日の私へＶサイン

相槌を打った気配を悟られる
城野 浩二

回覧板きれいになった君に逢う
松尾寿美子

人間に近付いていく酔っていく
西 久美子

真島 清弘

懐かしい唱歌が帰郷させてくれ
西村 正紘

輝いて消える花火に憧れる

少女にも熟女にもなる秋の風
真島美智子

還付金詐欺が急増しています。

労働者が安心して働くことができる職

中退共制度は中小企業で働く従業員

●適格退職年金制度からの移行先です。

この夏をやうやく無事にのりこえて
秋を待ちつつ生きてゆくべく
上中杖上
生島 愛子

手を取らず老いたきものと思ひつつ
歳には勝てぬ嫁にすがりて
鳥ノ隈
福岡 ミワ

渉

田手川の川面を渡る夕風は
穂立ちまぢかの青田にそよぐ
立野
土井 敏明

酷暑なるに負けじとゴーヤつる伸ばし
みどり葉の陰に太き実ゆるる
吉田
中島
子

花火待つ天は気息を張りつめて
講師
江

かんとく

監督の球児にサイン秋 し
苔野
金子きぬ子

願わくば君の元へと落し文
鳥ノ隈
田中千津子

幸

夕闇の庭より虫のしぐれ鳴き
上中杖上
生島 愛子

おたけ

雄叫びのプールの王者金メダル
上豆田
伊東

古民家に新涼入れしそば処
永田ヶ里
井上 春枝

朝顔に何か添えたき花言葉
上石動
大坪カツヨ

大花火琵琶湖の空の広がりし
上石動
西牟田紀美子

新涼の背伸ばす杖の軽さかな
吉野ヶ里
香田きみえ

大澤ヨシノ

母恋ひの墓声かけて洗ひけり
苔野
真島 シツ

多忙とて集ふ幸せ盆座敷
田手
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中小企業事業主の皆さま
退職金の準備は万全ですか？

・マルチ商法型出資勧誘には、絶対に耳を貸さない。
・親しい人からの勧めであってもきっぱり断る。
・勧誘を受けたり、契約をした場合は早めにご相談ください。

金融商品取引法が2007年９月30日に施行され、他者から金銭などの出資を集め、
その金銭を用いて何らかの事業・投資を行い、その事業から生じる収益等を出資者に
分配するような仕組みに関する権利（集団投資スキーム持分）を扱う業者は、金融庁
へ登録が必要となり、登録業者以外のものが、勧誘を行うことは禁止され、刑事罰の
対象になりました。
マルチ商法型出資勧誘は金融商品取引法に違反している可能性が高いので、家族
や知人などの誘いに応じて契約し、他の人に出資の勧誘をしてしまうと自らも刑事罰
の対象となる恐れがあります。
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

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
会計課

37-0335
(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

行政機関が、ATMを使用して還付金を払うことは絶対にありません
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●まちの面積 43.94km2
●まちの人口（9月1日現在）
男性 7,745（− 26）
女性 8,284（＋11）
合計 16,029（− 15）
●世帯数 5,608（− 30）

10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

水

2

木 消費生活相談【詳】

【燃】１区

【牛】3区【空】1･2区

3

金 行政･人権相談（農村環境改善センター）９:30〜12:00

【燃】２区

【燃】A･B区

【燃】A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

毎週月曜日

健康相談

ポリオ

３(金)

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
日 リサイクルセンター開放

6

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

7

火 乳児健診【詳】 BCG予防接種【詳】

【燃】２区

8

水 12か月児相談【詳】

9

木 消費生活相談【詳】 乳がん検診予約日（きらら館）

10 金 乳がん検診予約日（きらら館）

【７か月児】
13:15〜13:30

母子手帳 予診票

H20.６月生
母子手帳

きらら館
H20.３月生
きらら館

H20.６月生及び生後６
ヶ月未満の未接種児

母子手帳 予診票

【燃】A区

12か月児相談

８(水)

13:30〜13:45

きらら館

H19.10月生

母子手帳

【燃】１区

【牛】1･2区【空】3区

おやこ教室(ワン･ツー体操)

15(水)

９:50〜10:00

きらら館

２歳以上の幼児

水筒(お茶)

【燃】２区

【燃】A･B区

２か月児相談

21(火)

13:00〜13:15

きらら館

H20.８月生

母子手帳

１歳６か月児健診

24(金)

13:00〜13:30

きらら館

H19.３･４月生

母子手帳 健康診査票

おやこ教室(ドレミ広場)

27(月)

９:50〜10:00

きらら館

２歳未満の乳幼児

水筒(お茶)

【燃】B区

13 月

【燃】１区【牛】１区【空】２区 【燃】A区

14 火 温水プール休館日

【燃】２区

【燃】B区

15 水 おやこ教室(ワン･ツー体操)【詳】

【燃】A区

16 木 消費生活相談【詳】

【燃】１区

【新】３区【空】1･2区

17 金

【燃】２区

【燃】A･B区

18 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

●各種検診の日程

●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

11月 ５日(水)
11月 ６日(木)
11月10日(月)

子宮がん検診

９:30〜10:30

きらら館

20歳以上の女性
受診票・自己負担金
（前年度受診者を除く）

＊子宮がん検診希望者には、受診票を送付していますので、記入して会場へお越しください。
＊受診票をお持ちでない人は、検診当日会場でお渡しいたします。

11月 ５日(水)
11月 ６日(木)
11月10日(月)

＊要予約、予約日
乳がん検診
10月９日・10日

９:00〜10:50

きらら館

40歳以上の女性
（前年度受診者を除く） 受診票・自己負担金
定員50名（１日あたり）

＊乳がん検診希望者には、予約申し込みについての案内をしています。受診票は予約申し込み後、送付しますので必ず申し込みください。
＊案内が届かない人で、乳がん検診を希望される人は、お問い合わせください。

19 日
20 月 健康相談【詳】 温水プール休館日

【燃】１区【新】２区【空】１区 【燃】A区

21 火 ２か月児相談【詳】

【燃】２区

【燃】B区

22 水

【燃】A区

23 木 消費生活相談【詳】

【燃】１区

【新】1･2区【空】3区

24 金 １歳６か月児健診【詳】

【燃】２区

【燃】A･B区

25 土 第３回吉野ヶ里ふるさと炎まつり【詳】
リサイクルセンター開放
26 日 第３回吉野ヶ里ふるさと炎まつり【詳】
27 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

おやこ教室(ドレミ広場)【詳】
28 火

【燃】２区

【燃】B区

29 水 無料もの忘れ相談室【詳】

【燃】A区

30 木 消費生活相談【詳】

【燃】１区

31 金

【燃】２区

【燃】A･B区

●予防接種（期間限定接種分）委託医療機関
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…10月14日（火）〜10月17日（金）

実施時間

月・火・木・金 13:30〜14:30

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

指定医療機関
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

月・火・木・金 13:30〜17:00

振り込め詐欺の被害が跡を絶ちません。

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）
麻しん・風しん混合ワクチン（1期） 生後12〜24か月児
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

図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
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【４か月児】
13:00〜13:15

きらら館

13:00〜13:15

12 日 第３回町民体育大会【詳】

吉野ヶ里町下三津東
TEL52-4185

13:00〜13:30

H19.７月〜H19.10月生
H20.５月生及び生後90
ヶ月未満の未接種児

７(火)

リサイクルセンター開放

実施曜日

一般町民

BCG予防接種

11 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館

指定医療機関
松本医院

７(火)

乳児健診

5

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。

ポリオ生ワクチン投与【詳】
4

９:00〜11:00

10月５日
（日）

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。

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

【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。

慌てて振り込まず、家族に確認を!!

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】

ワクチンの副作用のため、現在、
日 本 脳 炎
10月13日
予防接種勧奨を控えています。
（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
●予防接種（通年接種分）委託医療機関

松本医院

10月19日
（日）

ならもと内科医院

中下医院
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

神埼市神埼町本堀
【内】
TEL52-1525

神埼市神埼町尾崎
TEL52-5521【内・胃・小】

西谷クリニック

栗並医院

吉野ヶ里町大塚ヶ里
TEL52-3139 【内・小・脳】

10月26日 目達原整形外科
吉野ヶ里町目達原
（日）
TEL52-3717

【整外】

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】

11月２日 なかしま整形外科クリニック
神埼市神埼町本堀
（日） TEL51-1430

橋本病院

11月３日 小森医院
吉野ヶ里町上豆田
（月）

しらいし内科

【整外】

TEL52-1136

【小・内】

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

たけうち小児科医院 南医院
11月９日
神埼市千代田町直鳥
神埼市神埼町本堀
（日） TEL52-2524
【小】 TEL44-2777【外・胃・整外】
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ふるさと炎 まつり

10

10
2008 OCTOBER No.032

回 吉野ヶ里

20

3

10月25日（土）･26日（日）
会場／祭りの広場

（国営吉野ヶ里歴史公園内）

●最寄りの駐車場

ふるさと炎まつり特設駐車場（公園西口交差点北）
※このほか当日は、東口･西口駐車場とも無料で、
入園料も無料となります。

●詳しいお知らせ

後日、ふるさと炎まつり実行委員会が、案内チラシ
を配布します。

●実行委員会では、炎まつり当日にご協力いただくボラ
ンティアスタッフを募集しています。詳しくは商工観光
課（東脊振庁舎）までお問い合わせください。

37-0330

●問い合せ

吉野ヶ里ふるさと炎まつり実行委員会事務局

（東脊振庁舎内商工観光課）TEL 0952-37-0350
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