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北部隊

北部第1分団第2部
北部第2分団第3部
北部第3分団第2部

吉野ヶ里町消防団出初式
吉野ヶ里町消防団の出初式が1月11

南部隊 南部第3分団第2部

日、三田川中央公園グラウンドで行われ

新成人おめでとう

●平成21年成人式● 10-11

●確定申告と住民税申告が始まります● 2-3
●行政トピックス● 4-5
ふるさと応援寄附金の状況・九州新幹線Q＆A

●ハッピーバースデイ●6
●肝炎ウィルス検査は、おすみですか● 7
●訪韓少年の翼⑦● 8-9
●TOPICS・まちのわだい● 12-13

ました。
時折、粉雪が舞うなか、約300名の団員
が集結。通常点検や機械器具点検にきび
きびとした動作で取り組みました。
式の最後には馬簾回しが行われ、1基
の纏に放水する南部隊（南部第3分団第2
部）と3基の纏に放水する北部隊（北部1
･2･3分団代表）両方の馬連廻しが披露さ
れました。

全国民生委員児童委員連合会表彰受賞 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
●文化講演会･少年の主張大会● 20

町花：さくら

町木：さざんか

び長期損害保険料控除証明書(平成18年12月31日までに

今月から

確定申告
住民税申告
が始まります

締結したもの)
●国民年金の保険料や国民年金基金の加入費として負担
する掛金の証明書
●医療費控除を受ける場合、領収書、保険などからの補
てん金額の明細書
●寄付金の領収書・証明書
●印鑑(口座振替納税をする人は、通帳の印鑑)･通帳の口
座番号(還付を受ける場合)

【平成21年度個人住民税注意点】
●「国(所得税)」から「地方(住民税)」への税源移譲があ
り、所得税から住宅ローン控除額が引ききれなかった人
は「市町村民税･都道府県税住宅借入金特別税額控除申告

・毎週金曜日は、受付を延長します
・収入が給与、年金のみの人の申告日を設けました

書」を3月16日までに提出することにより翌年度の住民

【所得税の確定申告をしなければならない人】

住開始された人）

●年末調整をしていない人(事業所得者を含む)で、平成

●今年度より寄付金控除が改正になり、ふるさと納税、

20年中の所得の合計額が基礎控除や配偶者控除、扶養控

指定法人への寄付等が住民税から控除できるようになり

除などの所得控除の合計額を超える人

ました。

●サラリーマンで年収が2,000万円を超える人

税(所得割)から控除ができます。（平成18年中までに居

【早い提出 早い還付】

●年末調整をしたサラリーマンで、その主たる給与以外

●所得税の確定申告は3月16日までですが、還付を受け

の給与収入や他の所得の合計額が20万円を超える人

るための申告(還付申告)は、すでに税務署で受け付けてい

●年末調整に誤りがあった人

ます。還付申告書を早目に提出すると、税金の還付も早
くなります。3月になると大勢の人が申告するため、税金
の還付も4月以降になることがあります。

●上記、所得税の確定申告をしなければならない人以外
は、住民税申告が必要です。
●申告書は申告会場または税務課（三田川庁舎）にあり
ます。

住宅借入金特別控除と農業事業者の
事前相談会を開催します
【住宅借入金特別控除事前相談】

【未申告の場合 困ったことに】
●確定申告または住民税申告が未申告の場合、国民年金、
福祉関係、保育所、町営住宅などの手続に必要な所得証
明書などの発行ができません。
●適用者であっても国民健康保険の軽減措置を受けるこ
とができません。

【確定申告の七つ道具】
あてはまるものを申告に持参してください。
●税務署から申告書が郵送されてきた場合、その申告書
●給与所得や公的年金などの源泉徴収票
●生命保険料控除の証明書、地震保険料控除の証明書及

対象者／平成20年中にマイホームを取得（増改築）し、
10年以上の住宅ローンを組んでいる人
※家屋調査がお済の人には事前に案内を差し上げておりま
す。該当する人で案内がない場合は税務課資産税係
(37-0334)までお問い合わせください。

【農業事業者事前相談】

収支計算書の作成をお手伝いします。
●日にち
２月２日（月）〜７日（土）・ ９日（月）
＊土曜日も開設します。
●時 間

９:00〜12:00、13:00〜16:00

●場 所

中央公民館講堂（三田川庁舎西側）

確定申告に関するお問い合わせは
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平成20年分所得税
平成21年度住民税

納税相談日程

【問い合せ】
税務課(三田川庁舎) ?37-0334

場所／きらら館多目的ホール

２月16日（月）〜２月25日（水）

月 日 曜

【時間】

2 16 月

【場所】

2 17 火 収入が給与、年金のみの人

９:00〜11:00、13:00〜16:00
きらら館多目的ホール
（土・日を除く）

２月26日（木）〜３月16日（月）
【時間】

９:00〜11:00、13:00〜16:00
【場所】

中央公民館講堂
（土・日を除く）

2 18 水
2 19 木

午前（9:00〜11:00）

上石動 西石動 上三津東 大塚ヶ里
上三津西 下三津東 下三津西

2 20 金 横田（河原以外）
2 23 月 三津住宅 療養所官舎 白萩療 在川 松葉
横田（河原） 辛上

2 24 火 永田ヶ里 大曲
2 25 水 収入が給与、

※両会場とも金曜日は18:00まで受け付けます。
※２月17日、25日午前、27日、３月６日、13日午
前については給与、年金のみの収入の人に限ら
せていただきます。なお､地区割を行っており
ますが､都合悪い場合は､他の地区の日にお越し
ください｡
※会場はきらら館､中央公民館どちらででも申告
できます｡
※「譲渡所得」がある人は、税務署での申告をお
願いします。

午後（13:00〜16:00）

永山 坂本 松隈 下石動

年金のみの人

●土地の売買等で譲渡所得があった人

【住民税申告をしなければならない人】

役場での
納税相談

大曲アパート 横田住宅
川原団地 大曲宿舎
中の原団地

場所／中央公民館講堂
月 日 曜

午前（9:00〜11:00）

午後（13:00〜16:00）

新宮田 上中杖上分 第八住宅 若楠園 萩原団地

2 26 木 立野団地 田中 下藤

2 27 金 収入が給与、年金のみの人
3

2

月 目達原 鳥の隈

3

3

火 目達原 苔野 吉野ヶ里

3

4

水 吉田

3

5

木 吉田 下豆田

3

6

金 収入が給与、年金のみの人

3

9

月 萩原

3 10 火 上豆田 上中杖 下中杖 曽根
3 11 水 田手村 衣村 伊保戸 田手宿
3 12 木 箱川上分 力田
3 13 金 収入が給与、年金のみの人 箱川下分
3 16 月 乙ノ馬手 立野

税務課（三田川庁舎）へどうぞ

TEL 37-0334
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「吉野ヶ里町国土利用計画(案)」
に関する
町民の皆様のご意見を
お聞かせください

平成29年度の完成に向けて
新幹線西九州ルート（日本初のフリーゲージトレイン）の
整備が進んでいます

現在、町では「吉野ヶ里町国土利用計画」の策定を進めてい
ます。
今回、その原案がまとまりましたので、パブリックコメント
(町民意見の募集)を実施します。
皆さんのご意見をお待ちしています。

太陽光発電システム
に国の補助金制度が
復活
住宅用太陽光発電システムの設置にかかる
国の補助金制度が１月より始まりました。
平成17年度までで終了していた制度ですが、
昨年秋の国の補正予算で復活したものです。
●募集期間
３月31日まで（平成21年度も継続して実施
される予定です。）
●補助金額
太陽光発電システム１kwあたり７万円
●対象者
自ら居住する住宅にシステムを設置する個
人で、電灯契約をしている人
●対象システム
最大出力が10kw未満で、かつ、システム価
格が70万円（税抜）/ｋｗ以下であること。
●問い合せ
NPO法人太陽光発電所ネットワーク佐賀地
域交流会 TEL 29-0815
※なお、佐賀県が実施する補助金制度（1kw
あたり１万５千円で上限額６万円）も併せて
受けることが可能です。
●問い合せ
佐賀県地球温暖化対策室
TEL 25-7474
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●募集期間

２月13日(金)〜２月22日（日）

●資料の閲覧場所
①町ホームページ
②役場庁舎窓口
●三田川庁舎(企画課)
●東脊振庁舎(総合窓口)
※閲覧時間は、８：30から17:00まで。土･日は時間外受付窓
口において実施。
●意見の提出方法
直接持参、郵送、FAX、電子メー
ルのいずれかの方法によって提出し
てください。様式は問いませんが、
提出していただく際には、氏名・住
所・電話番号等と意見を明記したも
のでお願いします。また、町で
用意した意見記入用紙もありま
すのでご利用ください。
●意見の取り扱い

●九州新幹線

Q &A

【整 備 効 果 】 新幹線を整備するとどのようなことが期待できますか？
新幹線を整備すると佐賀県が全国の新幹線ネットワークにつながります。特に2,000万人の人口を抱える
関西・中国地方と新幹線のレールでつながることで、観光やビジネスなど様々な分野で交流の拡大が期待
できます。

【スピード等】 新幹線は新鳥栖から武雄温泉間を高速で走るのですか？
また、新鳥栖〜武雄温泉間の普通列車はどうなるのですか？
新鳥栖〜武雄温泉間は踏切のある今の長崎本線や佐世保線を利用しますので、現在の特急「かもめ」や
「みどり」と同じ最高速度130?/ｈで走行します。また、新幹線は走るようになっても、普通列車はこれ
まで通りの本数が運行されます。なお、ダイヤは西九州ルートの開業にあわせ、JR九州が決定します。

【踏

切】 新幹線により運行本数が増えると、踏切の遮断回数が増えて、
交通渋滞がおきるのではないですか？

新幹線の運行により、新鳥栖〜肥前山口間の踏切では、1時間に2回程度の遮断回数が増加する見込みです。
住民の皆様の中には、遮断回数の増加によって、交通渋滞が発生するのではないかという不安をお持ちの
人もいらっしゃることから、関係者間で協議し、不安の解消に向けて取り組んでいきたいと考えています。

【騒音・振動】 騒音や振動はどうなるのですか？
新鳥栖〜武雄温泉間は現在と同じ最高速度130?/ｈで走行するので、騒音や振動そのものは、今と大きく
変わることはないと考えています。

お寄せいただいたご意見は、町
の考え方とともに整理したうえで、
住所・氏名等の個人情報を除き、後
日、ホームページで公表します。
また、個々のご意見に対して、直接
の回答はしませんので、ご了承くださ
い。
●問い合せ
〒842-8501 吉野ヶ里町吉田321-2
企画課（三田川庁舎）
TEL 37-0332 FAX 52-6189
メールアドレス：kikaku@town.yoshinogari.lg.jp

●問い合せ 佐賀県新幹線活用・整備推進課 TEL25-7341

企画課（三田川庁舎）TEL37-0332

ふるさと応援寄附金の状況報告（第2回）
平成20年11月号で９月末現在の状況をお知らせしましたが、その後の状況をお知らせします。（平成20年12月末現在）
田手川にホタルや魚を呼び戻すふるさとの川づくり
小、中学校の図書室にふるさと文庫の設置
老人世帯への声かけ支援
吉野ヶ里歴史公園へ続くロマンの道づくり
日本最初の茶樹栽培地である霊仙寺一帯の保存・活用
使途を指定しない（上記のいずれでもよい）

（1件）250,000円
（5件）280,000円
（1件） 10,000円
（1件） 5,000円
（1件） 5,000円
（1件） 20,000円

これまでに７名さまから総額570,000円のご寄附をいただいております。
寄附をしていただいた場合、所得税や居住地で納める住民税が軽減される制度があります。ご親戚やお知り合いの
人などにPRをお願いいたします。
●問い合せ 企画課（三田川庁舎）TEL37-0332
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ハッピーバースデイ̶ 吉野ヶ里町の宝 ̶

肝炎ウィルス検査は、おすみですか

Happy Birthday

佐賀県は、全国でも肝がんによる死亡が多く、その肝がんの原因の約９割がB型・C型肝炎ウィルス
といわれています。肝臓は、 沈黙の臓器 と呼ばれ、肝炎ウィルスに感染してもほとんど自覚症状が
みられませんが、B型・C型肝炎を放置しておくと肝硬変や肝がんに進行する恐れが高くなります。ま
ずは、自分がウィルスを持っているかを知り早期に治療に結びつけることが大切です。

こまつ

平成18年２月28日生まれ
なかばる

《ウィルス検査はどうやってするの？》
ウィルス検査は、血液検査でわかります。特別な事情がない限り、一生に一度の検査でよいとされています。
①今までに町の住民健診を受診された人は、初回受診時にウィルス検査を実施しています。

めいと

小松 明誠くん
そうだ

れおん

中原 玲温くん

早田 拓人くん

【家族からのメッセージ】
１歳の誕生日おめでとう。ひときニィ、ゆ
づきネェと仲良く元気に育ってね。

【家族からのメッセージ】
いよいよ1年生だね。たくさんお友達作ろう
ね。まずは早起きガンバレ!!

平成20年２月24日生まれ 【上豆田団地】

【立野】

たくと

平成15年２月18日生まれ

【吉野ヶ里】

【家族からのメッセージ】
いつも笑顔をありがとう。これからも笑顔い
っぱい、元気いっぱい大きく育ってね!!

⇒ご自分の健診結果票を確認してください。
②保健福祉事務所で実施しています。
⇒佐賀中部保健福祉事務所 電話0952-30-1905（予約制）
検査日・・・毎月第１・３火曜日

14：00〜16：00（第３火曜日のみ夜間17：00〜19：00も実施）

③指定医療機関で実施しています。
⇒町内では最所医院・松本医院・小森医院・ひらまつふれあいクリニックで受診できます。
④町の国保特定健診、39歳以下の若年健診を初めて受診される人は、同時に検査できます。

きたじま

北島 みのりちゃん
かわかみ

かわかみ

こうき

川上 倖輝くん
●料 金

いずれも無料で検査できます。

平成20年２月25日生まれ 【上豆田団地】

●対象者

今までにウィルス検査を受けたことがない人

【家族からのメッセージ】
大きな男になってね。

＊ただし、現在肝臓病の治療中の人、検査結果が町へ通知されることの同意が得られない人は除きます。

の

平成20年２月14日生まれ

あ

川上 乃愛ちゃん
平成19年２月５日生まれ

【上豆田団地】

【家族からのメッセージ】
元気に大きくなってね。

【鳥ノ隈】

【家族からのメッセージ】
元気なおてんば娘のみのちゃん。家族みんな
が毎日くぎづけです。これからもよろしくね!!

●検査結果 それぞれ検査を受けたところで結果が伝えられます。ウィルス陽性の人は、精密検査等の事後指
導を受けてください。

《治療はどうするの？》
インターフェロン治療により、B型肝炎で約２割〜３割、C型肝炎で約５割〜９割の人でウィルス駆除の効果が
みられます。排除できない場合でも将来の肝硬変、肝がんになる危険性を減らすなどの効果が期待できます。
平成20年度からインターフェロン治療費自己負担額の一部を助成しています。
●対

象

保険加入者で認定を受けた人

●助成期間

認定から１年間

●助成後の患者負担

世帯の所得に応じて月額、１万円・３万円・５万円

しょうの

かきもと

ふくしま

そ ら

柿本 蒼空ちゃん
平成16年２月４日生まれ

【中の原団地】

【家族からのメッセージ】
誰にでも優しく、みんなに愛される女の子
になってね。

庄野 輝くん

ゆうき

福島 有貴くん

平成18年２月17日生まれ

あきら

平成17年２月20日生まれ
【萩原】

【家族からのメッセージ】
春から幼稚園。お友達たくさんつくろうね。

【下豆田】

【家族からのメッセージ】
いつも元気いっぱい。輝の明るさでみんな笑顔
になるよ（＾＾）happy birthday☆

（所得によっては、助成が受けられない場合があります。）
●申請書提出先

佐賀中部保健福祉事務所

●相談窓口

保健課健康づくり係へお気軽に相談してください。

＊治療費助成は、インターフェロン治療で保険適用となるものです。
＊助成を受けるためには、県の審査会の認定を受ける必要があります。
＊制度の利用にあたっては、県が契約した医療機関において利用可能となります。
詳しくは、佐賀中部保健福祉事務所へお問い合わせください。

さがら

まえだ

前田 一誓くん
平成18年２月６日生まれ

●問い合せ 保健課 健康づくり1.2係（きらら館） TEL 51-1618
佐賀中部保健福祉事務所 健康指導担当 TEL 30-1905

いしい

いっせい

石井 彰くん
【箱川上分】

【家族からのメッセージ】
いつも元気な一誓くん。強くて優しい
男の子になってね。

平成17年２月12日生まれ

いぶき

相良 維吹くん

あきら

平成15年２月10日生まれ
【上豆田】

【家族からのメッセージ】
元気が一番！ どこまでも大きくなぁれ!!

【川原団地】

【家族からのメッセージ】
happy birthday！４月から１年生。友達た
くさん作ってね!!

【３月号募集】
●対象者 ３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 ２月６日(金)
●問い合せ 総務課秘書･広報係 TEL 37-0330
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『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）が昨
年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れています。

三田川小６年 山本早織
私が、まず韓国に行って思った事は、船をおりたらビル
がたくさんあって、すごく都会だなぁと思いました。私の心
の中では、韓国はすごくいなかで古い店が、たくさんある
所だと思っていました。
韓国に着いた時、すごくびっくりしました。それからまず、
ナザレ園に行きました。おばあちゃん達と話をしていると
自分のひいおばあちゃんと話をしているみたいで、とても
楽しかったです。一緒に歌を歌ったり、手をつないだりして
遊びました。別れる時は、かなしくて別れたくない気持ちで
いっぱいでした。次に、コーロンホテルへ行きました。おふ
ろとトイレがつながっていて、入りにくかったです。ねる時
に、友達とお話しながらねました。
次の日は、仏国寺に行きました。韓国の小学生がいて、お
たがいに、あいさつをたくさんしました。そして、古墳公園
へ行き、公園の中のさくらがとっても、きれいでした。昔、
王様のかぶっていた王かんを見ました。そして昼ご飯は、
ビビンバでした。からくて、あまり食べきれませんでした。
昼からは、サービスエリアによって、アイスクリームを買い
ました。丸いつぶのめずらしくておいしいアイスでした。そ
して、イスタンチョヲリンホテルへ行きました。夕食は海鮮
なべでした。そして、班会議の時に、バスの中ではしゃぎす
ぎていたので、リーダーに、おこられてしまいました。しか
も、５分前行動も、３班がほとんど最後だったので、その件
でも、おこられてしまいました。次の朝のつどいの時、３班
が１番だったのでリボンをもらいました。すごくその時は、
うれしかったです。
まず、鎮南館に行きました。そして、次に、亀甲船記念館
に行きました。午後からは、ホームステイでお世話になる
サンボン初等学校にいきました。対面式をして交流会をし
ました。交流会の時のみんなの出し物で私はしき者をしま
した。みんなの前でしきするのは、初めてだったので、はず
かしかったです。そして、ホームステイをしました。ホーム
ステイでお世話になる人は、李・カンピョービンという人で
した。とてもやさしい人で、韓国のお金のお話や、えの長い
スプーンを買ってもらって、とてもうれしかったです。吉野
ヶ里公民館から持って行った吉野ヶ里遺跡のパンフレット
を見せたりしました。おひな様をお土産げに持って行った
らとてもよろこばれました。別れる時は、なみだが出て止
まりませんでした。そして少しプサン市内の見学をしまし
た。その後、国連墓地に行き、次は、私たちが楽しみにして
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いた、お土産げ屋さんのロッテ免税店へ行き、お土産げを
たくさん買いました。その後、ホテルへ行き、お楽しみ会を
して、私たちは全々、うけが出ませんでした。そして、次の
最終日の朝、私たちは、キムチ店に行きましたが、私は、チ
ョコレートを買いました。その時に、みんなとおそろいの、
ストラップも買いました。ガイドさんとも、お別れをしまし
た。
帰港式では、団員代表として、お礼の言葉を言いました。
私は、訪韓少年の翼に参加して大変良かったなぁと思いま
した。

東脊振中３年 生武由佳理
不安、不安、不安。研修に行く前日は、不安で頭がいっぱ
いだった。結団式を終え、母が「じゃあね」と私に手を振っ
た。その一言で私はますます不安になった。けれど、顔には
出さぬよう、そっけなく「じゃあね」と答えた。母が見えな
くなり、さらに不安はましていく。けれど、その不安も何秒
後かにはなくなっていた。
不安をなくしてくれたのは、班の子達だった。うるさいほ
どに明るい女の子達と話していくうちに、不安はなくなっ
ていた。自分の意見をはっきり言って、私より一つ歳は下な
のに、私より頼りがいのある杏ちゃん。さっぱりした性格で、
おもしろいえる（えるなちゃん）。一番明るくていつも楽し
ませてくれる早織ちゃん。人なつっこくていつも一緒に居
た典子ちゃん。少し天然（？）な性格で可愛い朋香ちゃん。
字や絵がすごく上手くていつもアイディアを出してくれる
優音ちゃん。どの子も個性豊かでおもしろい子達ばかりだ
った。
男子も無口だけど、本当はおもしろい子ばかりで、班長
なのによくいじられていた大輔君。最初は無口だと思って
いたら本当はしゃべる子でおもしろい凌平君。一緒に研修
に行けなくて残念だったけど、事前研修で劇をやると決ま
った時、快くねずみ役を引き受けてくれた優しい利紀君。
そして、初参加と言いながらもきちんと班をまとめてくだ
さった黒川リーダー。本当にこの班で、このメンバーで良か
ったと思う。班の皆さん、本当にありがとうございました。
韓国についてまず感動した事は、文字がすべてハングル

だったことだった。（あたりまえだけど）そして、観光も楽
しかったけど、バスにゆられる時間が長かった。私は中学
２年という事で、メンバーの中でも年上の方だった。しかも、
同じ年の子が１人もおらず、年上の中学３年生も２人しか
いなくて、ほとんどが私より年下だった。中学生が少ない
せいか、私は小学生達からいじめられまくりで、しまいには
「おでんくん」というあだなまでついてしまった。でも、そ
んな明るい小学生達のおかげで楽しく研修ができたので良
かったと思っている。
一番の思い出に残っているのはホームステイだ。相手は
小学６年生の女の子で、私の事を（オンニ）【姉】と呼んで
くれていつも手を引っ張ってきたのでもう１人妹ができた
みたいでうれしかった。家についてからはまずご飯とおか
ずを食べた。そして弟を迎えに行き、その後オドンドと呼
ばれる島へ行ってカフェでココアを飲んで近くの店でおか
しを買って食べながらボートに乗り、そして降りて食べな
がらまた家に帰った。弟君はとても人なつっこくてすぐち
ょっかいをだしてきて可愛かった。そして家についてまた
おかしを食べ、ホームステイ先のお母さんが「さしみ」と言
ってきたので、家族と親せきの10人くらいで海鮮料理を食
べに行った。そしたらその親せきの女の子が英語で
「what?」と物を指さして日本語を聞いてきたり「Do you
like」で始まる質問をしてきて、それに答えたりして、すご
く楽しかった。そして家に帰ると、もうお腹いっぱいなのに
ピザとコーラがあり、「食べて」と言われ「これは太る
な・・・」と思いつつも食べ、はきそうになるくらいになっ
た。すると今度は兄（中学１年生）が帰ってきて、その子は
英語を話せたので、英語で会話した後寝た。本当に食べて
ばかりだったけど、すごく良い思い出になった。
研修最終日、「終わりたくない、もっと研修がしたかっ
た」と思った。帰港式は本当にさびしかった。黒川リーダー
の泣いている姿を見て、余計そう思った。
家族へ。この研修に参加させてくれてありがとう。口で
はやっぱりはずかしくて言えないのでここに書きます。ち
ょうど３月の大変な時期、妹の卒業、入学のある時に大き
な出費をさせてごめんなさい。（笑）でもそのおかげでた
くさんの思い出ができました。本当にありがとう。
この研修は本当に私の宝物。この経験をこれからのたく
さんの事に生かしていきたい。

三田川小６年 前田優紀

が多く、みんな優しくて、元気でにこにこしていました。お
ばあちゃん達の笑顔を見てうれしくなりました。
２日目は、仏国寺・古墳公園などに行きました。仏国寺で
はクギ１本使わず木だけしか使っていないと聞いたので、
私はびっくりしました。古墳公園では、大きな山（墓）がい
っぱいあって、すごく大きいなと思いました。
３日目は、私が一番楽しみにしていた雙鳳初等学校での
交流会とホームステイでした。交流会では、歌やおどりを
発表しました。緊張したけど、一生けん命がんばりました。
終わった後に拍手が来た時はうれしかったです。ホームス
テイ先の人と会った時は、仲良くなれるかな？言葉が通じ
るかな？と不安がありました。
最初に民族村へ行きました。民族村の人形は、リアルで
少し怖かったです。そこでは、アイスとウインナーを買って
もらいました。味は日本の物とあまり変わらないと思いまし
た。とてもおいしかったです。
次は、鳥の博物館に行きましたが、閉館していました。博
物館の管理人さんが、私達が日本から来たということで、
特別に開けてもらいました。その時は、とてもありがたく思
いました。
夕ごはんは、私の大好きな焼肉でした。日本とちがって
いて、肉が長くて、長いまま焼いて、はさみで切っているの
がとても不思議に思えました。食べた後はデパートへ行き
ました。そこでは黒いリボンのついたカチューシャと、おや
つを沢山買ってもらいました。とてもうれしかったです。
ホームステイ先の家庭へ行きました。シャワーをあびて、
ホームステイのお姉ちゃんの部屋で寝ました。床暖房だっ
たので、少しふとんの中があつかったです。
次の朝になり、ホームステイ先の人からお土産を７つも
もらいました。こんなにもらっていいのかなと思いました。
雙鳳初等学校で、お別れ会がありました。私はまだもうち
ょっといたいなあと思いました。バスで学校を出る時、ホー
ムステイ先のお母さんが、大きく手をふってくれました。
その時私は、涙が出そうになりました。
その日の夜は、ホテルバンケットでお楽しみ会がありま
した。私達４班はダンスをしました。ダンスが終わった後は、
体があつかったです。
５日目は、朝早くから、バスに乗ってキムチ民芸店へ行
きました。３，０００円くらいの買い物をしました。キムチ
の試食がありましたが、私は食べませんでした。食べた友
達がすっぱいとかからいとかいってたからです。
私はこの訪韓少年の翼に参加して、いろいろなことを学
びました。このことを日本の生活で生かしていきたいと思
います。

私は、今回初めて訪韓少年の翼に参加しました。船では
ゆれましたが、韓国に近づくにつれて、大きく高いビルを
見て、韓国に来たんだなと思いました。
１日目はナザレ園へ慰問しました。おばあちゃん達と仲
良くおしゃべりできるかなと、少し心配がありましたが、歌
を歌ったり、沢山お話しました。おばあちゃん達は、日本人
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265人が大人の仲間入り
平成21年吉野ヶ里町成人式

受付で友人との再会を喜ぶ成人者

平成21年町成人式が１月11日、きらら館で行われ、昭和63年４月２日から平成元年４月１日までに生まれ
た新成人265人が大人の仲間入りをしました。式には真新しいスーツや晴れ着に身を包んだ新成人が参加。式
終了後のメモリアルパーティーでは久々に会った友人と会話を楽しんだり、写真を撮ったりする姿が見られ
ました。また、茶道サークルによるお茶席が設けられ、お茶を飲みながら恩師と語り合う姿も見られました。
このほか、「はたちの健診」が式の開始前行われ、74名の新成人が受診しました。

真剣な眼差しで式に臨む成人者

会場のあちこちで思
い出話しに花が咲く

記念品を受取り江頭町長と
がっちり握手(八谷晋平さん)

1

2

新成人が生まれた頃の出来事(昭和63年４月〜平成元年３月)
【ニュース】●本州と四国を結ぶ瀬戸大橋(児島〜坂出ルート)が開通(４月) ●ソウルで第24回オリンピック大会が開幕。
金４、銀３、銅７個のメダルを獲得(９月) ●プロ野球南海ホークス、ダイエーに売却。阪急ブレーブス、オリエントリース
に売却(10月) ●ふるさと創生１億円配分(11月) ●昭和天皇の崩御、1月８日から「平成」が施行(１月)
【ベストセラー】●ノルウェイの森(村上春樹)●ゲームの達人(シドニィ･シェルダン)
3

【流行語･新語】●今宵はここまでに●５時から男●ペレストロイカ(ソ連改革)
【旧三田川町の出来事】●広報みたがわ発刊(７月) ●目達原地区出身の中島輝士選手がソウルオリンピックに出場。４番
打者で活躍され銀メダル獲得(９月) ●弥生時代後期の最大規模の環壕集落が吉野ヶ里遺跡で見つかる(２月)
【旧東脊振村の出来事】●国道385号の第１期工事(坂本大橋を含む2.7km)が完成(４月) ●中国より茶祖陸羽研究会が来
村。霊仙寺跡(坂本地区)を見学(10月) ●第１回ファミリースポーツフェスティバル開催(３月)

【三田川校区】
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誓いの言葉(大石雅人さんと
宮城真理子さん)
2 交通安全宣言(古賀裕章さん)
3 新成人代表の謝辞(北島成人さん)
1

式開会前に行われた「はたちの健診」

【東脊振校区】

YOSHINOGARI 10

体を動かしてますます元気に
12月11日、日頃各支部に別れて練習し
ている体操教室の会員140人が一同に会
し、１年の締めくくりをしました。この

教室には28名が参加。西山田農園(佐賀市)の池田博司さんらの指導の
もと、そばのこね方や伸ばし、切り方などそば打ちの基本を学びました。
そば切り包丁を使ってそばを切る場面では、細く切れずに苦戦していま
したが、慣れてからはリ

体操教室はレクリエーション協会の指導

ズムよく切っていました。

の下、毎週１回各教室ごとに集まって、

最後は全員で試食。参

ボールやタオルを使った体操をしていま

加者の1人は「難しかっ

す。この日は参加者全員でストレッチや

たが、自分で打ったそば

歌に合わせて体操をしました。その後レ

はおいしかった。家族に

クリエーション協会会員の演技が披露さ

も作ってあげたい」と話

れ、最後に食生活改善協議会の皆さんに

していました。

そば切り包丁を使ってそば切りに挑戦

n

ボールの上に座りバランスをとる参加者

o w

持についての理解を深めました。

t

よる薬膳料理を味わい、高齢者の健康維

﹁そば打ち﹂の基本を学ぶ

「そば打ち体験教室」が12月22日、中央、東脊振両公民館で開催され
ました。

t
p
c

12月14日、リースづくり研修会が中央

s

公民館で行なわれ、クリスマスに手作り
リースを飾ろうと51組が参加しました。

町民生委員児童委員協議会(会長平野謙治)が20年度優良民
生委員児童委員協議会として、全国民生委員児童委員連合会

参加者は悪戦苦闘しながら丁寧におもい

表彰を受賞しました。地域における各種の福祉活動への取組

おもいの飾りをつけリース作っていまし

や、地域住民への相談活動、また記録の整備や援助活動など

た。参加した児童は出来上がったリース

の活動実績や運営状況が評価されました。

をもって「はやく玄関に飾りたい」と保
護者にお願いしていました。

町民生児童委員協議会では、毎月１回定例会を開催し、ひ
とり暮らしの高齢者や高齢者世帯等の定期的な訪問や児童生

保護者と仲良くリースづくり

徒の見守り活動、福祉サービスの情報提供・相談など地域に
密着した活動を行っています。

i

町民生委員児童委員協議会が優良協議会として表彰

o

手作りリースでクリスマス

町民生委員児童委員協議会のみなさん

佐賀県社会福祉協議会会長表彰

カンタンにできちゃった！

大隈年子(吉田)民生委員児童委員･秋山定義(伊保戸)民生委

１月７日、「がばいやさしか手料理教室」が三田川児童

員児童委員が永年勤続功労表彰者として、県社協会長表彰を
受賞しました。

首都圏吉野ヶ里会
手作りしめ縄でお正月

里会が、新宿ワシントンホテル（東京都）で開催されました。

館で行われました。小学生７名が参加し、町老人クラブ女

12月21日、吉田地区でしめ縄作りが行われました。当日

今回、合併後２回目でもあり、吉野ヶ里町出身者や町関係者

性部の指導で松茸風味の炊き込みごはんやピーマンの昆布

は雨模様にも関わらず子どもからお年寄りまで82人が参加し

和えなど４品を作りました。料理は即席のお吸い物などを

ました。慣れない「わら」を使った作業に大人も子どもたち

会では昨年出来上がった町誌の写真を見て懐かしがったり

使い、子どもでも短時間で簡単に作ることができました。

も苦戦していました。経験者のお年寄りに手伝ってもらいな

して思い出話に花が咲き、和気あいあいとした楽しい時間を

地域と行政のパイプ役として地域福祉の推進に尽力した功績

がら、約２時間後には伊勢えびや縁起の良い飾りもつき、み

すごしました。

が今回の受賞となりました。

ごとに完成しました。

大隈委員は、平成７年から13年間民生委員児童委員として、
秋山委員は、平成８年から12年間民生委員児童委員として、

11月16日、東京近郊在住の皆様が集まられた首都圏吉野ヶ

46名が参加しました。

首都圏吉野ヶ里会は11月に開催しますので、東京近郊にお
住まいの人の入会をお待ちしています。また、ご親戚や同級
生等いらっしゃいましたら役場企画課へご紹介下さい。
●問い合せ 企画課（三田川庁舎） TEL 0952-37-0332

賞状を手にした大隈さん（左）と秋山さん

13 YOSHINOGARI

町老人クラブ女性部の人と仲良く料理づくり

還付金詐欺が急増しています。

力を合わせてしめ縄づくり

首都圏吉野ヶ里会出席者のみなさん

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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年金

めて口座振替で１年度分または６ヶ月

●実施予定日

分の前納を申し込まれた人は、前納の

２月25日（水）、３月25日（水）

保険料に加えて、前年度の３月分の保

時間はいずれも15:00〜17:00

険料（14,410円）が同時に引き落とさ

１人30分程度（＊要予約）

れますので残高不足にご注意ください。

●場所 東脊振健康福祉センター「き

●問い合せ 住民課年金係（三田川庁

らら館」相談室

舎）TEL 37-0333

●問い合せ･予約先（８:30〜17:15）

佐賀社会保険事務所 TEL 31-4191

保険料は前納がお得です
よってお得な割引があります。（H20
年度の金額は次のとおり）
【１年度分を前納する場合】

三田川児童館だより

環境課よりお知らせ
【ごみの出し方が変わります】
４月１日から「ごみの出し方」が変

●応募方法 ２月16日(月)〜３月６日

所・氏名(ふりがな)・年齢・性別・職

(金)までに履歴書(写真添付)に必要事

業・電話番号・応募動機と水道につい

項を記入のうえ、学校教育課に持参し

ての関心事を明記し、佐賀東部水道企

てください。（期限厳守）

業団総務課へ送付してください。

＊勤務条件等詳細についてはお問い合

●募集期限 ３月31日(火)まで

わせください。

●問い合せ・申込先 〒849-0914

●応募先･問い合せ 学校教育課
TEL37-0339

福祉課地域包括支援センター(東脊振

わります。詳しくは「家庭ごみの分け

佐賀市兵庫町大字西渕1960-4

庁舎)担当:江川 TEL 37-0344

方・出し方（新旧比較表）」をご覧く

佐賀東部水道企業団 総務課

ださい。

TEL 30-6151 fax 30-6154

赤十字防災ボランティア研修会

福祉

国民年金保険料は、お支払い方法に

環境

「水道モニター希望、郵便番号・住

●期日 ３月14日(土)

【一般廃棄物（事業系ごみ）収集運搬

●時間 ９:30〜15:30

許可申請受付について】

●経費 参加料無料

４月１日からの一般廃棄物（事業系

「吉野ヶ里町青空市友の
会」の会員募集

幼稚園教諭（臨時的任用
職員）

消をモットーに、町内で生産した農林

東脊振幼稚園で幼稚園教諭（臨時的

産物を販売しております。

食の安全が求められる今日、地産地

【児童館の主な行事】

●内容 災害について、応急手当、非

ごみ）収集運搬業の許可について、つ

任用職員）を募集します。

●申込日時 毎週土曜、日曜日

●現金の場合→年間3,070円の割引

●２月７日(土) 14:00〜

常食の作り方

ぎのとおり申請を受け付けます。

●募集人員 ２名

7:00〜13:00時まで

●口座振替の場合→年間3,620円の割

チョコレートでお菓子作り

●定員 30名

●受付期間

●雇用期間 ４月〜平成22年３月

●場所

引

●２月14日(土) 14:00〜

●申込 ３月６日(金)までに、電話で

２月２日(月)〜２月27日(金)

●応募資格 昭和49年４月２日以降

青空市直売所（吉野ヶ里町大塚ヶ里）

【６ヶ月分を前納する場合】

牛乳パックの工作

申し込んでください。

●問い合せ 環境課（三田川庁舎）

生まれの人、幼稚園教諭免許２級以上

●入会金・年会費 無料

●現金の場合→700円の割引(年間割

●２月21日(土) 14:00〜

●申込･問い合せ 日本赤十字社佐賀

TEL 37-0335

の資格保有者、町内に住所を有する人

●問い合せ 吉野ヶ里町青空市友の会

引額1,400円)

お話の会・琴演奏

県支部 TEL 25-3108

●応募方法 ３月６日(金)までに履歴

会長筒井惠美子 TEL 52-6893

書(幼稚園教諭免許状の写しを添付)を

農林課（東脊振庁舎） TEL 37-0347

●口座振替の場合→980円の割引(年

●２月26日(木) 10:30〜

間割引額1,960円)

フルーツおやこ広場

募集

赤十字救急員養成講習会

持参または郵送により提出してくださ

●口座振替の引落方法

●２月28日(土) 14:00〜

●期日 ３月25日(水)〜28(土)

●1年前納→４月から翌年３月分を４

映画まつり

●時間 ９:00〜17:00

平成21年度水道モニター

＊勤務条件等詳細についてはお問い合

月30日に振替

●申込 参加希望の人は事務室で申し

●講習内容 心配蘇生法、AED、気

水道に関する意見や要望を聞き、水

わせください。

い。（期限厳守）

●６ヶ月分前納→４月から９月分を４

込むか電話でお申し込みください。参

道異物除去、止血･搬送方法など

道事業の運営に反映させるとともにサ

●応募先･問い合せ 学校教育課

月30日、10月から翌年３月分を10月

加対象者、定員、材料代等詳しくは児

●受講資格 15歳以上で、全日程参

ービスの向上を図るために、平成21年

（〒842-8501吉野ヶ里町吉田307）

30日振替

童館にお問い合わせください。

加できる人

度の「水道モニター」の一般公募を行

TEL 37-0339

●開館日時 月〜土曜（日・祝休み）

●申込 ３月２日(月)までに、電話で

います。

９:00〜17:30

申し込んでください。

●応募資格 町内在住で、水道を利用

●口座振替前納の申し込み方法
をお持ちの金融機関（郵便局を含む）

●問い合せ 三田川児童館

●申込･問い合せ 日本赤十字社佐賀

している20歳以上で会議･視察に参加

の窓口、または社会保険事務所（郵送

TEL 53-1117

県支部 TEL 25-3108

できる人。
（会議等は平日開催します。）

学校図書司書（非常勤嘱託職員）を

も可）、役場年金係で受け付けていま
す。
●申込締切日 口座振替での平成21
年度分１年前納（４月から９月分の６

幼児安全法講習会

こどもに起りやすい事故の予防と手

当等について講習会を開催します。

第15回吉野ヶ里菜の花
マーチ
●開催日 ３月21日
（土）
〜22日
（日）

学校図書司書（非常勤嘱
託職員）

口座振替の申し込みは、預貯金口座

催し

●場所
野」
●参加料

吉野ヶ里歴史公園「弥生の大

●募集人数 30名

募集します。

一般1,700円（当日2,000円）

特別慰労品贈呈の受付が
終了します。

●任期 委嘱した日から平成22年３

●募集人員 １名

小･中･高校生600円（当日800円）

月31日まで

●雇用期間 ４月１日〜平成22年３

●申込期限 ３月２日（月）

３月31日で「特別慰労品」贈呈の受

●活動内容 会議、水源･浄水場施設

月31日

＊詳細についてはお問い合わせくださ

ヶ月前納も含む）の締切日は２月27日

●期日

付が終了します。平和祈念事業特別基

視察等への参加、アンケートへの回答、

●応募資格 年齢50歳未満（４月１日

い。

までです。

２月21日(土)、22(日)、28(土)

金では、いまだ請求されていない引揚

水道に関する情報の提供等

現在）の人、司書または司書補の資格

●申込･問い合せ 吉野ヶ里菜の花マ

●申込方法

保有者、町内に住所を有する人

ーチ実行委員会事務局 TEL 29-9213

者、恩給欠格者、戦後強制抑留者の

●経費 受講料無料（ただし教本教材

「ご本人」に、「特別慰労品」を贈呈

（ただし、口座振替の引落方法を変更

費として1,500円必要）

しています。（ご遺族は対象とはなり

される場合は再度申込が必要です。）

●受講資格 15歳以上

ません）

また、一部納付（半額免除など）の人

●申込 ２月13日(金)までに、電話で

＊「引揚者」は終戦の日まで引き続き

の口座振替は、毎月納付（割引なし）

申し込んでください。

1年以上外地で生活していて戦後引き

となります。

●申込･問い合せ 日本赤十字社佐賀

揚げてきた家族全員が対象です。

●前納口座振替日は４月30日です

県支部 TEL 25-3108

●請求期限 ３月31日（火）

すでに、口座振替で前納されている

残高不足で口座からの引き落としが
できなかった場合は、割引ができなく

無料もの忘れ相談室

●請求･問い合せ
福祉課（東脊振庁舎） TEL 37-0343

なりますのでご注意ください。（毎月

●対象 もの忘れや認知症について

平和祈念事業特別基金

の口座振替に切り替わります）特に初

不安がある人及びその家族

TEL 0120-234-933
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振り込め詐欺の被害が跡を絶ちません。

︵有料広告︶

●時間 ９:00〜15:30

人は再度申し込みの必要はありません。

ハガキまたはFAXで、

日本の美新作掛軸・絵画展

日展・院展・創画会他、若手作家の春の新作花鳥画を
中心に水墨山水・お祝い掛けなど多数揃えて展示販売
を行います。どうぞこの機会をご利用下さいませ。
●期日 ３月５日（木）〜３月10日（火）迄
●時間 10:00〜18:00（最終日16:00迄）
●場所 アートえる（吉野ヶ里町豆田1803-1）
〈三田川健康福祉センター前〉
●主催
TEL 0952-29-0085
携帯 090-3607-4059

慌てて振り込まず、家族に確認を!!

町営住宅入居者募集中です！
●空家団地 中の原団地（RC４階建）
●募集戸数 １戸（４階、３DK）
●問い合せ
●家賃・敷金 所得により14,700円〜
・申込
24,300円 敷金３か月分
都市計画課
●申込・入居 随時受付をしていますの
住宅係
で、入居要件を満たせばすぐに入居でき
（東脊振庁舎）
ます。入居要件、提出書類など詳しくは
TEL 37-0349
担当窓口にお問い合わせください。
＊随時受付のため、すでに入居者が決定していることが
あります。
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朝陽射すこの陋屋に皆集い
今年こそはと決意新に
坂本

コミュニティーホール展示会
●炎まつり写真コンクール展

ろうおく

北陸の蟹三昧のほ旅
なれば
ぐ
せわ
盛られし蟹を解す手忙し
松葉

あ こ

ゼ ブ ラ ゾ ーン

10:00〜15:00（予約不要）

メールにて申し込んでください。

●相談内容 不動産の相続、売買、贈

●申込・問い合せ

与などの登記、供託、債務整理、青年

トヨタ工機株式会社 担当 中島・稲冨

後見、各種裁判手続

TEL 53-2131 Fax 53-2859

●場所

E-mail info@toyota-kohki.co.jp

【佐賀市立図書館】 TEL 40-0001

２月１日(日)〜２月28日(土)

町民ラージボール卓球大会

＊４月に次の体験講座を予定していま

【千代田町保健センター】TEL 44-2021
【鳥栖商工会館】 TEL 0942-83-3121
●電話相談

す。詳細につきましては広報３月号に

香月 啓子

三好 徳子

歳明けて横断歩道の路肩に
悲報Ｓ氏の名がありお名前が
目達原
中島 南角

帰省せし
吾娘らとともに奥小国
でゆ
浸る温い泉
に
雪
の
舞
ひ
か
な
下三津東
松本メグミ

このままの平穏願ひ諍ひの
ことば控へて明日に生きなむ
新宮田
中山 妙子

渡邊登志子

土井 敏明

子

ふんわりと肌にやさしくマフラーの
温もり伝はる女孫の手編
目達原
中村 悦子

大宰府の天満宮に初詣で
拝殿に上がり合格祈願
上中杖上

あらとし

畑みればおどろく程に大根の
葉はしげりゐて独り笑みをり
上中杖上
生島 愛子

山裾の山茶花今を花盛り
くれなゐ
メジロ群れ来て落とす紅
立野

つま

杖をつく夫に添ひつつ新年の
平和を願ふ仁比山神社に
吉田
中島

歩こうと靴をもとめて散歩する
めぐる青田の日に日にのびる
吉田
伊東 米子

てご案内します。①ニットソーイング

●日時 ２月15日(日)８:30

当日は電話相談もお受けします。

②押し花③デコクレイクラフト④アー

●場所 三田川武道館２階

●電話相談専用ダイヤル

トクレイ

●種目 ダブルスによる個人戦

TEL 28-1617・29-0635

●問い合せ 吉野ヶ里公園駅コミュニ

●競技方法 試合当日の抽選による組

●問い合せ 佐賀県司法書士会

ティーホール TEL 55-8255

でリーグ戦を行う

TEL 29-0626

●参加費 １人 200円

た ま

宮地カヨ子

村岡 和水

春待たず逝きにし父の忌の季節
律儀に咲けり水仙の群
伊保戸
中島 君子

夜の雨の物干竿に水玉連ね
ダイヤの如く朝日に光る
横田

﹁もうちょっと元気でいてよ﹂
と帰り行く
子等に手を振る夕茜空
箱川
真木千津子

初詣で産土神の人混めり
講師
山眠るふところ深く社建つ

真島 シツ

吉野ヶ里
香田きみえ
藪椿淡き日差しに暮れなずむ

苔野
年玉の不老寿てふ酒乾杯す

大澤ヨシノ

花田貴光絵

金子きぬ子

幸

田手
神官も巫女もひとりや初詣

田手
玄関に靴カラフルな松の内

苔野
小正月同窓会の人減りて

伊東

鳥ノ隈
田中千津子
箱根路に集うランナー息白し

上豆田
薄化粧して静かなり初山河

大坪カツヨ

西牟田紀美子

永田ヶ里
井上 春枝
思うこと想うにならぬ去年今年

上石動
孫一人増えて賑やか初座敷

上石動

心の教養講座

●申込期限 ２月12日(木)

●開催日 ２月15日（日）

●申込・問い合せ

●時間 13:30〜16:40（開場12:30）

町体育協会事務局(温水プール内)

●会場 トヨタ工機株式会社 吉野ヶ

TEL 52-1944

●入場料

2,000円（大学生以下無

料）

県下一斉無料法律相談会

●講師 前島ひで子さん
●定員 先着100名

●日時 ２月21日（土）

消費生活情報

その他

寄附御礼
相談

里研修棟(吉野ヶ里町石動2128-1)

若いあなたを狙っています！

20歳になると、自分の意思と責任で自由に契約ができるようになります。でも要
注意！様々な契約トラブルに巻き込まれる危険性が高くなります。悪質業者は、未
成年者取引ができなくなる20歳を待ってあなたを勧誘してきます。必要のないも
のはきっぱり断りましょう！
●未成年でも取り消せない場合 結婚している場合、「自分は成人だ」「親の承諾
はある」などと偽った場合、おこづかいの範囲内で契約した場合

祈りますあなたの命愛すから

門松に今年こそはと福招く

孫達にもらった元気一仕事

初日の出毎年同じ願い事

寂寥も悲哀も薄れ冬の月

紅葉のすんだ原野に春が来た

ついさっき破った暦また破る

五七五詠めば心も身もほぐれ

一歩二歩三歩と孫の満足気

契約って何だろう？
契約とは一言で言うと「約束」のことで、
「売りましょう」「買いましょう」という相
互の意思が合致すれば、契約書がなくても、
口約束で成立します。
契約をしたら、原則として一方的に契約
を取り消すことはできません。契約はくれ
ぐれも慎重に！

詫摩 綾子

香

原岡 秀夫

橋本

山下麻の葉

長谷川久栄

中村 恵子

佐藤 大輔

上滝 初代

吉岡 昌子
満足度百パーセント目指します

荒木 靖子

武富 直人
満足と言われる介護目指したい

草繁る中よりのぞく黄菊笑む

原 ミツエ

斎藤 幾恵
八十路でも手足が動く手を合わす

シクラメン色々咲くよ花の色

寺崎あさの

百武 重造
みほとけに山茶花の花くっきりと

薬指指輪をはめる責任感

瀧本 泰忠
いつも言う美味しいご飯ありがとう

瀧本 千治

勝

城野 憲子

大根に負けてしまったような足

友達に彼氏ができて遊べない

千住

大塚美代子

山下貴美子
妻と行く八十路の旅を今日もまた

年初め健康願う万歩計

水仙の香りが冬を和ませる

井上千代子

中島三千子

江口カズヨ
成人式教え子とハグぽかぽかに

穏やかな日々を願って飾る餅

丸小もちまるい心を託すモチ

兵働己登子
もう慣れた八十路の坂の散歩道

園田 示右
母百歳僕も欲しいよ不死身の血

古川 清治
銀杏を洗える今日を終えて寝る

城野くみ子
ヒーローは映画の中のストーリー

松尾寿美子

松尾 利朗
誰が為の頑固か知っている頑固

身の回り男は逃げる準備する

城野 浩二
つなぐ手になんの迷いもなく家族

西 久美子
佐賀弁で受付られてホッとする

真島 清弘

西村 正紘
スタートを探して老いを遠ざける

丑年の夢はデッカイ鏡餅
真島美智子
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催し

※前売りチケットは次の電話、FAX・

クレジットの利用はよく考えて計画的に！
クレジットは、消費者個人を信用して信
販会社などが、商品代金を立て替えて支払
うシステムです。後で返済しなければなら
ないので、借金とおなじです。手数料や利
息がかかる場合があるので、きちんと払え
るかよく考えましょう。
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：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

●老人クラブへ
●北島康彦様（目達原）故ナツ子様

吉野ヶ里町役場

電話帳

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
東脊振庁舎総合窓口
税務課

37-0351
37-0334

環境課
会計課

37-0336

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

YOSHINOGARI 16

●まちの面積 43.94km2
●まちの人口（1月1日現在）
男性 7,784（＋11）
女性 8,291（ − 2）
合計 16,075（ ＋9）
●世帯数 5,653（ ＋4）

2月のカレンダー
日（曜）

行

事

名

旧東脊振村内のゴミ出し日

旧三田川町内のゴミ出し日

1

日 リサイクルセンター開放 ８:30〜17:00

2

月 温水プール休館日 健康相談【詳】 おやこ教室(ワン･ツー体操)【詳】
【燃】1区【牛】2区【空】1区 【燃】A区

3

火 乳児健診【詳】 BCG予防接種【詳】

4

水 12か月児相談【詳】
消費生活相談【詳】

【燃】２区

【燃】A区
【燃】１区

【牛】３区

6

金 １歳６か月児健診【詳】

7

土

8

日

9

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【牛】1区【空】2区 【燃】A区 【粗】1区

行政･人権相談（農村環境改善センター） ９:30〜12:00

おやこ教室(ワン･ツー体操)

２(月)

きらら館

９:50〜10:00
【４か月児】
13:00〜13:15

３(火)

乳児健診

【７か月児】
13:15〜13:30

【空】１･２区
【燃】２区

一般町民

12か月児相談

４(水)

13:30〜13:45

きらら館

H20.２月生

母子手帳

１歳６か月児健診

６(金)

13:00〜13:30

きらら館

H19.７･８月生

母子手帳 健康診査票

おやこ教室(ドレミ広場)

９(月)

９:50〜10:00

きらら館

２歳未満の乳幼児

水筒(お茶)

【燃】B区

２か月児相談

10(火)

13:00〜13:15

きらら館

H20.12月生

母子手帳

【燃】A区

乳幼児個別予防接種

【燃】２区 【粗】１区

【燃】A･B区

第２回吉野ヶ里町「少年の主張大会」【詳】
14 土 リサイクルセンター開放 ９:00〜12:00
図書室開放 ９:00〜13:00 中央公民館･東脊振公民館
15 日 吉野ヶ里町文化講演会【詳】
16 月 温水プール休館日 健康相談【詳】

【燃】
１区【新】2区【空】1区 【燃】A区

17 火

【燃】２区

【燃】B区
【燃】A区

【燃】２区

【新】3区 【空】1･2区
【燃】A･B区

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

23 月 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 【粗】２区

24 火

【燃】２区

【燃】B区
【燃】A区

26 木 消費生活相談【詳】

【燃】１区

【新】1･2区 【空】3区

27 金

【燃】２区

【燃】A･B区

リサイクルセンター開放 ９:00〜12:00

対 象 年 齢
目達原整形外科
２月１日 吉野ヶ里町目達原
（日）
TEL52-3717
【整外】

しらいし内科

麻しん・風しん混合ワクチン（1期） 生後12〜24か月児

なかしま整形外科クリニック
２月８日
神埼市神埼町本堀
（日）
TEL51-1430
【整外】

南医院

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

＊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。

たけうち小児科医院
２月15日 神埼市神埼町本堀
（日）
TEL52-2524

古賀内科

●予防接種（通年接種分）委託医療機関

２月22日 中尾胃腸科医院
神埼市神埼町田道ヶ里
（日）
TEL52-3295

和田医院

日

本

脳

炎

吉野ヶ里町上豆田
TEL52-1136（要予約）

実施曜日

実施時間

9:00〜12:00
月・火・水・金 15:30〜17:00
木・土

9:00〜12:00

たけうち小児科医院 月・火・水・金 9:00〜12:30
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

指定医療機関
松本医院

●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。

神埼市千代田町直鳥
TEL44-2777
【外・胃・整外】

和田内科小児科胃腸科

土

9:00〜13:00

8:30〜11:30
14:00〜17:30
8:30〜11:30

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・・・２月２日（月）〜６日（金）、２月23日（月）〜27日（金）

●平日の図書室開館時間 ９:00〜17:00

神埼市神埼町城原
TEL52-3848
【内・循】

２月11日 小森医院
吉野ヶ里町上豆田
（水）
TEL52-1136 【小・内】

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。

●予防接種（期間限定接種分）委託医療機関

図書室開放 ９:00〜13:00 中央公民館･東脊振公民館

日曜・祝日在宅当番医

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）

小森医院

22 日

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

25 水 無料もの忘れ相談室【詳】

H20.７月生
母子手帳 予診票

13 金

20 金

母子手帳

H20.10月生及び生後６
ヶ月未満の未接種児

【牛】1･2区 【空】3区

【燃】１区

H20.10月生
きらら館

きらら館

【燃】１区

19 木 消費生活相談【詳】

水筒(お茶)

13:00〜13:15

12 木 消費生活相談【詳】

18 水

２歳以上の幼児

３(火)

図書室開放 ９:00〜13:00 中央公民館･東脊振公民館

【燃】２区

きらら館

BCG予防接種

【燃】A･B区

リサイクルセンター開放 ９:00〜12:00

11 水

28 土

９:00〜11:00

【燃】B区

木

21 土

毎週月曜日

健康相談

＊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。

5

10 火 ２か月児相談【詳】

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

保健行事

吉野ヶ里町下三津東
TEL52-4185

西谷クリニック
吉野ヶ里町大曲
TEL52-3139

実施曜日

実施時間

月・火・木・金

13:30〜14:30

月・火・木・金

13:30〜17:00

【小】

【外・整外・胃・内】

３月１日 山田こどもクリニック
神埼市神埼町田道ヶ里
（日）
TEL55-6566
【小】
最所医院

３月８日
吉野ヶ里町吉田
（日）
TEL52-2452【内・胃・呼】

神埼市神埼町神埼
TEL52-2021 【内・小・胃】
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】

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】

【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。

●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。

予防接種（ワクチン）の種類

対象年齢

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

●平成21年度「健診確認票」は、提出されましたか？

詳細について
は対象年齢の
人に個別通知
しています。

麻しん・風しん混合 平成２年４月２日〜
１月中旬に、世帯主様宛に平成21年度の健診希望アンケート
平成３年４月１日生まれ
「健診確認票」を送付しています。まだ提出されていない人は、 ワクチン(４期)
早急に健康づくり係まで提出してください。
＊対象年齢の人で、通知が届いていない人はご連絡ください。
今回、健診確認票を提出いただいた人へは、健診受診票等の案
内を送付させていただきます。転入等で健診確認票が届いていな
い人は、健康づくり係までご連絡ください。
●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
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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!!
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第2回

2

2

吉野ヶ里町文化講演会

2009 FEBRUARY No.036

2 15
月

日［日曜日］

開場：10:00 開演：10:30

三田川健康福祉センター

「ふれあい館」
講師：荒木由美子さん

私の介護〜愛と感動の家族物語

演題：

20年にわたる義理母の介護によって学んだ
「死」「家族」「夫婦」の大切さや
ありがとう の言葉に涙した日々等、
持ち前の明るさや前向きさで語る由美子流介護とは…。
●問い合せ 教育委員会社会教育課
TEL 37-0340

【プロフィール】
1960年生まれ。神埼市神埼町出身。1976
年「第1回ホリプロ・タレントスカウトキャラバ
ン」にて 審査員・特別賞 を受賞。翌年、アイ
ドル歌手としてデビュー。その後、「燃えろア
タック」「それは秘密です」等多数のレギュラ
ー番組をもち活躍。1983年、タレントの湯原
昌幸氏と結婚。芸能活動を休止。
2004年、著書「覚悟の介護」の出版を機に
芸能界に復帰。結婚2週間後に病に倒れた義母
を介護した20年間の壮絶な日々を綴った内容
が話題を呼ぶ。

第2回

吉野ヶ里町「少年の主張大会」

37-0330

町内の小学生(５、６年生)、中学生のほか、今回は高校
生も参加して、自分の考えや意見、体験談を発表します。
また、アトラクションでは三田川小の火曜学級、東脊振
小の木曜学級参加児童による朗読もあります。どなたで
も聴くことができます。ぜひお越しください。
●日時 ２月14日(土) 9:30〜
●場所 中央公民館講堂
●内容 ●町内の小･中学生、高校生による意見発表
●アトラクション「雨ニモマケズ」朗読(火曜、木曜学級児童)
※主催 吉野ヶ里町青少年育成町民会議
●問い合せ 教育委員会社会教育課 TEL 37-0340
写真＝昨年の大会から
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