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吉野ヶ里歴史公園でボランティアしませんか
子どもの定期予防接種は4月から広域化へ、国保の保険証･高齢受給者証の更新

第3回吉野ヶ里町剣道大会
町子どもクラブ活動実績発表会 ほか

●INFORMATION・お知らせ● 17-20
●吉野ヶ里文芸● 21
●保健・健康・カレンダー● 22-23
●第15回吉野ヶ里菜の花マーチ● 24

ご存知ですか？「ふれあい館」に行っ
て玄関を入ると、たくさんの雛人形が来

●行政トピックス● 4-9
●新しい本が入りました● 10-11
●ハッピーバースデイ●12
●訪韓少年の翼⑧● 13
●TOPICS・まちのわだい●14-16

雛人形
2-3

ほか

館する人を迎えてくれます。これは町社
会福祉協議会が町内の人から雛人形やさ
げもんを借りて飾り付けたもので来館す
る人を和ませています。この雛人形は4
月3日まで展示されます。

町花：さくら

町木：さざんか

弥生人の残してくれた宝の山。特別史跡の吉野ヶ里遺跡の復元と活用を目的に整備された吉野ヶ里
歴史公園では、弥生を体験・体感できる公園づくりを目指して、弥生のムラづくり、弥生のクニづ
くりを皆さまとともに行っています。その一環として、ボランティアの皆さまにご協力いただき、
なりきり体験、公園ガイド、ものつくり体験などの運営を行っています。

活動
内容 「弥生なりきり体験キャストボランティア」
1

布つくり

舞いの稽古

丸木舟つくり

南のムラで誕生した「弥生なりきりプログラム」は、「布
つくり」「丸木舟つくり」「楽器製作と演奏」「舞いの稽
古」の4つのプログラムがあり、キャストボランティアは、
それぞれのプログラムの進行役・指導役としてご活躍いた
だくボランティアです。

吉野ヶ里歴史公園で
ボランティアをやって みませんか!?

活動
内容 「ガイドボランティア」
2

公園で実際にボランティアをしている
町内の人にお話を伺ってみました。
森山さん（女性・54歳）
なりきり体験の布つくりのボランティア
Q．ボランティアに参加したきっかけや動機を教えてください。
A．私の場合は遺跡にはあまり興味がなかったんですが、
ボラン
ティアというのに興味があったのと、
布つくりがどんなのかなと思
って、
応募しました。
Q．ボランティアをしていて、
楽しかったこと、
良かったことは何で
すか？
A．布を織るのが好きで、
織っているが、
それができあがるのが楽
しみ。
Q．普段の生活の中で、
ボランティア活動の位置づけは？
A．週1回、
曜日を決めてボランティアに参加しています。
他にも
習い事などをしていて、
ボランティアも、
そういった活動のひとつで
す。
Q．これからボランティアをやってみたいなという人や、
迷ってい
る人に向けて、
「ボランティ
アのここがいい！」
というポ
イントを紹介してください。
A．多くの人に出会えるの
が第一で、
あと自分の好き
なことに集中できるから時
間が経つのが早く感じるこ
とです。
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最所さん（男性・70歳）
ガイド、ものつくり体験、なりきり体験の丸木舟つくりの
ボランティア
Q．ボランティアに参加したきっかけや動機を教えてください。
A．遺跡にも興味があったし、
活動そのものも興味があったし、
ほかにも
ボランティア活動をしていて、
今も参加しています。
そっちでは体を動かす
作業ではなかったので、
体を動かすボランティアをしたかったからです。
Q．ボランティアをしていて、
楽しかったこと、
良かったことは何ですか？
A．体力の衰えを感じるようになってきたころ、
ボランティアを始めてガイ
ドで園内を歩くことで、
調子が良くなりました。
また、
お客さんからの質問
に答えるのに、
勉強しとかなければいけない、
それが、
脳の活性化にもな
っていいです。
Q．普段の生活の中で、
ボランティア活動の位置づけは？
A．生活の中で大きい位置を占めています。
生活の一環となっています。
Q．これからボランティアをやってみたいなという人や、
迷っている人に
向けて、
「ボランティアのここがいい！」
というポイントを紹介してください。
A．毎年2,000校を超える児童生徒の皆さんが体験学習、
修学旅行など
の勉強に来園します。
このような宝の山に、
地域のこどもたちのエネルギ
ーを出してもらい、
ガイドとして自分の宝にしてほしいです。
作業の内容も
いろいろあって、
作業が変わるから
楽しいです。
体力づくりにもなって
若返ります！

活動までの流れ
説明会･･･公園でのボランティア
活動の内容を説明します。
2 ワークショップ･･･やってみたい
体験や、ガイドなどのワークショ
ップを受けていただきます。
3 ボランティア認定･･･ワークショ
ップ終了後、ボランティア証を発
行します。
4 活動開始･･･来園者に体験の指導
をしたり、ガイドを行っていきま
す。
1

ガイドボランティアは、公園内の施設や歴史についてお客
様にご案内いただくボランティアです。現在は、学校の団
体などの人を中心にご案内いただいております。

活動
内容 「ものつくり体験ボランティア」
3
勾玉作りや火おこし体験、
土笛づくりの３つのプログ
ラムをご指導いただくボラ
ンティアです。

※実際のボランティア活動について
は各活動内容の簡単な試験を受け
ていただき、認定後、活動してい
ただきます。

●応募資格 月に1回以上参加できる人。18歳以上の人。
●申込方法 氏名、年齢、住所、電話・FAX、参加希望部門（体験・ガイド）を
公園管理センターボランティア係までお知らせください。
●問い合せ ●吉野ヶ里公園管理センター(ボランティア担当)
TEL 0952-55-9351 FAX 0952-55-9352
●企画課 TEL 0952-37-0332
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藤色

退職被保険者の保険証

みどり色

川原

茂人

野口

力

人権擁護委員
▼

※期限切れの保険証は、はさみを入れるなどして確実に破
棄してください。

【高齢受給者証の更新】
平成21年４月からの「高齢受給者証」を、平成21年３月下
旬に郵送により交付します。

山田

澄雄

井上千代子

●高齢受給者証とは
70歳の誕生月の翌月（１日生まれの場合その月）に高齢受
給者となった皆さんに交付している、手のひらサイズの証
で、医療機関の窓口に保険証と一緒に提示します。

ご存知
ですか？

●高齢受給者証の表示について
高齢受給者証には所得区分により、１割または３割の医療
機関での負担区分が記載されていますが、次の表示は、
「法律上は２割負担ですが、国が１割を負担するため、残
り１割を自己負担する」という意味です。
「２割（平成21年７月31日までは1割）」
※上記表示には、高齢受給者証の有効期限の都合上、「７
月31日まで」と記載されていますが、３割該当者以外の自
己負担１割は、平成22年３月31日まで継続されます。ただ
し、平成21年８月以降の自己負担割合は、平成20年中の所
得により見直しを行うため、変更となる場合があります。
※期限切れの高齢受給者は、はさみを入れるなどして確実
に破棄してください。
※平成21年３月（または４月１日）で70歳になる皆さんに
は、別途案内葉書を郵送します。
●問い合せ 保健課国民健康保険係 TEL 37-0345

西牟田政次

中島

明彦

※｢農村環境改善センター｣では偶数月に、｢ふれあい館｣では奇数月に開催します。
●問い合せ 総務課(三田川庁舎) TEL37-0330

三田川健康福祉センター「ふれあい館」
相談時間：13:30〜16:00

農村環境改善センター
相談時間：９:30〜12:00
日にち
行政相談委員
４月 ３日（金） 川原茂人
６月 １日（月） 川原茂人
８月 ５日（水） 川原茂人
10月５日（月） 川原茂人
12月４日（金） 川原茂人
２月 ５日（金） 川原茂人

人権擁護委員
西牟田政次
中島 明彦
西牟田政次
中島 明彦
西牟田政次
中島 明彦
西牟田政次
中島 明彦
西牟田政次
中島 明彦
西牟田政次
中島 明彦

※行政相談委員…総務大臣から委嘱
人権擁護委員…法務大臣から委嘱
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私たちの日常生活は︑行政 役(所の仕事 と)深くつながっています︒例えば︑税金︑年金︑保険︑
道路などあらゆる面にわたっています︒

一般被保険者の保険証

道｢路の段差を改善してほしい 役
｣｢所の処理に納得がいかない な｣ど︑悩んでいる人はいませ
んか？

●保険証の種類と色について

また毎日の生活の中で︑困ったり︑悩んだり︑これは人権上問題ではないだろうかと感じた

平成21年４月からの国保の「保険証」を、平成21年３月下旬に郵送により交付します。

ことについてのさまざまなことでお悩みの人の相談も無料で行っております︒

行政相談委員
▼

【保険証の更新】

このようなときには︑ぜひ︑﹃行政相談委員﹄﹃人権擁護委員﹄にご相談ください︒

相談を受ける委員（敬称略）
相談を受ける委員（敬称略）

行政相談委員・人権擁護委員は

あなたの身近な
相談窓口です︒

国保の保険証・高齢受給者証の更新

日にち
行政相談委員
５月 １日（金） 野口 力
６月 １日（月） 野口

力

７月 ３日（金） 野口

力

９月 ４日（金） 野口

力

11月５日（木） 野口

力

１月 ８日（金） 野口

力

３月 ５日（金） 野口

力

人権擁護委員
山田 澄雄
井上千代子
山田 澄雄
井上千代子
山田 澄雄
井上千代子
山田 澄雄
井上千代子
山田 澄雄
井上千代子
山田 澄雄
井上千代子
山田 澄雄
井上千代子
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就学援助制度のお知らせ
就学援助とは町内に在住し、町内の小･中学校に通学する子どもがいる世帯で、
経済的な理由により学用品費や給食費の支払いが困難な世帯に対して、その費用の
一部を援助する制度です
●申請方法 現在の受給者には学校を通じて用紙を配布します。新規に希望する人
は教育委員会学校教育課に申請用紙がありますので、必要事項を記入し、次の書類
を添えて提出してください。
●添付書類 世帯の中で収入がある全員の収入を確認できるもの(源泉徴収票･年金
源泉徴収票･確定申告書の写し･児童扶養手当証書の写し等)
※この制度は年度単位で実施しています。現在援助を受けている人も引き続き援助を希望する場合は、改
めて申請書を提出してください。
●認定条件 世帯全員の所得額合計で判断しますので、申請したい人は所得のある世帯全員分の申告を、
必ず済ませてください。(申告していないと審査ができません)
●援助内容 就学援助対象児童生徒として認定されると次の援助が受けられ
ます。(学年や区域外就学等、状況によって該当しないものもあります)
●新入学用品費 新入学用品の購入に係る費用の一部(小･中学校新１年生
の１学期認定者)
●学用品費 学用品の購入に係る費用の一部
●修学旅行費 小学校６年生･中学校３年生対象。(参加した場合の実費)
●校外活動費 校外活動に参加した場合の費用の一部
●給食費 給食費として保護者が負担する実費額
●医療費 学校保健法に基づく疾病(虫歯や中耳炎)の保護者負担額
●支給方法 学期ごとに学校を通じて支給。年度途中での申請は認定月の翌
月分より支給。
●受付期間 平成21年度分受付は３月２日(月)〜27日(金)まで、その後も随時受け付けますが、月割り額
となります。
※お子さんが学校生活を円滑に送れることを目的とした制度です。虚偽の申請や目的外の使用(援助費目の
未納)が発覚した場合は、認定を取り消すことがあります。
●問い合せ・提出先 教育委員会学校教育課(中央公民館内) TEL37-0339

臨時職員等（文化財作業員）の募集
平成21年度の文化財作業員を募集します。
種類
発掘作業員

主な業務
スコップなどによる
遺跡の発掘作業

作業時間

募集人員

雇用期間

８:30〜17:15

25名程度

４月〜平成22年３月

●応募資格 町内在住の人
●申込方法 社会教育課(中央公民館内)に用意している申込書に必要事項を記入して提出してください。
●申込締切 ３月27日(金)
●採用について 雇用希望者に説明会の開催日時を連絡します。説明会終了後、住民票、健康診断書を提出し
ていただき、提出書類の審査により選考のうえ、決定します。
●注意事項 保険は労災保険(業務･通勤災害補償)のみで、社会保険等はありません。
●問い合せ 教育委員会社会教育課文化財係 TEL 37-0340
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印鑑登録できる印鑑について
町では実印によるトラブルを防止するため、印鑑登録できる印鑑を制限していますのでご注意ください。
〈印鑑登録できる印鑑〉
●書体が篆書体（篆書体を基にした印相体を含む）のもの
印影の大きさが、１辺の長さが８以上25以下のもの
●書体が篆書体（篆書体を基にした印相体を含む）以外のもの
印影の大きさが、１辺の長さが12以上25以下のもの
●氏名で登録のもの
〈篆書体 例：吉野〉
印影の大きさが、１辺の長さが８以上25以下のもの
＊篆書体とは、はんこの書体として多く使われているもので象形文字が基本となっていて、左右対称で均一
な線幅が特徴で実印に多く使われている書体です。
〈印鑑登録できない印鑑〉
●指輪等に印字したもの
●さかさ彫りのもの（押印時に文字が白くなるもの）
●模様のあるもの
●ゴム印その他変形しやすいもの
●印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
●同一世帯内に他の者が登録を受けているもの（他の印影と区別がつかない
ものを含む）
●印鑑の外枠がないもの、外枠及び文字の線が欠けているもの
●前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めるもの

印鑑登録証、交換します！

▲吉野ヶ里町印鑑登録証

（旧町村の印鑑登録証でも従来どおり使用できます）

官公署の発行した免許証、許可書もしくは身分証明書、又は外国人登録証明書等で本人写真付きのものを
提示していただき本人確認のうえ、旧町村の印鑑登録証と吉野ヶ里町の印鑑登録証を無料で交換します。
交換には印鑑登録証の受領印が必要ですので、印鑑（認印可）も持参してください。
●問い合せ 住民課三田川庁舎総合窓口係（三田川庁舎） TEL37-0336
同東脊振庁舎総合窓口係（東脊振庁舎） TEL37-0351

町営第6住宅が「目達原西団地」に
名称が変わります。
建て替えをしておりました町営第
６住宅が完成し、３月１日から管理
を開始します。これに伴い、名称が
「目達原西団地」と変更になりま
す。

町営住宅入居の
条件が変わります。
法令の改正による入居収入基準（注１）の見直しにより、町営住宅に入居できる人の収入の上限額が４月より、月
額で40,000円程度引き下げられます。詳しくは都市計画課住宅係にお問い合わせください。
＊注１:入居収入基準とは、町営住宅の入居申し込みができる収入の上限です。
●問い合せ 都市計画課（東脊振庁舎）TEL37-0349
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春休み映画まつりにおいでよ！
「クイール」「とべないホタル」
春休みのお出かけは、家族揃って映画まつりにお越しください。幼児から大人まで一緒に感動できる
２作品を上映します。もちろん、子ども同士・大人同士での来場も大歓迎です。
たくさんの参加をお待ちしております！

日時 ３月28日（土）10：00〜12：10
場所 東脊振健康福祉センター きらら館
●作品紹介
●「クイール」 10：30〜12：10（1時間40分）
盲導犬と人との心の交流や固い絆を描いた感動作。クイール
は、尽きることのない無償の愛と信頼という贈り物を、私たち
にそっと差し出してくれます。

子どもの
定期予防接種は

４月から
広域化へ

乳幼児、学童、中・高校生に対する定期予防接種が広域化とな
ります。
予防接種の広域化は、対象者がかかりつけ医から安心して接種
を受ける体制づくりと接種機会を拡大するために行います。
なお、町内の医療機関に加え、広域化を受託した佐賀県内の医
療機関でも予防接種を受けることができます。
●対象予防接種 予防接種法に基づく定期予防接種のうち、下記
の予防接種を広域化の対象とします。
●DPT 三種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風）
●DT 二種混合（ジフテリア・破傷風）
●MR 麻しん風しん混合
●日本脳炎
なお、ポリオとBCGについては広域化の対象外となります。
（きらら館にて集団接種）

●広域化開始時期 ４月１日から
●予防接種の広域化制度を利用した定期予防接種を受けようとする場合は、以下の点にご留意ください。
1．接種を希望する医療機関が予防接種の広域化受託医療機関であるかを確認してください。
2．前もって予約をした医療機関で接種をしてください。
3．接種日には母子健康手帳と予診票をご持参ください。
●予診票が変わります。広域化の予診票を使用してください。
※DPT、DT、MR（Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ期）については、後日送付します。MR（Ⅰ期）については、乳児健診等にて
配布します。

●「とべないホタル」 10：05〜10：22（17分）
生まれつき羽が縮れて飛べないホタルは、仲
間に助けられながら、自分が一人ぼっちでない
ことに気がつきます。心温まる友情物語です。

●問い合せ 保健課健康づくり１,２係（きらら館） TEL 51-1618

●問い合せ 中央公民館 TEL 37-0341

平成20年度

「新春サークル発表会」にお越しください
吉野ヶ里町文化協会に所属するサークル会員の皆さんが、日頃の練習の成果を発揮します。日舞・楽器演
奏・コーラスなど、多種多様なステージで楽しめます。ご家族お揃いで、ぜひお出かけください。

日時 ３月８日(日)
10:00〜15:00
場所 東脊振健康福祉センター
「きらら館」
●問い合せ
中央公民館
TEL 37-0341
東脊振公民館 TEL 52-3499

暴力追放推進センターの緊急対策基金へ
みやき町においては地元住民を中心とする暴力団進出阻止活動が推進されていますが、今後同様の事案が発
生する可能性もあり、暴力団排除活動を迅速かつ効果的に行うための活動資金に使用することを目的とした緊
急対策基金を設置しました。寄附のご協力をお願いします。
基金は
●暴力団排除活動に対する支援
●暴力団事務所撤去運動に伴う暴力団事務所等の不動産を一時的に暴力団追放推進センターが関与して取得す
る活動
●監視用地賃借等の債務負担と関し資機材購入に使用します。
●振込先 暴追センター緊急対策基金の振込先窓口
佐賀銀行 県庁支店
口座番号 1508075
口座名義 財団法人佐賀県暴力追放運動推進センター緊急対策基金
理事長 指山弘養
●連絡・問い合せ
暴力追放推進センター TEL 23-9110
佐賀県警察本部組織犯罪対策課 TEL 24-1111（内線4432）
神埼警察署 TEL 52-2114

昨年度の発表会の様子
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ＡＢ型自分の説明書

リサとガスパールの
ピクニック

としょかんライオン

桜庭 一樹

吉田 みか

Jamais Jamais

アン・グットマン

ミッシェル・ヌードセン

伊坂幸太郎

ふとらないお菓子

かいけつゾロリカレーVS
ちょうのうりょく

ぶーちゃんとおにいちゃん

茨木くみ子

原 ゆたか

食堂かたつむり

傷つきやすくなった世界で 太る食べ物、やせる食べ物
石田 衣良

サンキューベア
グレッグ・フォリー

石原 結實

島田 ゆか

小川 糸

ぼんやり記念日
コンドウアキ

あいはらひろゆき

チャールズ・M・シュルツ

東野 圭吾

不機嫌な職場

プロジェクトX挑戦者たち
22 ER誕生

日々の食材ノート

つくもがみ貸します

しばわんこの和のこころ

湯川博士

渡辺 有子

畠中 恵

川浦 良枝

高橋 克徳 他

ルーファス・バトラー・セダー

Jamais Jamais

スヌーピーたちの人生案内

落語うんちく事典

ギャロップ！！

A型自分の説明書

くまのがっこう
ジャッキーのうんどうかい

●今回74冊（一般書48冊、児童書26冊）の新しい本が入りました。
●図書館は東脊振公民館（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。

でんじろう先生の
超ウケる実験ルーム
米村でんじろう

聖女の救済

NHKプロジェクトX制作班

きになるともだち
内田麟太郎

ランドセルがやってきた
中川ひろたか

ぴっぴっぴー！つるの剛士の
読み聞かせ絵本
つるの剛士

夫婦の格式
橋田壽賀子

チャレンジミッケ！５
むかしむかし
ウォルター・ウィック

てをつなごうね、ペネロペ
アン・グットマン

●今回130冊（一般書65冊、児童書65冊）
の新しい本が入りました。

※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。
※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。

●図書室は中央公民館（三田川庁舎西）の２
階にあります。

篤姫（前・後編）
宮尾登美子
11 YOSHINOGARI

モダンタイムス

中央公民館の図書室に
新しい本が入りました�

アラフォー白書

東脊振公民館の図書室に
新しい本が入りました�

荒 野

しばわんこの今日は佳き日
川浦 良枝

低カロリーなのに
満腹ダイエットレシピ
学習研究社

ずーっとずっとだいすきだよ 高橋尚子 夢に乗って走る
ハンス･ウィルヘルム

増島みどり
YOSHINOGARI 10

ハッピーバースデイ̶ 吉野ヶ里町の宝 ̶

『訪韓少年の翼』に参加して⑧

Happy Birthday

「訪韓少年の翼」（佐賀県子どもクラブ連合会主催）が昨

なかばる

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）

ゆづき

中原 優月ちゃん

「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。

平成17年３月11日生まれ 【上豆田団地】
【家族からのメッセージ】
いつも元気なゆづちゃん、これからも明る
く元気にキュートに育ってね。

20

遼

東脊振小６年 古賀千尋
韓国では、たくさんの人に親切にしていただき、うれし

後、釜山市内を観光しました。龍頭山公園では、龍の銅像

かったです。バスガイドさんも、「これは何」と聞いたら、 がありました。そこには、はとがたくさんいて、えさを手
ニコニコしながらくわしく教えてくださいました。ホーム

におくと、はとがうでに乗ってきて、かわいかったです。

ステイ先の家でも、きんちょうしている私に、優しくして

国連墓地では、朝鮮戦争で戦った12ヶ国ぐらいの国旗があ

くださいました。

り、その12ヶ国の人達の中で戦死してしまった人達のすご

１日目は、慶州にある、「ナザレ園」を訪問しました。戦

い数のお墓がありました。若い人は、18歳ぐらいの人もい

争のぎせいになり、日本へ帰れなかった人達だそうです。 ました。二度と、戦争があっては、いけないと思いました。
おばあちゃん達とお話や歌を歌ったりでき、よかったです。
２日目は、慶州市内を観光しました。仏国寺では、いろ
んな建て物があり、びっくりしました。古墳公園では、小
さい山みたいな所がたくさんあり、「何かなぁ」と思いま

魚市場は、雨がふってきていけませんでした。そのかわ
りに、水族館では、かわいい魚やこわい魚、いろんな魚が
泳いでいました。
ロッテ免税店では、いろんな物が売ってあり、中には、

した。それがお墓だと知ったときは、びっくりしました。そ

とうがらしチョコや箱を開けると音楽がなるメロディチョ

の後、バスで麗水市に行きました。

コなどのおもしろい食べ物もありました。ホテルに帰って

３日目は、麗水市内を観光しました。鎮南館では、戦争

からは、まちにまった、「お楽しみ会」がありました。私達

があっていたころの、いろんな模型があり、戦争時代のこ

の４班は、ダンスで優勝しました。優勝できた時は、とて

とがよくわかりました。亀甲船記念館では、戦争中、船の

もうれしかったです。

中でなにをしているかがわかりました。ドンサン大橋展望
所は、橋をずっと歩いていくと、島がありました。その島

５日目は、日本に帰る日です。早く帰りたい気持ちより、
まだ帰りたくない気持ちの方が大きかったです。バスでホ

は４月ごろになると、つばきの花がたくさん咲くそうです。 テルを出発したら、まず、キムチ民芸店で買い物をしまし
その後、雙鳳初等学校に行き交流会がひらかれました。
その次にホームステイ先の保護者さんとの対面式があり

た。その後に、釜山港から博多港まで船で約３時間30分ぐ
らいでつきました。

ました。家についてから最初に自己紹介をしました。それ

博多港からバスで、佐賀の「メートプラザ佐賀」まで帰

から、いろんなところに連れて行っていただきました。昼

りました。帰国式の最後は、みんなで「WINDINGROAD」

はデパートへ夕ご飯の材料を買いに行きました。人がたく

を歌い、リーダー達や前田団長達と、あく手をして、終わり

さんいて、とてもにぎやかでした。夜は海と光っているき

ました。

れいな橋に行き、花火をしました。少し早い時期だったけ

韓国での体験は、私を大きく成長させてくれました。これ

ど楽しかったです。困ったことは、言葉が通じないからジ

からも何事にも自信をもって、挑戦していきたいと思いま

ェスチャーで伝え合っていたけどジェスチャーでも通じな

す。

いことが多かったことと、トイレの紙をすてるごみ箱がな
かったことでした。
４日目は、朝起きて、まず「アンニョンハセヨ」と大きな
声で言いました。朝食をすませて、雙鳳初等学校に行き、
お別れ会がひらかれました。それから、バスで学校を出て
釜山市まで高速で約３時間30分ぐらいで行きました。昼食
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【４月号募集】
●対象者 ４月に誕生日を迎える満１歳から６歳までのお子さん
●申込方法 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。
●申込締切日 ３月６日(金)
●問い合せ 総務課秘書･広報係 TEL 37-0330

【寺ヶ里】

12

「南のムラ」では、弥生時代のムラ人の生活風景を再
現するため、屋敷畑において穀物や野菜などの栽培が行
われています。
この日は、時折小雪が舞う中、訪れた参加者は貫頭衣
に着替え収穫時期を迎えた赤と白のかぶを掘り、弥生人
気分を満喫していました。

町子どもクラブ活動実績

地区対抗
ミニバレー大会
結果

発表会が2月８日、中央公
民館講堂で行われました。
町内23地区から約171名
が参加。子どもクラブで取
り組んだ活動を、作文や歌
をまじえ、絵やスライド、
パソコンなどを用いて発表

地区対抗ミニバレーボール大会が1月18日、吉
野ヶ里町児童体育館(三田川中体育館)で開催され、
14地区24チームが出場しました。結果は次のとお
りです。
【Aパート優勝】川原団地(川原団地)

われた、神埼市･郡大会に出場しました。
審査の結果は次のとおりです。
●三田川校区
●最優秀賞 立野西子どもクラブ
●優秀賞
下豆田子どもクラブ

●東脊振校区
●最優秀賞 松隈子どもクラブ
●優秀賞
大曲子どもクラブ

o w

【Cパート優勝】立野B(立野B)

審査の結果、三田川校区

では立野地区が、東脊振校区では松隈地区が最優秀賞を受賞し、神埼市で行

1

t

【Bパート優勝】下三津西A(下三津西A)

しました。
1年間の活動内容を発表する子どもたち

年間のこどもクラブの
活動を報告

かぶ掘り体験

１月24、25日、吉野ヶ里歴史公園の「南のムラ」で
かぶ掘り体験が行われました。

n
t
o

鬼は外！ 福は内！

p
i

２月３日、吉野ヶ里保育園で０歳から

c

６歳までの101人の園児が無病息災を願
児たちは手作りの鬼のお面をかぶり準備

吉野ヶ里町に少年剣士集う

万端、豆まきの歌を歌った後、「泣き虫

第３回吉野ヶ里町剣道大会が２月８日、三田川小学校体

育館と児童体育館で開催されました。
大会には県内外より202チームが参加。会場は集まった

s

い、邪気払いの豆まきを行いました。園

大きなかぶが掘れたよ！

鬼は出て行け」と外に向かって元気に豆
Aパート優勝の川原団地

をまいていました。

少年剣士たちで熱気に包まれていました。吉野ヶ里町から
の入賞者は次のとおりです。(敬称略)
●個人【小学校３･４年の部】
準優勝 井手捷人(三田川少年剣道クラブ)

●個人【小学校５･６年の部】
３ 位

尾燿平(東脊振少年剣道クラブ)
手作りのお面で「鬼は外！」

Bパート優勝の下三津西A

絵本はすばらしい
町教育委員会と家庭教育推進協議会主催の｢えほんまつり｣が２
月１日、きらら館で開催され、たくさんの親子でにぎわいまし
た。まつりは神埼市千代田町の
お話し会「ケムケム」による影
絵を使った人形劇や古絵本市、
てづくりしおりやエプロンシア
ターなどが行われました。また、
会場には自転車に乗った紙芝居

エプロンシアターで「三びきのやぎ
のがらがらどん」の話しを聞く子ども

も登場し、子どもも大人も熱心
に見入っていました。
Cパート優勝の立野B
団体戦を戦う東脊振小剣の選手
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昔ながらの紙芝居のおじさんも登場
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い次第空港出発

その他

●遺族給付金の支給対象の拡大
平成18年３月26日までに亡くなっ

●留意事項

た労働者のご遺族へと拡大されました。

引揚者の皆様の通貨・証券等返還

●運行エリア以外での乗降はできませ

（注）労災保険の遺族補償給付を受け

ん。

る権利が時効（５年）によって消滅し

税関では、戦後、海外から引き揚げ

●予約が無い場合は運行いたしません。

た場合に限られます。

られた人からお預かりした通貨や証券

●天災や交通事情等により運行を中止

①平成15年11月30日までに亡くなっ

類の返還を行っていますが、半数以上

することがございます。

た場合

はまだ返還の申し出がなく、税関に保

●ご予約･問い合せ

●改正石綿救済法に基づく特別遺族給

管されたままになっています。まだ返

吉野ヶ里観光タクシー

付金の支給対象となります。

還請求がお済みでない人は、早めに税

TEL 51-1333

れ、夫婦二人三脚で地域に貢献されています。

支給対象となりますので、お早めに請
求手続きをおこなってください。
労災保険法に基づく遺族補償給付を受

られた通貨・証券など

それらに加えて、平成20年12月１日

ける権利が労働者が亡くなった日の翌

券などのうち、その後日本に変換され

命令制度という新しい制度が始まりま

の支給対象となります。

たもの

した。

s

で消滅した場合には、特別遺族給付金

c

日から５年を経過したことにより時効

i

から被害者参加制度、被害者参加人の
ための国選弁護制度および損害賠償

賞状を手にする宮地さんご夫婦（写真中央2人）

p

●外地の集結地において、総領事館、
日本人自治会など預けられた通貨・証

③平成18年３月27日以降亡くなった

これらの新たな制度を含む被害者

場合

Http://www.customs.go.jp/nagasa

のための諸制度については、次のホー

●労災保険法に基づく遺族補償給付の

陶芸の美を感じて

ki/

ムページで紹介していますので、ぜひ

支給対象となります。

●問い合せ 長崎税関監視部

ご覧ください。

●問い合せ

吉野ヶ里町下豆田の「ギャラリーアートえ

TEL 0120-828-680

http://www.courts.go.jp/about/ho

佐賀労働局労働基準部労災補償課

gosisaku/

TEL 32-7193

吉野ヶ里町〜有明佐賀空港
乗合タクシー運行！
吉野ヶ里町〜有明佐賀空港直通の
乗合タクシーが運行しています。有明
佐賀空港発着の全ての便に対応してお

県立病院好生館の地方独立
法人移行について
県立病院好生館の地方独立行政法

石綿（アスベスト）を取り扱う
業務に従事した船員に対する
健康管理手帳の交付用件が
緩和されました。

り、お１人様の予約から運行いたしま

人移行についてお知らせします

す。詳しくはお問い合わせください。

●県立病院好生館は平成22年度から

船員に対する手帳交付の要件は次のよ

る」代表の小池絵美子さんが、町の芸術、文化
向上に役立ててほしいと、陶芸家の吉丸崇氏作
の陶器、約50点を寄贈していただきました。オ
ブジェはふれあい館や吉野ヶ里公園駅コミュニ
ティーホールなど公共施設に展示しています。
オブジェを手渡す小池さん（右）

石綿を取り扱う作業に従事していた

●運行区間

「地方独立行政法人」へ移行する予定

うに緩和されました。

吉野ヶ里町⇔有明佐賀空港

です。

●健康管理手帳交付の要件

●乗降場所

●地方独立行政法人は県が設立する

【新】退職船員で、一定の症状を有す

●ＪＲ吉野ヶ里公園駅南口

法人で、法人化後も県立病院としての

る人、又は退職船員で石綿を取り扱う

ピアノと本のプレゼント

●吉野ヶ里歴史公園前(タクシー乗場）

役割や機能は変わりません。

作業に一定期間従事していた人

●東部中核工業団地

●問い合せ

【旧】退職船員で、一定の症状を有する人

昨年12月28日に福島ヤヱさん（立野）より、三田

●立野工業団地

院プロジェクト推進室

●問い合せ

●運賃

TEL 25-7033

九州運輸局船員労働環境課

佐賀県医務課新県立病

大人(満12歳以上)片道1,500円

TEL 092-472-3175

小人(満12歳未満)片道 750円
●運行条件

石綿（アスベスト）健康被害
者のご遺族のさまへ

寄附御礼

石綿による健康被害に関する法律の

川中学校へアップライト・ピアノと日本文学全集、世
界文学全集など約30冊の寄附をいただきました。
ピアノは昭和49年に購入され使用されていたもので、
今後学校で役立ててほしいということでした。とても
手入れの行き届いたピアノで、三田川中学校の校長先
生を始め、先生方にも大変喜ばれ、吹奏楽部の生徒た

●老人クラブへ

ちも、合唱のパート別練習が思う存分できるというこ

● 事 前 予 約 制( 利 用 希 望日の 前日

一部を改正する法律が平成20年12月

●黒田進様（衣村）故森 美様

とで喜んでいます。

17:00までに予約)

１日より施行されました。

●執行正一（上中杖上分）故 子様

●運行ダイヤ

●遺族給付金の請求期限の延長

●中島政子様（伊保戸）故義昭様

いたピアノの伴奏で校歌を歌い、カセットテープに録

●中島 之様（立野）故テルコ様

音し送る予定です。

●乗合制

●出発便 航空機出発の約40〜50分
前に空港到着
17 YOSHINOGARI

平成24年３月27日までに延長され
ました。

ちょっとまて

o

●ただし改正石綿救済法の施行日以降、

めの様々な制度が設けられていますが、

t

によって被害を受けた人に配慮するた

-

●終戦後、外地から引き揚げてこられ
た人が、上陸地の税関・海運局に預け

n

裁判所における刑事手続では、犯罪

●労災保険法に基づく遺族補償給付の

o w

等は次のものです。

日までに亡くなった場合

t

ご家族でもできます。お返しする通貨

刑事手続における被害者の
ための新たな制度

詳しくはホームページをご覧ください。

など積極的に活動されました。現在は地区の老人クラブの支部長をさ

②平成15年12月から平成18年３月26

関にお問い合わせください。
返還請求は、引揚者ご本人のほか、

宮地洋さん（永田ヶ里）が法務大臣表彰を受けられました。
宮地さんは５期15年間にわたり人権擁護委員として、毎月の人権相談

法務大臣表彰

●到着便 航空機到着後、利用者が揃

生徒たちはお礼の気持ちを込めて、寄贈していただ

ピアノを囲むブラスバンド部員

●大坪光信（箱川上分）故トシエ様

確認・相談

忘れずに

「オレだけど」

オレってだれだ？と

聞き返せ
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福祉

催し

三田川児童館だより

花とみどりの市

【児童館の主な行事】

佐賀に春の訪れを知らせる｢グリー

●３月７日(土) 14:00〜

年金

年金保険料の納め忘れは
ありませんか
●納付の時効は２年間
国民年金は20歳になったときから一

●問い合せ 吉野ヶ里町健康福祉フェ

●募集人員 各講座、各日、午前･午

スタ実行委員会（町社会福祉協議会

後各々５人
●体験費用 1,500円（材料費含む）

内） TEL 52-7831

受講者募集とご案内
若者自立支援セミナー

佐賀県市町交通災害共済
わずかな掛金で、万一の事故に備え

＊希望の人は事前に予約してください。

る「佐賀県市町交通災害共済」に加入

●問い合せ 吉野ヶ里公園駅コミュニ

しませんか。加入を希望する人は、掛

ティーホール TEL 55-8255

金を添えて申し込んでください。
●掛金 １人500円

ンキャンペーン花とみどりの市｣が開

〜職業生活を豊かなものにするために〜

牛乳パックでケーキ作り

催されます。古代の息吹を感じてもら

【セミナー㈰】「情報業」

●共済期間 ４月１日〜３月31日

●３月12日(木) 10:30〜

いながら、花とみどりに囲まれた潤い

●講師 木村 隆夫 氏

＊４月１日以降に加入した場合、申込

フルーツおやこ広場

ある生活を提案します。

木村情報技術（株）代表取締役社長

●３月21日(土) 児童館ライブデー

●日時 ３月７日(土)〜31日(火)

●日時 ３月19日（木）

午前の部11:00〜、午後の部14:00〜

９:00〜17:00

14:00〜16:00

●３月27日(金) 14:00〜

●場所

【セミナー㈪】「会社で認められるた

吉野ヶ里歴史公園西側臨時

翌日から発効

募集

●共済対象 交通事故による10日以

佐賀中部広域連合嘱託職員

上の治療（歩行中の単なる転倒･転落
事故は対象外）
●見舞金 最高100万円

児童館吉野ヶ里講座

駐車場

め努力すること」

生かかわっていく社会保障制度で、年

●申込 参加希望の人は事務室で申し

●内容 鉢花、花苗、庭木、盆栽、園

●講師 中元寺 ゆかり 氏

認定審査会補助事務に従事する嘱託

●申込 三田川庁舎総合窓口係･東脊

金はやがて訪れる老後や、いつおこる

込むか電話でお申し込みください。参

芸資材、造園用品などの展示即売

西日本エリートスタッフ（株）

職員を募集します。

振庁舎総合窓口係･総務課

か分からない万が一のときに備えた世

加対象者、定員、材料代等詳しくは児

園芸相談、モデル庭園展示など

キャリアコンサルタント

●業務内容 介護認定審査会の補助

●問い合せ 総務課交通防災係（三田

代と世代の支え合いの制度です。あな

童館にお問い合わせください。

●問い合せ

●日時 ３月26日（木）

事務

川庁舎）TEL 37-0330

たが納付する保険料が、高齢者世代の

●開館日時 月〜土曜（日・祝休み）

部 TEL 28-2151

14:00〜16:00

●募集人数 １名

生活を支えていると同時に、あなたや

９:00〜17:30

●受講料 無料

●雇用期間 ４月1日〜平成22年３月

家族の年金権を守るためにも、保険料

●問い合せ 三田川児童館

●定員 各30名 （申込順）

31日（２か月間は試験期間となりま

●空家団地

は忘れずに納付しましょう。保険料を

TEL 53-1117

●会場 (独)雇用・能力開発機構

す。）＊勤務成績が良好な場合は雇用

建）、川原団地（RC４階建）

佐賀センター

期間を更新します。

●募集戸数

佐賀新聞社営業局事業

目達原駐屯地一般開放

納期限までに納めていないと、年金を

目達原駐屯地には、約800本の桜が

佐賀中部広域連合では介護保険の

町営住宅入居者募集
中の原団地（RC４階

受け取れないことがあります。また、

植えられており、皆さんに楽しんでい

●問い合せ･申込 （独）雇用・能力開

●資格免許等の条件 保健師の資格

●中の原団地１戸（４階･３DK）

納付期限から２年間を経過すると保険

ただけるよう開花時季に合わせて駐屯

発機構佐賀センター TEL 26-9498

及び普通自動車運転免許取得者･パソ

●川原団地１戸（２階･３DK）

コンが実務レベルで使用できる人

●家賃･敷金 所得により14,700円〜

相談

料を納付できなくなるため、将来受給
する年金が減額されたり、受け取れな
くなったりする場合がありますので納
め忘れがないようご注意ください。
経済的理由から保険料が納められ

地を一般開放しています。
●日にち ３月28日(土)、29日(日)、

無料もの忘れ相談室
●対象 もの忘れや認知症について
不安がある人及びその家族

●勤務形態 月曜から金曜日

34,700、敷金３か月分

【吉野ヶ里４校連携総合的な学習成果

週35時間（時間外勤務有り）

●申込･入居 随時、受け付けをして

●時間 10:00〜20:00

発表会】

●報酬月額 190,000円（社会保険有）

いますので、入居要件を満たせばすぐ

●テーマ 吉野ヶ里の秘密を探ろう

●応募方法 市販の履歴書(顔写真貼

に入居できます。入居要件、提出書類

各小学校６年生・各中学校１年生

付)・必要な資格を証明する書類の写

など詳しくは担当窓口にお問い合わせ

●注意事項

●日にち ３月２日(月)〜16日(月)

しを郵送または佐賀中部広域連合まで

ください。

●車を運転する人は、飲酒は絶対にし

【４人展と体験講座】

持参ください。

＊随時、受け付けをしているため、す

●場所 東脊振健康福祉センター「き

ないでください。

①60分で縫えるニットソーイング②

●募集期限 ３月16日(月)まで（郵送

でに入居者が決定していることがあり

らら館」相談室

●カラオケなどは終日使用できません。

押し花額③デコクレイクラフト(アー

の場合は必着）＊面接の詳細について

ます。

●問い合せ･予約先

●駐屯地内は火気使用厳禁となってい

トフラワー)④銀ペンダント

は後日連絡いたします。

●申込･問い合せ 都市計画課住宅係

（８:30〜17:15）

ます。

●展示期間 ４月１日(水)〜30日(木)

●問い合せ 〒840-0831

（東脊振庁舎）TEL 37-0349

ライトアップされた夜桜も楽しめ、

●日時 ３月25日（水）

隊内販売もご利用できます。

ともありますので窓口にてご相談くだ

15:00〜17:00

さい。

１人30分程度（＊要予約）

ないときは、申請により免除されるこ

●保険料の額

定額保険料月額

14,460円（平成21年度）
付加保険料月額400円（定額保険料
に加えて月額400円の付加保険料を納

コミュニティーホール展示会

４月４日(土)

福祉課地域包括支援センター(東脊振

●ゴミ箱は設置しておりませんので、

●体験講座

佐賀市松原四丁目2番28号

計算した金額が老齢基礎年金に加算さ

庁舎)担当:江川 TEL 37-0344

ゴミは各人で持ち帰ってください。

●日時 ４月16日(木)〜18日(土)

佐賀中部広域連合総務課

●問い合せ 目達原駐屯地広報室

午前(10:00〜12:00)

TEL 40-1131

TEL 52-2161（内206）

午後(14:00〜16:00)

れる）
●社会保険料として全額控除

自動車保険請求相談

納めた保険料は、社会保険料として全

自動車損害賠償責任保険並びに任

額所得控除の対象となります。確定申

意自動車保険の請求について無料で相

告の際忘れずに申告してください。平

談を受け付けています。

成20年中の保険料納付額については、

●相談日 月曜〜金曜日（祝日除く）

「国民年金保険料控除証明書」が被保

９:00〜12:00 13:00〜17:00

●日時 ３月21日(土)

険者の人へ送付されていますのでご

●弁護士相談日 毎週水曜日

オープニング10:00〜

確認ください。

13:00〜16:00（予約制・相談無料）

●場所 三田川健康福祉センター

●問い合せ 住民課年金係（三田川庁

●問い合せ

「ふれあい館」

舎）TEL 37-0333

談センター TEL 29-8768

佐賀自動車保険請求相

佐賀社会保険事務所 TEL 31-4191
19 YOSHINOGARI

あわてるな

平日８:00〜17:00

第3回吉野ヶ里町
健康福祉フェスタ

●記念講演
野村万禄氏（狂言師）

振り込め詐欺の

思うつぼ

︵有料広告︶

めることにより、納付月数×200円で

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

たしかめて

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 ８cm 5,000円
＊2色刷り(色の指定はできません)

振り込む前に

もう一度
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生まれてきてくれてありがとう

おうな

骨折の媼となりて病床に
春はそこまで来てるというに
坂本
三好 徳子

あ

雪降れば思ひ出づ里の銀世界
兄引く木箱にはしゃぎて乗りぬ
横田
宮地カヨ子

冬の野にみどり列なる麦の芽に
雲の切れ間の薄陽まぶしく
箱川
真木千津子

卆寿こえあなたは黄泉に旅たたれ
気は空洞にさまよひをりぬ
下三津東
松本メグミ

予定ではするはずだった親孝行
斎藤 幾恵

正月はお客さん皆福の神
吉岡 昌子
花めでて小さな福を探します
城野 憲子

武富 直人

ニコニコと笑う顔には福が来る
荒木 靖子

年男ひと花咲かす今年こそ

花めでて心の中も花になり
上滝 初代

自家製の野菜偽装も毒もなし
原 ミツエ

御来光幸多かれと手を合わす
寺崎アサノ

与賀神社十日えびすに手を合わす
百武 重造

喜びも悲しみも包む八十年
橋本みつる

原岡 秀夫

香

たわいない会話にほっと息をつく
詫摩 綾子

話し上手雨だれに似たリズム感
江口カズヨ

花粉症除け監視カメラを悩ませる
中島三千子

青春の締め切りはまだ後ですよ
井上千代子

絵手紙と天プラにしたふきのとう
兵働己登子

のら猫も日向ぼっこの友となり
向井 初子

元祖あり本舗もあった饅頭屋
園田 示右

虹だって出せます雨は素晴らしい
松尾 利朗

地下足袋を通す足元やる気です
古川 清治

麦の芽が５センチ伸びた春がきた
城野くみ子

ぜいたくが再び敵になる日本
城野 浩二

責任があって朱肉の赤いこと
松尾寿美子

指の節父はやっぱり父である
西崎久美子

長靴の底をトントン春ですよ
西村 正紘

返事する為の手帳が手離せず
真島 清弘

交差点娘に知らんぷりされる
真島美智子

確かめよう

机並べ事務執りし仲間の悲報に遭ひ
と
かを
訪へば棺に穏やかな貌
松葉
香月 啓子

年金とたのしみ育だてたブロッコリ
ひよどり
鵯鳥が来て骨残したり
目達原
中島 南角

みどり児に前歯２本や草萌ゆる
上石動
西牟田紀美子
まご
曾ひ孫
無事産まれし電話寒明くる

吉野ヶ里
香田きみえ
冬ぬくし歩幅のばせし万歩計

苔野
真島 シツ
じゃがいも植う子等の分もと畝を足し

田手
大澤ヨシノ
麦の青大地にいのち噴き出だす

包み紙開けて喜ぶ孫の顔

宝くじ大きな夢を運びます
橋本

エネルギー燃え出るような麦の青
山下麻の葉

勝

エコバッグ買ったは良いがすぐ忘れ
橋本かの子

千住

大塚美代子

ハンバーガーレタスで包むダイエット
三宅 あや

合格を陰で喜ぶ育て親

饅頭を半分こして仲なおり

金出す前に

腰折れの梅古木にも花咲かせ
励ましてゐるわれら二人を
新宮田
中山 妙子

不景気の寒風わすれさせる如
ひとひ
春陽の一日に心が和む
目達原
中村 悦子

渡邊登志子

田手
花田貴光絵
首輪とき放せば春野の犬となり

苔野
金子きぬ子
紅梅の香り抱かれ君逝かん

幸

鳥ノ隈
田中千津子
春浅しスーツの試着大人びて

上豆田
伊東
春浅し竹林の風さざめけり

永田ヶ里
井上 春枝
我れに似し動きのにぶき冬のはえ

上石動
大坪カツヨ
逝きし人春は未だかと空仰ぐ

村岡 和水

萩原
楠 多美子
した
もや
え 天地明るくなって来し
下
萌

講師

それ本当？

骨折で即入院の想定外
足の痛さに一夜眠れず
上中杖上

子

幼き頃キラキラ光る天山に
春を待ちゐし遠き日の浮ぶ
上中杖上
生島 愛子

大雪のあとの天山スキー場
雪良し今日は膝笑ふまで
立野
土井 敏明

くれなゐ

さざん花の紅散り敷く庭の面
掃く手を止めてカメラにパチリ
吉田
中島

天気よし外の散歩が楽しけれ
正月も終り早くも二月
吉田
伊東 米子

春立ちて小鳥飛び交ふ数増して
庭の紅梅しばし見つめつ
伊保戸
中島 君子
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１月27日、５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。（11月・12月申請者）
野 純兵 様 ほのかちゃん
松隈
第５子
田中 祐治 様 颯太（そうた）くん
立野
第１子
眞壁 新一 様

大海（ひろみ）くん

大曲

第３子

秋吉 敬介 様

龍青（りゅうせい）くん 大曲

第１子

宮地 博樹 様

凜（りん）ちゃん

大曲

第３子

河野 圭悟 様

綾音（あやね）ちゃん

田手

第１子

杉山

誠 様

悠太（ゆうた）くん

吉田

第２子

野

吉田

第１子

梶原

学 様 慶次（けいじ）くん

豆田

第２子

米倉 義勝 様

田手

第１子

慶憲 様 世南（せな）ちゃん
あかりちゃん

古川 英治 様

莉彩（りさ）ちゃん

豆田

第２子

石井 真介 様

真煌（まお）ちゃん

豆田

第１子

山田 雄佐 様

茅南（ちな）ちゃん

吉田

第２子

牟田 辰徳 様

椛凜（かりん）ちゃん

吉田

第１子

平井 健策 様

佑奈（ゆな）ちゃん

豆田

第２子

梅

達成 様 風花（ふうか）ちゃん

吉田

第１子

豊田 拓郎 様

稟心（りんご）ちゃん

大曲

第２子

岡 あゆみ 様

吉田

第１子

俊輝（としき）くん

池田 祐樹 様

優翔（ゆうと）くん

立野

第２子

松枝 邦輔 様

真央（まお）ちゃん

豆田

第１子

伊生 裕一 様

宗介（そうすけ）くん

豆田

第２子

ト部 宏太 様

湊夢（かなむ）くん

大曲

第１子

林

美香 様 華波（かなみ）ちゃん

箱川

第２子

福地 朋章 様

絢心（けんしん）くん

立野

第１子

山

博史 様

稟太郎（りんたろう）くん 吉田

第１子

天葵（あまぎ）ちゃん

第１子

城尾 龍徳 様

三津

消費生活情報

●問い合せ 福祉課児童支援係 TEL 37-0343

テレビショッピングの
トラブルが急増しています!!

通信技術の進歩により、テレビを媒体とした通信販売の番組が広く放送され
るようになっています。このような状況のなかでテレビショッピングに関する
相談が増加しています。
事例１） テレビ通販で布団の上に敷く冷却シートを購入したが、全く効果が
ない。苦情を言って返品を求めたが、「一度使用したものは返品できない」と
断られた。返品特約は14日間になっているが、一度使用したものは返品を受け
付けられないと記載されている。
商品に問題があるから返品を求めているのに、納得いかない。

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

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

事例２） 「化粧クリームをつけたその日１日はシワやたるみが伸びる」とテ
レビで実演していたので、申し込んだ。商品にミニボトルがついており、試供
品と思い使用したが、効果がない。商品本体は未開封だったので、返品しよう
と連絡したところ、「ミニボトルでも開封すれば返品できないという書類を入
れており、本体の返品には応じない」といわれた。

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

問題点
・表示時間が短く、十分に表示内容が理解できないことがあります
・誤解を与えるようなトークや表示があります
・返品をめぐってのトラブルが多いです
・購入後の対応が不十分なケースがあります

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

アドバイス
通信販売はクーリングオフができませんので、申し込みは慎重に行ってくだ
さい。
また、返品できるかどうか、事前に必ず確認し、返品できる場合でも条件が
付いていることがあるので、返品条件を確認しましょう。申し込み時の内容や
連絡先を控えておきましょう。
消費生活相談日と場所（市・町外の人も相談できます）

本当なのか

「きらら館」

51-1618

三田川健康福祉センター

●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

一呼吸

東脊振健康福祉センター

確かめて

「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（2月1日現在）
男性 7,784（ ＋
−0）
女性 8,300（ ＋9）
合計 16,084（ ＋9）
●世帯数 5,658（ ＋5）

3月のカレンダー
日（曜）

行

事

旧東脊振村内のゴミ出し日

名

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】

【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】

【燃】２区

4

水 おやこ教室(ワン･ツー体操)【詳】

5

木 消費生活相談【詳】

【燃】B区
【燃】A区

7

土 リサイクルセンター開放９:00〜12:00

【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
8

日

9

月 健康相談【詳】 温水プール休館日

９:00〜12:00

きらら館

【燃】1区【牛】1区【空】2区 【燃】A区【粗】３区

10 火

【燃】２区

11 水 12か月児相談【詳】

【燃】B区
【燃】A区

12 木 消費生活相談【詳】

【燃】１区

【牛】1･2区【空】３区

13 金 三田川・東脊振中学校卒業式

【燃】２区【粗】２区

【燃】A･B区

３(火)

乳児健診

一般町民

図書室開放9:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
【燃】１区【新】2区【空】1区 【燃】A区

温水プール休館日
【燃】２区

18 水

【燃】B区
【燃】A区

19 木 消費生活相談【詳】 三田川・東脊振小学校卒業式

【燃】１区

【新】３区【空】1･2区

20 金 東脊振幼稚園卒園式

【燃】２区

【燃】A･B区

21 土 第３回吉野ヶ里町健康福祉フェスタ【詳】

きらら館

H20.11月生及び生後６
ヶ月未満の未接種児

母子手帳 予診票

おやこ教室
（ワン・ツー体操）

４(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

11(水)

13:30〜13:45

きらら館

H20.３月生

母子手帳

おやこ教室(ドレミ広場)

16(月)

９:50〜10:00

きらら館

２歳未満の乳幼児

水筒(お茶)

２歳６か月児相談

17
（火)

13:00〜13:15

きらら館

H18.７･８月生

母子手帳 問診票

２か月児相談

24（火）

13:00〜13:15

きらら館

H21.１月生

母子手帳

27（金）

13:00〜13:30

きらら館

H17.７･８月生

母子手帳 健康診査票

３歳６か月児健診

乳幼児個別予防接種

持参するもの／母子手帳・予診票

麻しん・風しん混合ワクチン（2期）
日

本

脳

炎

平成14年4月2日〜
平成15年4月1日生まれ
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。

小森医院

図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館

吉野ヶ里町上豆田
TEL52-1136（要予約）

22 日 第15回菜の花マーチ【詳】
23 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

24 火 ２か月児相談【詳】

【燃】２区

25 水 無料もの忘れ相談室【詳】 吉野ヶ里保育園卒園式

【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 ３歳６か月児健診【詳】

【燃】２区

【燃】A･B区

28 土 リサイクルセンター開放９:00〜12:00

山田こどもクリニック
神埼市神埼町田道ヶ里
TEL55-6566

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

9:00〜13:00

木・土
月〜金
土

8:30〜11:30
14:00〜17:30
8:30〜11:30

●麻しん･風しん混合ワクチン(３期)(４期)実施のお知らせ

図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
29 日
30 月 温水プール休館日 健康相談【詳】

【燃】１区

【燃】A区

31 火

【燃】２区

【燃】B区

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
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

●平日の図書室開館時間 ９:00〜17:00

山田こどもクリニック 中下医院
３月１日 神埼市神埼町田道ヶ里
神埼市千代田町 江
（日） TEL55-6566
【小】 TEL44-2488
【内】
神埼クリニック
３月８日 最所医院
神埼市神埼町田道ヶ里
吉野ヶ里町吉田
（日） TEL52-2452【内・胃・呼】 TEL53-1818 【内・胃・呼】
神埼病院
３月15日
神埼市神埼町田道ヶ里
（日） TEL52-3145【外・整外・胃】

和田記念病院

３月20日 松本医院
吉野ヶ里町下三津東
（金） TEL52-4185

栗並医院

３月22日 ひらまつふれあいクリニック
吉野ヶ里町目達原
（日） TEL51-1110

福嶋内科医院

３月29日 ならもと内科医院
神埼市神埼町本堀
（日）

橋本病院

４月 ５日 西谷クリニック
吉野ヶ里町大塚ヶ里
（日） TEL52-3139

しらいし内科

【内・小】

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

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

指定医療機関

リサイクルセンター開放９:00〜12:00

H20.８月生

13:00〜13:15

●予防接種（通年接種分）委託医療機関

第15回菜の花マーチ【詳】

母子手帳

きらら館

３(火)

三種混合（ジフテリア・百日咳・ 生後３〜90か月児
破傷風混合ワクチン）

15 日

17 火 ２歳６か月児相談【詳】

【７か月児】
13:15〜13:30

H20.11月生

BCG予防接種

予防接種（ワクチン）の種類

14 土 リサイクルセンター開放９:00〜12:00

16 月 おやこ教室(ドレミ広場)【詳】 健康相談【詳】

【４か月児】
13:00〜13:15

【牛】3区【空】1･2区

行政･人権相談（ふれあい館）13:30〜16:00
金

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。

【燃】１区

6

●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

保健行事

詳細について
は対象年齢の
人に個別通知
しています。

【内・胃】

TEL52-1525

【内】

【内・小・脳】

神埼市神埼町尾崎
TEL52-5521 【内・胃・小】
神埼市神埼町枝ヶ里
TEL52-2977
【内】
神埼市千代田町境原
TEL44-2141

【内・小】

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】

目達原整形外科
南医院
４月12日 吉野ヶ里町目達原
神埼市千代田町直鳥
（日） TEL52-3717
【整外】 TEL44-2777
【外・胃・整外】
【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接種は、お済みですか？
麻しん・風しん混合ワクチン２期・３期・４期の対象の人は、
３月31日までが接種期限となっています。まだ、接種されてい
ない人は、早めに接種されるようにしてください。
●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」
TEL51-1618

＊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。

23 YOSHINOGARI

暴力団

追放できる強い町

暴力に

負けるなひるむな

街ぐるみ
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第15回 吉野ヶ里

菜の花が咲き誇る吉野ヶ里歴史公園周辺を
舞台に、自然と親しみながら、佐賀の歴史や
自然、文化に触れるウォーキング大会です。

3

3
2009 MARCH No.037

菜の花マーチ
3/21 土 22 日

2009年

雨天でも開催します

会場/吉野ヶ里歴史公園内「弥生の大野」
※両日ともスタート･ゴールは吉野ヶ里歴
公園北
（祭りの広場）
史公園内「弥生の大野」です。
※今回はスタート･ゴール、コースが変わ
っ ています。
トム・ソーヤの森
スタート・ゴール
※21日(土)の５kmコースは公園内のみを
東妙寺
歩くため、ペットの同伴はできません。
田手神社
百周年記念塔
三田川健康福祉
櫛田宮
●参加資格 当日健康な状態で参加でき
センターふれあい館
仁比山公園
ひのはしら一里塚
水車の里・遊学館
る人
東脊振庁舎
●当日参加料
●一般 2,000円
王仁天満宮
●小･中･高校生 800円
※小学生未満は無料です。
日の隈公園
高志神社
※1日参加、２日間通し参加とも同額です。
スタート
●ゴール時間 16時30分までに必ずゴー
ゴール
神埼市
千代田支所
ルしてください。
吉野ヶ里遊学館
次郎の森公園
●問い合せ
冠者神社
吉野ヶ里菜の花マーチ実行委員会事務局
横武クリーク公園
下村湖人
(県庁観光課内) TEL29-9213
生家
町商工観光課(東脊振庁舎)
姉川城跡
筑後川運動公園
TEL37-0350
●コースご案内

チェックポイント
見所

●３月21日
（土）「ふるさとロマンコース」
距離
主な経路
受付
出発
５km
歴史公園内まつりの広場
9:30〜 10:30
10km 櫛田宮
9:30〜 10:30
20km 下村湖人生家
8:00〜
9:00
30km 筑後川運動公園・下村湖人生家 7:00〜
8:00

37-0330

●３月22日
（日）「せせらぎロマンコース」
距離
主な経路
受付
出発
５km
城原川
9:30〜 10:30
10km 仁比山公園
9:30〜 10:30
20km 仁比山公園、トム・ソーヤの森 8:00〜
9:00
30km 日の隈公園、仁比山公園
7:00〜
8:00
トム・ソーヤの森
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