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脊振千坊聖茶まつり

お茶に親しもう〜
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古人の足跡を訪ねる
古来より脊振千坊といわれ山岳宗教の
修験場として栄えた、博多の真南に位置
する霊仙寺。3年に一度「聖茶まつり」
の舞台となるこの場所で、史跡「乙護法
堂」の前から古人たちも見ていたであろ
う景色を眺めてみました。

町花：さくら

町木：さざんか

●後期高齢者健診：「後期高齢者健診受診券【うすみどり色】
「
」受診票」
「保険証」
●国保特定健診(もれ者)：「国保特定健診受診券【藤色】」
「受診票」「保険証」
●若年健診（40歳未満）：「受診票」
●がん検診：「（各種がん）受診票」、それぞれの「自己負担金」
※がん検診は、健診等受診確認票を提出された希望の方には「受診票」を送
付します。「受診票」がお手元に届いていない方で希望の場合は、健康づくり
係までご連絡ください。
●国保以外の特定健診：「特定健診受診券」「保険証」「受診券に記載されてい
る自己負担金」
※国保以外の特定健診（血液検査等）が受診できる方は下記の医療保険に加入の方に限ります。また、受診を希望
される場合は、保険者より「受診券」を受け取ったのち、成人病予防センター（TEL３１−８８３５）に予約して
ください。

【国保以外６団体の特定健診】７月14日（火）・15日（水）対象の保険者
全国健康保険協会佐賀県支部保険サービスグループ TEL27-0615
健康保険組合連合会佐賀連合会 TEL25-4629
地方職員共済組合佐賀県支部
TEL25-7012

警察共済組合佐賀県支部
公立学校共済組合佐賀県支部
佐賀県市町村職員共済組合

TEL26-5242
TEL25-7225
TEL29-0332

初めてお抹茶をいただく花開中学生

お茶に親しもう

行政トピックス

７月の
集団健診
について

受診の際必要なもの

乙護法堂

受付時間 ８:３０〜１１:００
会 場

対象地区

立野団地

上豆田

７月13日 目達原 目達原西団地
萩原 萩原団地 吉田
（月）

健康福祉センター

７月12日 立野
（日）

箱川下分
田手宿

三田川

曽根 上中杖 下中杖 下豆田 箱川上分
７月10日
乙ノ馬手 下藤 田中 吉野ヶ里 田手村
（金）
力田 衣村 伊保戸 苔野
上中杖上分
上豆田団地
第８住宅
若楠園

７月14日
フリー
（火）

東脊振

７月15日 フリー
（水）

在川 大曲 松葉 大曲アパート 横田 横田住宅
７月17日 川原団地 大曲宿舎
中の原団地 永田ヶ里
（金）
大塚ヶ里 辛上

健康福祉センター

新宮田 鳥の隈 永山 坂本 松隈 上石動 下石動
７月16日
西石動 上三津東 上三津西 下三津西 三津住宅
（木）
下三津東 肥前医療宿舎 白萩寮

健診内容
問い合せ先
国民健康保険係
TEL37-0345

健康づくり係
TEL51-1618

後期高齢者健診
国保もれ者健診
（血液検査など）
がん検診
・胃がん
・肺がん、結核
国保以外6団体
・大腸がん
の特定健診
成人病予防セン
ターに予約
若年健診
(TEL31-8835)
（血液検査など）
後期高齢者健診
国保もれ者健診
（血液検査など）

乙護法堂へ続く遊歩道

5月17日、栄西禅師の偉業をしのび日本茶樹栽培発祥の地としてお茶に親しもうと、
平成21年度脊振千坊聖茶まつりが開催されました。
当日はあいにくの雨模様となり野外で予定されていたイベントが中止となりましたが、
県内外からたくさんの人が参加され大盛況のうちに幕を閉じました。
また、韓国の茶樹栽培発祥の地を代表して韓国花開中学生もこの聖茶まつりに合わせて来町し、
韓国のお点前や伝統的な楽器サムルノリの演奏を披露し参加者を魅了していました。

脊振千坊聖茶まつり

若年健診・がん検診の対象年齢と自己負担
項
若年健診
問診・身体計測
（肝疾患検診）
結核健康診断
肺がん検診

目
血圧測定・血液検査

胸部エックス線検査
問診・胸部エックス線検査
喀痰検査（必要と思われた人のみ）

自己負担額

対象年齢

69歳以下

20歳以上
39歳以下

無料

65歳以上
40歳以上

70歳以下

受診間隔
毎年

無料（感染症予防法）
300円

100円

500円

300円

毎年
毎年

胃がん検診

問診・胃部エックス線検査

40歳以上

500円

300円

毎年

大腸がん検診

問診・便潜血検査

40歳以上

300円

200円

毎年
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■文化箏の演奏（左）と献茶（上）
■栄西禅師が茶樹を植えたとされる石上坊跡（右上）
■山茶花の湯では特産品も販売されました（右下）
YOSHINOGARI 2

153万円 168万円

192.5万円 211万円

238万円

年金収入

▼

平成21年度においては、従来の保険料軽減措置（均等割の７割・５割・２割軽
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に基づき︑平成 年度の年額保険料を
決定いたします︒
決定した保険料の通知書は７月中旬
頃に送付いたします︒

21

21

21

金等も含みます︒
●居 住 用 以 外 の 活 用 で き る 不 動 産 が な
い方
●持参するもの
７月中旬頃に送付した通知書︑平成
年中の収入がわかる書類︵年金の源
泉徴収票など︶︑健康保険証︑預金通
帳︑生命保険証書等︑印鑑
●減免額について
申請提出後︑審査を行い︑減免が承
認された場合は︑申請月以降の保険料
を三分の一減額いたします︒ただし８
月末までに申請された場合に限り４月
にさかのぼって保険料を減額いたしま
す︒
●問い合せ

佐賀中部広域連合 業務課
佐賀市松原４丁目２番２８号
ＴＥＬ ４０︲１１３５
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●問い合せ
●吉野ヶ里町役場 保健課（東脊振庁舎） 37-0345
●佐賀県後期高齢者医療広域連合
64-8476

吉野ヶ里町役場福祉課︵東脊振庁舎︶
ＴＥＬ ３７︲０３４３

このような被保険者証（うすみどり色）が届き
ますので、住所・氏名・生年月日を確認してく
ださい。もし、記載に誤りがある場合は、吉野
ヶ里町役場保健課にご連絡ください。

64

７月下旬より介護保険料の
減免申請の受付を始めます

41

40

21

●平成 年度の介護
保険料段階が第３段

88

40

65

老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円未満の
方、年金をもらわれていない方、恩給などの受給者
の方などは、納付書または口座振替で納付していた
だきます。
すでに、４月から７月分（仮徴収額）は仮算定し
ていますので、今回決定した金額から仮徴収額を差
し引いた残りの金額を、８月から３月の８回に分け
て納付していただきます。
納付には納付書のほか便利な口座振替もございま
すので、ぜひご利用ください。なお、すでに口座振
替ご利用の方は引き続き行います。
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後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
をお持ちの皆様へ
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
の有効期限は平成21年７月31日までになっています。
新しい認定証は７月中に交付いたします。
なお、認定証の更新手続きは必要ありません。

普通徴収（納付書・口座振替）

階の方
●平成 年中のすべ
ての収入が 万円以
下の方︵世帯員がひ
とり増えるごとに
万円加算︶
●市町村民税課税者
と生計をともにして
おらず︑市町村民税
課税者に扶養されて
いない方︵健康保険
の扶養も含む︶
●世帯全員の預貯金
の合計が１８０万円
以下の方
※預貯金額には︑国
債・生命保険の返戻

後期高齢者医療被保険者証
更新のお知らせ

65

保険料段階が第３段階の方には︑７
月中旬頃に送付する平成 年度保険料
の納入通知書に減免に関するお知らせ
を同封いたします︒
●対象となる方︵次のすべてに該当さ
れる方︶

減）に加え、以下の軽減措置を行います。
【均等割】
㈰ 均等割が本来７割軽減の方については、平成21年度は8.5割軽減となります。
①
㈪ ①の対象者で、後期高齢者医療制度の被保険者全員が、年金収入80万円以下
②
㈰の対象者で、長寿医療制度の被保険者全員が、年金収入80万円以下（その
他各種所得がない）の場合は９割軽減となります。
（その他各種所得がない）の場合は９割軽減となります。
【所得割】
所得割を負担する方のうち、賦課のもととなる所得金額（基礎控除後の総所得金
額等）が58万円以下の方（年金収入のみの場合の例としては、年金収入153万円か
ら211万円までの被保険者）については、５割軽減となります。
【被用者保険の被扶養者の軽減措置】
制度加入前、被用者保険の被扶養者であった方については、平成21年度は均等割
が９割軽減となります。

今お持ちの被保険者証（ピンク色）は平成21年７月31日まで
の有効期限となっています。
新しい被保険者証（うすみどり色）は、７月中に【簡易書
留】でお渡ししますので、８月以降にご使用ください。
なお、今お持ちの被保険者証（ピンク色）は、７月31日まで
ご使用いただき、その後は、裁断等をして破棄してください。

1
2

平成 年度の介護保険料を
決定します

平成21年度のみ

80万円

介護保険
介護保険料は 歳以上の皆様からい
ただいておりますが︑年齢により納付
の方法が異なります︒ 歳から 歳ま
での方はご加入の医療保険と合わせて
納めていただき︑ 歳以上の方は特別
徴収︵年金天引き︶または普通徴収
︵納付書・口座振替︶で佐賀中部広域
連合へ納付いただいております︒
歳以上の方の平成 年度の介護保
険料は︑すでに仮徴収しておりますが︑
６月に確定した市町村民税の課税状況

応
益
分
︵被保険者均等割︶

２割軽減

▼

▼

９割軽減

５割
軽減

老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上受
給されている方は、原則年金より天引きされます。
すでに、４月、６月、８月の徴収額（仮徴収額）
については、仮算定していますので、今回決定した
金額から仮徴収額を差し引いた残りの金額を、10月、
１2月、２月の３回に分けて年金より天引きさせてい
ただきます。
なお、年度途中で65歳になられた方、佐賀中部広
域外から転入された方などはおおむね６ヶ月後から
天引き開始となります。

応 能 分
︵所得割︶

夫婦世帯の例
（妻の年金収入80万円以下の場合

５割軽減

65歳以上の皆様へ

特別徴収（年金天引き）

【年金収入のみの場合の軽減イメージ】

8.5割軽減

納め方は特別徴収と普通徴収の
２通りに分かれます
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行政トピックス

行政トピックス

後期高齢者
医
療

後期高齢者医療制度の
保険料軽減措置について

ふるさとに貢献したいという方の思いを実現するため、応援したい自治体へ寄附した場合、所得税や住所地の
住民税が軽減される「ふるさと納税」がスタートしています。
この制度を活用し、多くの方に「人と緑と弥生の歴史が結びあう 笑顔あふれる わ のふるさと」のまちづ
くりの実現に向け、町では、「ふるさと応援寄附金」として受け入れを行っています。
＊寄付金を財源として行う事業
町では、次の７項目の中から、「ふるさと応援寄附金」の使い方を選んでいただき、それぞれの項目に沿った
事業を充実させるべく大事に活用していきます。

ふるさと応援寄附金の状況報告（第３回）（５月末現在）
広報２月号で昨年12月末現在の状況を掲載しましたので、その後の寄附状況をお知らせします。
①田手川にホタルや魚を呼び戻すふるさとの川づくり （1件） 1万円
②さざんか自生北限地周辺の整備
③小、中学校の図書室にふるさと文庫の設置
（3件）13万円
④老人世帯への声かけ支援
（1件） 1万円
⑤吉野ヶ里歴史公園へ続くロマンの道づくり
（1件） 1万円
⑥日本最初の茶樹栽培地である霊仙寺一帯の保存・活用
⑦使途を指定しない（上記のいずれでもよい）
（1件） 1万円
以上７件に５名さまから17万円のご寄付をいただき、ありがとうございました。
●問い合せ 企画課（三田川庁舎） TEL 37−0332

グリーンキーパー募集

今年度より小学校の運動場の全面芝生化計画にともない
６月に苗の植え付けをしています。
運動場の芝生化は子ども達にとって「自由にのびのびと
遊べるようになる」「夏場の運動場の熱風がなくなる」等
の効果が期待されます。
町では、この佐賀県初の取組のための芝生の世話をして
いただくボランティアを募集しています。
●募集人員 10名程度
●仕事内容 ㈰芝刈り ㈪水やり ㈫肥料まき
※乗用の芝刈り機、肥料まき機械などがあります。
●仕事の時間 週に１回１時間程度（作業時間帯は自由）
●問い合せ 三田川小学校 TEL52-2768
学校教育課（三田川庁舎）TEL37-0339
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定額給付金の申請は
お済みですか？
４月上旬に定額給付金申請書を簡易書留
にて対象となる世帯（平成２１年２月１日
時点で本町に住民登録をされていた人）に
発送しております。
定額給付金は申請期限(平成21年10月８
日)までに申請されないと給付を受けること
ができませんので、郵送された申請書に必
要事項を記入され申請をお願いします。
紛失やご不明な点等がありましたら下記
まで問い合わせください。
●定額給付金専用ダイヤル（企画課）
TEL 37-0118

土砂災害と雨量の関係
土砂災害のほとんどが、大雨や台風のときに発生しています。長雨や大雨により地面に大量の
水がしみ込むため、弱くなった斜面が崩れ落ちます。
地域によって異なりますが、1時間に20mm以上、または降り始めから100mm以上の雨が続い
たら、がけ崩れの危険が高いとされています。
また、雨が上がった後で災害が起こることもありますので、十分な警戒が必要です。

１時間雨量
（ミリ）

予報用語

人の受ける
イメージ

人への影響

土砂災害発生状況

地面からの跳ね返
りで足元がぬれる

この程度の雨でも長く降り
続くときは注意が必要

10〜20

やや強い雨

ザーザーと降る

20〜30

強い雨

どしゃ降り
傘をさしていても
バケツをひっく 濡れる
り返したように
降る

30〜50

激しい雨

50〜80

非常に激しい雨

滝のように降る

80〜

猛烈な雨

恐怖を感じる

傘は全く役に立た
ない

停電の情報は…

小さな川があふれ、小規模
のがけ崩れが始まる
山崩れ・がけ崩れが起きや
すくなる
土石流が起こりやすい
大規模な災害が発生する恐
れが強く、厳重な警戒が必要
▲

ふるさと応援寄附金とは

●町内の主な緊急避難所
東脊振健康福祉センター（きらら館） TEL 51-1618
中央公民館 TEL 37-0341
●問い合せ 総務課交通防災係（三田川庁舎） TEL 37-0330

敬老年金の支給を見直します
町では、平成18年度から毎年９月に75歳以上の人約1,500人に敬老年金
を支給してきました。しかし、今後の高齢化社会の進展に伴い、支給者の増
加が見込まれ、財政状況などを勘案し、平成20年度末に敬老年金支給条例を
廃止し、平成21年度４月から、「高齢者に敬老の意を表し、その長寿を祝福
すること」を目的に、祝金を『節目支給』とした、長寿祝金支給条例を制定
しました。
●祝金該当者は、毎年９月１日現在（基準日）において吉野ヶ里町に住民登録をし１年以上居住している人で、
その年の４月１日から翌年３月31日までの間に年齢が75歳、77歳、85歳、88歳、95歳、100歳の人です。

●祝金額

75歳
10,000円
77歳（喜寿） 10,000円
85歳
20,000円
88歳（米寿） 30,000円
95歳
50,000円
100歳
100,000円

●支給方法
９月中に地区民生委員さんに配布していただきます。
●問い合せ
福祉課福祉係（東脊振庁舎） TEL37-0343
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行政トピックス

あなたが生まれ育った「ふるさと」、両親や親戚が住む「ふるさと」を応援してください。あなたの力が「ふ
るさと吉野ヶ里町」を元気にします。

台風・大雨に備えて

行政トピックス

ふるさと応援寄附金
「ふるさと吉野ヶ里町」の
活性化に応援ください。

これからの時季は、台風や集中豪雨が発生しやすく、毎年全国各地で土砂災害などの被害が出
ています。台風や大雨は襲来時期や被害の程度などを予想することが可能ですので、気象情報に
注意し、万全の心構えで風水害に備えましょう。
◎気象情報の確認
ラジオやテレビなどで、最新の気象情報を知っておきましょう。
◎環境の整理
自宅周辺の整理をして、強風で飛びそうな物干し竿などは片付けておきましょう。
◎危険な場所には近づかない
増水した河川や水路は大変危険です。またがけ崩れが起こりそうな場所には、近寄らないよう
にしましょう。
にしましょう。

★情報をお待ちしています

広報では楽しい話題をお待ちしております。
どしどし情報をお寄せください。tel37-0330
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元気をもらいました

熱演に拍手

ラーメンむさしに栄冠

少林寺拳法クラブ慰問

県民まもり隊

軟式野球ナイター選手権大会

5月30日、少林寺拳法クラブ（古賀正博代表）の小学
生から高校生35人が、シルバーケア吉野ヶ里を慰問しま
した。
少林寺拳法では開祖「宗道臣先生」が亡くなられた5月
に「半ばは自己の幸せを、半ばは他人の幸せを」という
開祖の教えを実践しようと、『開祖デー月間』としての
活動を全国的に展開してきました。今年度は老人ホーム
を慰問し、お年寄りにますます元気になってもらおうと
日頃鍛えた演武を披露しました。
演武終了後は、みんなで一緒にレクリエーションをし
て楽しみました。利用者を代表して武富鶴子さん（大和
町）が「演武を見てパワーをもらいました。孫の小さい
頃を思い出して、本当に楽しかった」とお礼の挨拶をし
ました。

■レクリエーションを楽しむ利用者

5月13日東脊振老人クラブ連合会総会で、神埼警察
署「県民まもり隊」による寸劇が披露されました。
寸劇では、総会に参加した町内のお年寄り約170人
を釘付けにしながら『地デジ編』と『定額給付金編』
が上演されました。定額給付金編は、東脊振駐在所の
江頭さん扮するおばあちゃんが警察官の防犯講話を思
い出して被害を免れるというストーリーで、最後に
「ここに集まった人は、帰って10人の人に今日の講
話を伝えてください」と重ねて注意を喚起していまし
た。

町体育協会主催の21年度軟式野球ナイター選手権
大会が5月11日から5月29日まで、中央公園野球場
で開催され、9チームが参加しました。
決勝へは吉野ヶ里ラーメンむさしと4Hが進出、8対
0で吉野ヶ里ラーメンむさしが勝ちました。
結果は次のとおりです。（敬称略）
●優勝 吉野ヶ里ラーメンむさし
●準優勝 4H
●最優秀選手賞 中島達也（吉野ヶ里ラーメンむさし）
●優秀選手賞 鶴田俊貴（吉野ヶ里ラーメンむさし）
●敢闘賞 馬場豊輝（4H）

■寸劇を演じる神埼警察署員

■優勝した吉野ヶ里ラーメンむさし

２人が全国大会へ
県少年空手大会

■拳士全員で挨拶

県空手道連盟主催の第21回県
少年空手道大会が5月24日、県
総合体育館で行われ、小学生の男
女別学年別の形・組手の部に分か
れて技を競いました。
4年女子組手の部では福田遥さ
ん（立野）が優勝、6年男子形の
部では江島恭平君（横田）が2位
に入賞し、2人は8月8・9日に東
京武道館で行われる全日本少年少 ■東脊振空手クラブ
（左上）江島恭平君
女空手道選手権に出場します。本
（右上）亀川聖矢君
（左下）大坪諒子さん
町出身者の県大会での上位入賞者
（右下）福田遥さん
は次のとおりです。（敬称略）
【4年女子組手優勝】
福田遥（横田）
【6年男子・形2位】
江島恭平（横田）
【6年男子・形3位】
亀川聖矢（横田）
【6年女子・組手3位】
大坪諒子（上石動）
西美菜子（田手村）
【4年男子・組手3位】
松嶋 駿（目達原）
■三田川少年空手
（左）青山竜巳君
【3年男子・組手3位】
（中）西美菜子さん
青山竜巳（川原団地）
（右）松嶋
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駿君

上手にできました
ピザ作り教室
5月18日、東脊振農村環境改善センターで
ピザ作り教室が開催されました。託児付きの
初めての教室ということもあって、20代から
60代の幅広い年齢層の人が参加しました。思
ったより生地がのびず苦心しながら完成した
3種類のピザを試食して「やっぱり美味し
い」と満足した様子で「また次があれば参加
したい」と話していました。

■生地と格闘中の参加者

めざせ！ホールインワン
東脊振老人クラブ連合会グランドゴルフ大会
5月27日、第7回東脊振老人クラブ連合会グランドゴルフ大会が丸山
球場で開催されました。
この大会は東脊振老人クラブ連合会（松隈元治会長）の主催により毎
年開催されているもので、今年は春と秋に
も開催が予定されています。
今大会では約100人が参加し、参加者の
ホールインワン達成とともに大きな歓声が
あがり、白熱した中でも和やかな雰囲気の
大会となっていました。

■ホールインワンをねらって…

■今大会の入賞者
YOSHINOGARI 8
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身体の不自由な人の気持ちになって

いない いない ばぁ

バリアフリー体験

ブックスタート

5月29日、吉野ヶ里歴史公園で、東脊振小学校4年生約
80人が参加してバリアフリー教室が開催されました。児童
は2人1組になって身体障害者と介助者を交代で疑似体験し
ました。車椅子に乗って園内の砂の道路や坂道の体験、傘
をさしての車椅子の体験、またアイマスクと白杖を使い階
段の昇降をしました。体験した児童は「見えないとまっす
ぐ進むのも怖かった。町で車椅子の人を見かけたら押して
あげようと思った」と話していました。

平成21年度より、「赤ちゃんと一緒に絵本の楽しさを分
かち合おう」という呼びかけでブックスタート事業が始ま
りました。
ブックスタートは、1992年にイギリスで始まった赤ち
ゃんへの絵本の読み語り運動です。
第1回のこの日は、読み語りグループ「ましろの会」のメ
ンバーによる絵本の読み語りやお勧めの本の紹介、子育て
親育ちについての情報紙が紹介されました。参加者には3種
類の絵本の中から好きな1冊がプレゼントされました。

■アイマスクと白杖で疑似体験

どろんこで頑張りました

大きく育ってね

赤米お田植え祭

東脊振幼稚園さつまいも苗さし

6月1日、吉野ヶ里歴史公園の南のムラの水田で、三
田川中1年生75人が赤米の田植えを体験しました。
この田植えは吉野ヶ里遺跡から炭化米が出土したこと
がきっかけで始まり今年で21回目となります。生徒達
は貫頭衣姿にはだしで圃場に入ると、どろに足を取られ
転びそうになりながら、丁寧に苗を植えていました。

合瀬さん歌手デビュー
11 YOSHINOGARI

6月1日、合瀬正範さん（永田ヶ
つるぎ
里）が剣七郎として演歌歌手デビュー
しました。合瀬さんは、2年前、剣道
7段に昇段したのをきっかけに歌手に
なることを決意し、2年間の時を経て
デビュー曲『剣ありて』で念願の演歌
歌手になったということで、「日本の
伝統文化である剣道のすばらしさを歌
で伝えていきたい」と語りました。
《略歴》佐賀市(旧富士町)出身。20年
前に町内へ移り住み、現在も下三津西
地区でラーメン店を営みながら、町剣
道連盟で活躍中。

■﹁ 早 く 大 き く な あ れ ﹂ と ︑
さつまいもの小さな苗に
願いを込めて植えました︒

■泥の感触を楽しみながら田植え体験

5月19日、東脊振幼稚園の年長児と年中児がさ
つまいもの苗さしを体験しました。今回の苗さし
は、野菜が種や苗から生長し自分たちの口に入るま
での過程に興味をもってほしいと、下三津東地区の
宗雲荒江さんの畑を借りて行われたものです。
園児たちは、「先生は、さつまいもの赤ちゃんっ
て言ったけどただの葉っぱだったね」と楽しそうに
苗さしをしていました。今後は、畑に足を運んで成
長の様子を見たり、草取りをしながら、自分たちが
植えたさつまいもの収穫の日を楽しみに待ちます。

■表彰状を手にする大庭さん

■絵本を選ぶ参加者ら

休日の朝ごはんはまかせて
子ども「生活料理コンテスト」
町子どもクラブ連絡協議会主催の
「生活料理コンテスト」が5月23
日、中央公民館で行なわれ、小･中学
生9名が参加しました。
このコンテストは、食育をテーマ
に、将来の生活に役立つようにと行
なわれており、小学１〜4年生が玉
■わくわく大賞の北島美乃里さんの朝ごはん
子焼きを、小学5、6年生と中学生
は、「休日の朝ごはん」をテーマに、主食と玉子料理を含む3品を作
りました。今年初めて行なった「朝ごはんの部」では、子どもたちが
野菜などの材料や調理器具を持参し、真剣な表情で手際よく調理。色
とりどりの朝ごはんが出来上がりました。
審査の結果は次のとおりです。（敬称略）
【玉子焼きの部】わくわく大賞…南亮太郎(大曲)
がんばったで賞…小池明日香(下三津東)、石橋栞菜(川原団地)
【朝ごはんの部】わくわく大賞…北島美乃里(松隈)
がんばったで賞…中野裕慈(大曲)

▲玉子焼きの部の参加者

▲朝ごはんの部の参加者

子どもたちを見守り続けて

牟田さん交通対策で功労

佐賀県交通安全功労者表彰

本年度の県政功労者

佐賀県交通安全功労者の表彰式があり、大庭次男さ
ん（吉田）が受賞しました。
大庭さんは自宅前で交通事故を目撃して以来、毎朝
自宅前の交差点で子ども達の登下校を見守り続けまし
た。現在は体調を崩されていますが、若い頃九州一周
駅伝で区間賞をとった強靭な体力で、また子ども達の
登下校を見守り続けたいと話されました。

■表彰状を手にする牟田さん

5月8日、平成21年度県政功労者の表彰式が佐賀県庁で行
われ、治安維持の部で牟田正明さん（横田）が古川康知事か
ら表彰を受けられました。
牟田さんは、神埼地区安全運転管理者連絡協議会の会長と
して永年にわたり交通対策に取り組まれ、交通事故や交通違
反の防止に積極的に尽力してこられ、「今後も会員の増強を
図って、安全意識を高めていきたい」と話されました。
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生まれてきてくれて

ありがとう

ハッピーバースデイ
̶ 吉野ヶ里町の宝 ̶

Happy
Birthday

なかしま

中島 ももこちゃん

平成20年６月1日生まれ 【目達原】
【家族からのメッセージ】笑顔がかわいい
ももこちゃん。みんなをなごませてね。

楽満

きたはら

しょうご

北原 祥伍くん

しょうの

※「ハッピーバースデイ」は紙面の都合により、
先着8名様で締め切らせていただきます。
どうぞご了承ください。

まどか

庄野 円華ちゃん

平成20年７月23日生まれ 【下豆田】
【家族からのメッセージ】１才のおたんじょ
うびおめでとう♡明るく優しい女の子に育っ
てね！

勉 様 ゆりのちゃん

豆田

第５子

佐藤 晴一 様 瑛太（えいた）くん

豆田

第１子

井上 正英 様 龍太郎（りゅうたろう）くん 吉田

第３子

最所 和也 様 颯仁（はやと）くん

立野

第１子

堤

第２子

山

吉田

第１子

武明 様 虹太（こうた）くん

豆田

原田 泰行 様 暁央（ひおり）くん

大曲

第２子

大坪 弘幸 様 あこちゃん

吉田

第１子

子（りんこ）ちゃん 吉田

第２子

山田

勲 様 龍躍（りゅうや）くん 立野

第１子

豆田

第２子

村岡

明 様 陽（はる）くん

箱川

第１子

尾 博文 様 瑠也（りゅうや）くん 大曲

第２子

嘉村 裕一 様 友月（ゆづき）ちゃん 立野

第１子

大塚 貴幸 様 唯貴（ゆいき）ちゃん 三津

第２子

池田 謙二 様 和香（わか）ちゃん

大曲

第１子

幸山 洋平 様 武（たける）くん

豆田

第２子

蓑原 周三 様 陸斗（りくと）くん

立野

第１子

野中 竜也 様 竣太（しゅんた）くん 立野

第２子

川口 隆弘 様 祐里奈（ゆりな）ちゃん 吉田

第１子

石井 勝正 様 優理（ゆり）ちゃん

立野

第１子

藏本 卓司 様 蒼生（あおい）くん

立野

第１子

信國 靖正 様 泰我（たいが）くん

古川あゆみ 様 まぐちゃん

吉田

第１子

平成17年７月27日生まれ 【大曲宿舎】

鍋島 正弘 様

【家族からのメッセージ】何でもいっぱい
食べて、お兄ちゃんと仲良く遊んでね。

中島 健二 様 宙来（そら）ちゃん

【８月号募集】
●対象者 ８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 ７月９日(木)
●問い合せ 総務課秘書･広報係 TEL 37-0330
たなか

ひろと

吉田

第１子

黒岩 大介 様 更紗（さらさ）ちゃん 吉田

第１子

多良

第１子

優 様 碧（あおい）くん

田中 大翔くん

平成20年７月16日生まれ 【下豆田】

※先月号で掲載しました「中島ももこちゃん」の写真を
誤って掲載していました。お詫びして訂正いたします。 【家族からのメッセージ】わんぱくヒロち
ゃん♡１歳おめでとう！我が家のお宝ぼっ
ちゃん元気に大きくなってね！

５月20日、７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。（３月・４月申請者）

NEW

松隈

図書室だより

お子様おけいこごと事情

杉山由美子

こんな町、つまんない!

マーク・ローゼンタール

くものすおやぶんとりものちょう

秋山あゆ子

蝶々喃々

小川 糸

すみれおばあちゃんのひみつ

植垣歩子

英雄の書（上・下）

宮部みゆき

モーラとわたし

おーなり由子

告白

湊かなえ

ガリレオの苦悩

東野圭吾

おいは約半分という非常に特徴のあるにんにくです。
におい

ワインライフ入門

米野真理子

希望ヶ丘の人びと

重松 清

立たせてくれます。

空に唄う

白岩 玄

有機JASとは…
日本農林規格
（JAS）
の有機基準に沿って農産物の栽培から加工、
製
造まで厳格に管理されたものです。

本日、サービスデー

朱川湊人

つつい

じゅんぺい

かずき

中村 みのりちゃん

武藤 淳平くん

筒井 和輝くん

【家族からのメッセージ】これからも明る
くて優しい娘でいてネ。

【家族からのメッセージ】いつも元気なじゅ
んちゃん。優しく強い子に育ってね。

【家族からのメッセージ】４歳おめでとう。
幼稚園でもたくさんお友達つくってね。

平成15年７月14日生まれ 【横田】

平成17年７月25日生まれ 【寺ヶ里】

平成20年７月30日生まれ 【立野】

吉野ヶ里の大地が育てた

有機JASの認定を受け安全・安心な食をめざす
吉野ヶ里町の大地で育った、
この
「吉野ガーリック」
は西洋

ネギ
「リーキ」
の一種で、
大きさは普通のにんにくの約５倍、
に
が少ないのでどんな料理にもよく合い、
おいしさを一層引き

▲

大きさ
は５倍

▲
におい
は半分

ジャンボにんにく 吉野ガーリック

『吉野ガーリック』は「吉野ヶ里歴史公園」「さざん
か千坊館」「山茶花の湯」で販売しています。

●問い合せ●農林課 TEL 3 7 - 0 3 4 7

7月中旬発売予定
13 YOSHINOGARI

著 者

※すべて中央公民館で取り寄せ可能です。

!

おすすめの本

むとう

●問い合せ 福祉課児童支援係 TEL 37-0343

BOOKS
東脊振公民館に新しい本が入りました
本のタイトル

なかむら

邦茂 様 桜空（さく）くん

「なーんにもおこらないんだ、この町じ
ゃ！」たいくつした男の子が空き缶を蹴ると、
カンは寝ていた猫にあたって…？なーんにも
おこらないはずの普通の町が、どこもかしこ
もてんやわんやの大騒ぎになっちゃった。

「使おうビッグライブラリー」スタンプキャンペーン
県内の図書館で本を借りて、スタンプ
を５個集めると、抽選で図書カードが
当たります。町内の中央公民館図書
室・東脊振公民館図書室にスタンプ台
紙を用意しておりますので、どしどし
ご参加ください。

●期 間
●抽 選
●記念品
●問い合せ

平成21年５月１日〜平成22年２月28日
年４回（６月・９月・12月・２月）
抽選１回につき、3,000円の図書カードを20名様
1,000円の図書カードを100名様
中央公民館
TEL 37-0341
東脊振公民館 TEL 52-3499
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抄本か住民票を添付し、必ず「年金証

証

は対象になりません。

ださい。

書」を添えて提出してください。

・印鑑

●対象となる人

●場所

※届書に住民票コードを記載したとき

・健康保険証

戦没者等の死亡当時の遺族で･･･

「きらら館」相談室

は、市町村長の証明は必要ありません

・所得証明書（H21.1.1現在、町外に

①平成21年４月１日までに戦傷病者

●申込･問い合せ おたっしゃ本舗吉

り、地域社会の平和と発展に寄与す

●問い合せ

お住まいだった人）

戦没者遺族等援護法による弔慰金の

野ヶ里（福祉課地域包括支援センタ

ることなどを目的に、吉野ヶ里町防

庁舎）TEL 37-0333

●期日及び場所（９:00〜17:00）

受給権を取得した人(戦没者の妻)

ー） TEL 37-0344

衛協会の21年度会員を募集していま

佐賀社会保険事務所 TEL 31-4191

７/27(月)三田川庁舎１Fカウンター

②戦没者等の子

す。

７/28(火)三田川庁舎１Fカウンター

③戦没者等の父母、孫、祖父母、兄

●会費 １人500円

７/30(木)東脊振庁舎福祉課

弟姉妹

７/31(金)東脊振庁舎福祉課

④上記以外で戦没者の死亡まで引き

住民課年金係（三田川

年金
福祉

年金受給者のみなさんへ
誕生月が来たときは、これまでは毎

三田川児童館だより

年「現況届」の提出が必要でしたが、

【児童館の主な行事】

現在は住民基本台帳ネットワークを活

●７月１日(水) 11:00〜11:30

※８月以降は随時福祉課(東脊振庁

続く１年以上の生計関係を有してい

舎)にて行います。

た三親等内の親族

●問い合せ 福祉課障害者支援係(東

●支給内容 額面24万円、６年償還

脊振庁舎) TEL 37-0343

の記名国債

用して受給者の現況確認を行うこと

おはなしあそび

金婚式を迎える人へ

となり、「現況届」の提出が不要とな

●７月３日、17日(金)10:30〜12:00

金婚式を迎えるご夫婦に対し、敬

っております。

フルーツｋｉｄｓ0.1歳デー

老会において祝状及び記念品を贈り

●７月13日(月) 10:30〜11:30

お祝いします。

ただし、次の場合は届けが必要で

東脊振健康福祉センター

町防衛協会会員の募集
自衛隊に対する支援･協力などによ

●加入申込期限 ７月31日（金）

募集

＊申込の際、会費を納めてください。

コミユニティーホールの
展示作品募集
皆さんの趣味や特技などの作品を

＊団体加入の場合、会費に名簿を添
付してください。
※今年度は視察研修を予定しており
ます。

●請求期限 平成24年４月２日

コミュニティーホールで展示してみ

●申込･問い合せ 町防衛協会事務局

●請求窓口・問い合せ

ませんか。

（三田川庁舎総務課内）

福祉課福祉

係(東脊振庁舎) TEL 37-0343

無料にて展示できますので遠慮な

③ 37-0330

くご相談ください。
●問い合せ

吉野ヶ里公園駅コミュ

す。

ドレミ広場

ニティーホール TEL 55-8255

①住民基本台帳ネットワークを活用し

●７月14日(金) 10:30〜12:00

た現況確認が行えない人は「現況届」

フルーツｋｉｄｓ2.3歳デー

●金婚祝該当基準

②加給年金の受給者は「生計維持確

●７月18日(土) 14:00〜15:30

本町に住所を有しているご夫婦で

認届」

映画まつり「となりのトトロ」

㈰昭和34年１月１日から12月31日ま

無料もの忘れ相談室

補生③２等陸海空(男子)④２等陸海

住民基本台帳閲覧者のお知らせ

③障害年金受給者は、障害の程度の

●７月19日(日) 10:00〜17:00

でに婚姻届を出されたご夫婦。

もの忘れについて不安なことはあ

空(女子)

当町の住民基本台帳の閲覧を次の

確認のため「診断書」

日曜開館日

㈪昭和33年12月31日以前に婚姻さ

※提出が必要な届出は、社会保険業務

●７月25日(土) 14:00〜15:00

れていたご夫婦で、祝状及び記念品

センターから受給者へ送付されます

くるくるＵＦＯ作り

の贈呈を受けられていないご夫婦。

様子をみよう」とつい放っておいて

ので、期限までに提出してください。

●７月29日(水) 14:00〜15:00

●申出事項

しまい、そのうちに症状が悪化して

（土）〜９月11日（金）③年間を通

16-12(丸高ビル)

しまうこともあります。

じて行っています。

査社

●1次試験日 ①９月23日(水祝)

●調査委託をした機関 東京都中央

次の要件に該当されるご夫婦は、

相談

福祉課までお申し出ください。

ご夫婦の氏名、年齢、

●住所や年金の受取金融機関を変更

リサイクル講座「ゴミはどうなる

住所、婚姻届出年月日、電話番号

するときは、「年金受給権者住所・支

の？」

●申出期限 ７月27日（月）

その他

自衛官募集

りませんか？
「年だから仕方ない」「しばらく

ぜひこの機会にお気軽にご相談く

●募集種目 ①航空学生②一般曹候

●受験資格 ①高卒(見込)21歳未満

とおり許可しましたのでお知らせい

の人②③④18歳以上27歳未満の人

たします。

●受付期間

●請求機関

①②④

８ 月 １日

東京都中央区銀座6社団法人中央調

払金融機関変更届」を役場年金係もし

※講座を受けた人には、終了証とお

●注意事項

ださい。

②９月19日(土)③受付後に指定

区築地5-3-2 朝日新聞社

くは社会保険事務所に提出してくださ

土産を用意しています。

申出後、本籍地の役所で婚姻年月日

●実施日 ７月29日(水)

④９月27日(日)、28日(月)

●請求事由

い。

●申込 参加希望の人は事務室で申

を確認させていただきます。ご了承

●時間 15:00〜17:00

●試験会場 ①佐賀商工会館

調査

※提出されないと年金の支払額の通

し込むか電話でお申し込みください。

ください。

※1人30分程度

②③④目達原駐屯地

●閲覧日 平成21年５月20日

知書や、年金を受け取れないことがあ

参加対象者、定員、材料代等詳しく

●問い合せ 福祉課福祉係

●相談を受ける先生 肥前精神医療

●問い合せ 自衛隊佐賀地方協力本

●閲覧に係る住民の範囲 萩原地区

ります。なお、金融機関の変更をされ

は児童館にお問い合わせください。

(東脊振庁舎)TEL 37-0343

センター 杠岳文先生、森崇洋先生

部鳥栖地域事務所

満15歳以上男女・抽出により18件

●対象 もの忘れや認知症について

TEL 0942-83-4077

●開館日時

記号番号の証明が必要です。

み）９:30〜18:00

●「年金証書」を紛失したり汚したと

●問い合せ 三田川児童館

戦没者等の遺族に対する
特別弔慰金が支給されます

きは、「年金証書再交付申請書」を提

TEL 53-1117

平成17年４月1日から平成21年３

出してください。

月〜土曜（日・祝休

月31日の間において、恩給法による

あることを証明する大事なものです。

重度心身障害者医療費助成
受給資格証の更新手続き

援護法による遺族年金等を受ける人(

各種の届出や年金相談のときに必要

現在、お持ちの受給資格証の有効

戦没者等の妻や父母等)が亡くなるな

「年金証書」は年金を受け取る権利の

公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等

になりますので、大切に保管しておい

期限が７月31日で満了しますので、

どしたことにより、平成21年４月１

てください。

下記により更新手続きをお願いしま

日において前記年金給付の受給権者

●氏名が変わった（結婚や養子縁組

す。

がいない場合、次の順番による先順

等）ときは、「年金受給権者氏名変更

●必要なもの

位の遺族１人に特別弔慰金が支給さ

届」の提出をしてください。

・身体障害者手帳または療育手帳

れます。

届書には市町村長の証明または、戸籍

・重度心身障害者医療費助成受給者

※過去に特別弔慰金を受給された人
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あわてるな

振り込め詐欺の

思うつぼ

不安がある人およびその家族など
＊予約制ですので事前に申し込みく
︵有料広告︶

るときは、その金融機関で預金通帳の

2009年新聞読者基本

やさしく

楽しく

確実に！

音塾 TOMO・TOMO
音楽教室 & 学習塾 体験レッスン受付中
代表

執行みづほ

吉野ケ里町立野３４９−１

☎０９５２−５２−２４３３

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５cm横17cm 5,000円
総務課秘書・広報係
●縦５cm横 ８cm 3,000円
（三田川庁舎）
【町外企業】
TEL 37-0330まで
誕生月が来たときは、これまでは毎
●縦５cm横17cm 10,000円
年「現況届」の提出が必要でしたが、
●縦５cm横 ８cm 5,000円
現在は住民基本台帳ネットワークを活
＊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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その意味で、「社会を明るくする運
動」は安全･安心の国づくり、地域づ

麦秋の軒辺に巣作る雀二羽
チュン太とスズ子は何を語らむ
坂本
三好 徳子

常夏のハウスに熟れるパパイアを
いで頬張るトロピカル気分
松葉
香月 啓子

死ぬ人とまだ元気な人といるこの世
高齢者マークの後に続く
目達原
中島 南角

子

小鹿田焼心ひかれて来し里は
鶯鳴きて唐臼響く
立野
土井 敏明

朝畠に初夏の光の輝きて
な
生り初めしキューリきらめく
吉田
中島

稲の種まく時期となりいそがしく
足りるかいなかどきどきするよ
吉田
伊東 米子

母の日に送り呉れにし紫陽花は
庭に根を張り梅雨空に映ゆ
伊保戸
中島 君子

五月晴れの朝光きらめく新緑の
景色流るる電車の窓に
横田
宮地カヨ子

また一つ年を重ねて老ふかむ
鏡の顔をそっと手で掩う
箱川
真木千津子

青き椀伏せたるごとく山の森
樹影のみどり日毎ましゆく
下三津東
松本メグミ

その他

社会を明るくする運動

寄附御礼

くりのための重要な活動です。

●老人クラブへ

●問い合せ 佐賀保護観察所 企画

●三島キヨミ様(苔野)故輝夫様

調整課 TEL 24-4291

●秋山 勇様(新宮田)故マサノ様
●牟田千鶴子様(上三津東)故正幸様

７月は「社会を明るくする運動」

第59回社会を明るくする運動
神埼地区大会

●川原二三子様(横田)故トシエ様

ものであり、犯罪や非行をした人も、

●日時 ７月11日(土)

●井上千津子様(西石動)故陽登美様

いずれ地域社会に戻ってきます。

10:00開会(９:30開場)

●築地孝彦様(松隈)故田鶴子様

の強調月間です。
犯罪や非行は、地域社会で起こる

●多良和信様(永山)故ハルヨ様

●場所 神埼中央公民館 大ホール

●小野末千代様(坂本)故亨様

となく、１人の地域住民として受け

●講師 佐賀県警察本部

●三好イチ様(坂本)故悦己様

入れ、立ち直りを支援することが、

桑原宏樹 氏

●中島辰様(下三津西)故滿様

一見遠回りのようでいて、安全･安心

●演題 「聴いてよ、子どもの声」

彼らを差別や偏見にとらわれるこ

な地域社会の実現につながります。
夢希望うすらぎ八十路にとどく今
はた
生きる支えの畠仕事あり
新宮田
中山 妙子

白じろと姫女 咲く川土手に
薊の紅の映ゆる道ゆく
目達原
中村 悦子

高齢者の契約トラブル
一人暮らしの高齢者が狙われています

事例１） １人暮らしの母が、訪問販売を受け、電気温水器のタンクの清掃
をしてもらった。契約書はない。現金で42,000円支払った。後で考えると
高いと思うので、契約解除したい。（契約者 60代女性）
事例２） 母が、1人でいるとき訪問販売を受け、車庫の塗装をしてもらった。
25万円現金で支払った。契約書はなく、領収書はある。高すぎると思うので、
契約解除したい。（契約者 70代女性）
高齢者が住宅工事や健康食品、
医療器具など契約させられた事例などトラブルに
巻き込まれる相談が多く寄せられています。
1人暮らしや判断能力が落ちた高齢者を狙った悪質なケースも後を絶ちません。

電線で休むスズメに混じりたい
佐藤 大輔

絵手紙をかいて心に花が咲き
上滝 初代

なるほど!

販売目的を隠しての勧誘や高齢者などの判断能力につけこんだ勧誘は「特
定商取引法」で禁止されています。

ここがポイント!

我の尻軽い軽いと言い聞かす
権藤 刀太

原岡 秀夫

鬼平を見れば男の不甲斐なさ
長谷川久栄

人生は軽い言葉で命とり

スズランのような小さな恋心
詫摩 綾子

二人して今日もテレビに返事する
中島三千子

朝に夕に動かぬ富士の旅の宿
向井 初子

入口も出口もみどりバス走る
兵働己登子

目線下げ子供と話す親目指す
松尾 利朗

真っ直ぐな道を真っ直ぐ行く不安
松尾寿美子

城野 浩二

花びらが軽く流れてきて平和
城野くみ子

夫婦喧嘩男の目方軽すぎる

そう言えば泣くほど好きじゃなかったな
西崎久美子

街ぐるみ

お湯のみに絵付けをしたよ幼い日
武富 直人

絵のような中に住んでる幸せ者
吉岡 昌子

男の子登り伸びろと鯉幟
原 ミツエ

デイケアが休みの時も頑張って
古川千代子

手を合わす給付金を買い物へ
寺崎アサノ

いい祖母でいようと鬱に老いてまで
斎藤 幾恵

この不況あと何年待てばいい
瀧本 千治

どん底は過ぎたぞあとは昇るだけ
瀧本 泰忠

孫と行くツアーにジジババハッスルす
城野 憲子

だぶついた在庫が止めるコンベヤー
西村 正紘

真島美智子

夕焼けが両手に余る里に住む
真島 清弘

玄関にお客様です青ガエル

負けるなひるむな

喜びも悲しみも乗せ愛車との
幾年月は思い出走馬燈
上中杖上
渡邊登志子

老いゆきて動きえぬ身の先人の
哀しみわれもこの身にうけて
上中杖上
生島 愛子

幸

井上 春枝

大阿蘇の深山つ々じの咲き初めし
上豆田
伊東

修復の鎮守の杜の木下闇
永田ヶ里

枝
不安顔こちらも不安若い医師
三宅 あや

自分よりメタボな医者に注意され
橋本かのこ

有難や己の痛み役に立ち
橋本みつる

香

山下麻の葉

軽口をたたいて皆を笑わせる
橋本

軽い嘘放置する度重くなる

暴力に

買い求む太字の辞書や走り梅雨
田手
大澤ヨシノ

於保

金子きぬ子

早苗田も人手も足りて老の暮
上石動
大坪カツヨ

せな

きざ

父の背遠い昔や麦の秋
田手

古き友筆跡しかと夏兆す
苔野

ゆさゆさと心の動き若葉雨
萩原
楠 多美子

若葉風茅葺き家根を撫で過ぐる
鳥ノ隈
田中千津子

横一列課外授業の田植かな
上石動
西牟田紀美子

田植終ゆ足にて足を洗いけり
講師
村岡 和水
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消 費 生 活 情 報

1. 訪問した人に身分証明書、名刺などの提示を求めましょう。
2. 突然訪問してきて、その場で契約を迫るような業者や次々に契約をさせ
る業者には注意しましょう。
3. 契約は急がずに、近所の人や家族に相談する、きちんと見積をとって他
の業者と比べるなど、十分検討するようにしましょう。
4. 契約する前に契約内容（価格・工期・工事内容・支払い方法など）をし
っかり確認しましょう。
5. 作業中は現場に立ち会って、作業内容の説明を受けましょう。訪問販売
は契約書面を受け取ってから８日以内であればクーリングオフできます。
契約書をもらっていない場合、契約書面に不備がある場合いつでもクー
リングオフできます。
※ 困った時は早めに消費生活相談をしましょう。秘密は厳守します。

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
（ダム対策係） 37-0342

住民課

37-0333

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

37-0335

会計課

(下水道係)

53-7444

(三田川)

37-0337

(東脊振)

37-0352

議会事務局

37-0338

学校教育課

37-0339

社会教育課

37-0340

福祉課

37-0343

地域包括支援センター

37-0344

保健課

37-0345

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

●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

東脊振幼稚園

52-2936

●神埼市（37-0107）：毎週火曜日 ●上峰町（52-2181）：毎月第２金曜日

吉野ヶ里保育園

52-3024

●みやき町（0942-96-5534）：毎週水曜日

三田川児童館

53-1117

●問い合せ 商工観光課（東脊振庁舎） TEL 37-0350

※温浴施設に関することは商工観光課へ

消費生活相談日と場所（市・町外の人も相談できます）

一呼吸

本当なのか

確かめて
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●まちの面積 43.94km2
●まちの人口（6月1日現在）
男性 7,799（+ 14）
女性 8,330（−13）
合計 16,129（ +1）
●世帯数 5,699（ ＋3）

7月のカレンダー
日（曜）

行

事

名

保健行事
６(月)
27(月)

健康相談

1 水
2 木 消費生活相談【詳】

９:00〜11:00

きらら館

一般町民

＊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。

3 金 行政･人権相談（ふれあい館）13:30〜16:00

パパママ学級㈪（要予約）

５(日)

乳児健診

７(火)

4 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
5 日 パパママ学級９:45〜10:00 リサイクルセンター開放８:30〜17:00
6 月 健康相談【詳】温水プール休館日

９:45〜10:00
【４か月児】
13:00〜13:15
【７か月児】
13:15〜13:30

きらら館
きらら館

妊婦と夫

母子手帳

H21.３月生
母子手帳
H20.12月生

BCG予防接種

７(火)

13:00〜13:15

きらら館

H21.３月生及び生後
６ヶ月未満の未接種児

母子手帳・予診票

8 水 おやこ教室(ワン･ツー体操)【詳】

おやこ教室(ワン・ツー体操)

８(水)

９:50〜10:00

きらら館

２歳以上の幼児

水筒(お茶)

9 木 消費生活相談【詳】

２か月児相談

21(火)

13:00〜13:15

きらら館

H21.５月生

母子手帳

12か月児相談（パクパク教室）

7 火 乳児健診【詳】BCG予防接種【詳】

10 金
11 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
12 日

23(木)

13:00〜13:15

きらら館

H20.７月生

母子手帳・エプロン

１歳６か月児健診

24(金)

13:00〜13:30

きらら館

H19.11・12月生

母子手帳・健康診査票

２歳６か月児相談

28(火)

13:00〜13:15

きらら館

H18.11・12月生

母子手帳・健康相談票

10(金) 12（日）
13(月) 14（火）

８:30〜11:00

15(水) 16（木）
17(金)

８:30〜11:00

後期高齢者健診
若年健診
肺がん検診・胃がん検診
大腸がん検診・結核検診

13 月 温水プール休館日
14 火
15 水
16 木 消費生活相談【詳】

個別予防接種のお知らせ

17 金
18 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
19 日
20 月
21 火 ２か月児相談【詳】温水プール休館日
22 水
23 木 12か月児相談(パクパク教室) 消費生活相談【詳】
24 金 1歳６か月児健診【詳】
25 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
26 日

日曜・祝日在宅当番医

４月１日から、予防接種の広域化に伴い、佐賀県内の予防接
種広域実施医療機関で接種することができます。
●接種するときの注意点
①接種を希望する医療機関が予防接種の広域実施医療機関であ
るかを事前に確認してください。
②予約が必要なときは、医療機関に直接予約してください。
③お子様の体調をチェックし、予診票に必要事項を記入してく
ださい。
＊予診票が広域化用に変更になっていますので、以前の予診票
をお持ちの人は交換します。
持参するもの／母子手帳・予診票
●乳幼児個別予防接種

和田記念病院

最所医院
７月19日
吉野ヶ里町吉田
（日） TEL52-2452【内・胃・呼】

栗並医院

７月20日 神埼病院
神埼市神埼町田道ヶ里
（日） TEL52-3145【外・整外・胃】

橋本病院

ひらまつふれあいクリニック
７月26日
吉野ヶ里町目達原
（日） TEL51-1110

福嶋内科医院

平成15年４月２日〜
麻しん・風しん混合ワクチン（2期） 平成16年４月１日生まれ

日本脳炎はH21.6.2から「乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン」が
使用できるようになりました。３歳から７歳半までの人で接種
を希望する人は、きらら館（保健師）までお問い合せください。

松本医院
８月２日
吉野ヶ里町下三津東
（日） TEL52-4185

しらいし内科

予防接種（ワクチン）の種類

対 象 年 齢
生後３〜90か月児

麻しん・風しん混合ワクチン（1期） 生後12〜24か月児

28 火 ２歳６か月児相談【詳】
29 水
30 木 消費生活相談【詳】
31 金

よしのがリサイクル（5月搬出分）

予防接種（ワクチン）の種類

単位：kg

【内・胃】

【内・小】

その他
紙

シュレッター

ダンボール

紙パック

アルミ缶

ペットボトル

売却金額

麻しん・風しん混合 平成８年４月２日〜
ワクチン(３期)
平成９年４月１日生まれ

10,440

7,910

130

3,310

120

430

635

142,022円

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

●７月の開館日 月〜金曜８:30〜17:00、毎週土曜９:00〜12:00、第１日曜７月５日 ８:30〜17:00
●問い合せ 環境課（三田川庁舎）TEL 37-0335

追い出す力

地域の輪

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】
神埼市神埼町本告牟田
【外・内】
TEL52-2022
神埼市千代田町境原
TEL44-2141

【内・小】

神埼市神埼町城原
TEL52-3848
【内・循】

南医院

神埼市千代田町直鳥
TEL44-2777【外・胃・整外】

【呼】呼吸器科【循】循環器科

対象年齢

新 聞

暴力を

【小】

●麻しん・風しん混合ワクチン(３期)(４期)予防接種
８月９日 おおつぼ内科医院
神埼市神埼町本堀
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
（日）
TEL52-1525
【内】
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) 【外】外科【整外】整形外科
の予防接種が実施されます。なお、今年度該当されない人は対 【内】内科【胃】胃腸科
象年齢に達し次第接種となります。
【小】小児科【脳】脳神経外科

＊【詳】詳しくはお知らせページなどを見てください。
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中尾胃腸科医院
神埼クリニック
７月５日 神埼市神埼町田道ヶ里
神埼市神埼町田道ヶ里
（日） TEL52-3295【外・整外・胃・内】 TEL53-1818 【内・胃・呼】
７月12日 山田こどもクリニック
神埼市神埼町田道ヶ里
（日） TEL55-6566

三種混合（ジフテリア・百日
咳・破傷風混合ワクチン）

27 月 健康相談【詳】温水プール休館日

ふれあい館 《後期高齢者健診》75歳
受診票
以上の人
《若年健診》20〜39歳の人 健康手帳
きらら館 《がん検診》40歳以上の人

詳細について
は対象年齢の
人に個別通知
しています。

＊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。
●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

暴力団

追放できる

強い町
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ふれあい祭り

吉野ヶ里町

7

7
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夏

８月２日（日）予定
10時〜21時

「

21

「

ところ
●昼の部…東脊振中学校体育館北 田手川河川敷
●夜の部…陸上自衛隊目達原駐屯地
※駐屯地へは北門、正門、西門、南門から入ることができます。
※自衛隊正門からの車(バイク含む)の出入りはできません。

●プログラム（開催予定イベント）
・昼の部
東脊振中学校吹奏楽部演奏、水中ビーチバレー、サッカー吉野ヶ里カップ、
ニジマスつかみ取り、ニジマス釣り堀、水中宝探し、金魚すくいなど
・夜の部
自衛隊音楽隊演奏、盆踊り、花火大会（約1,000発）など
※雨天の時は、昼の部は中止、夜の部は翌日３日(月)に延期します。
●問い合せ 商工観光課（東脊振庁舎） TEL37-0350

YOSHINOGARI

吉野ヶ里町
再発見シリーズ

DISCOVER

第１回

のっけから「ハゲ」とは不謹慎な、とお思いになる方もあろうが、農事暦では
はんげ

な じ

はんげしょう

馴染み深い言葉である。ハゲは、「半夏」のことで、７２候の一つの「半夏生」を
略した言い方である。半夏生は、夏至から11日目の７月２日頃で、梅雨明け田植
えの終期とされ、農作業上の大きな節目である。米作りにおいて田植えの成否は
たねまき

しろか

最重要事である。各地区では、田植えに合わせて水路の清掃公役、種蒔、代掻
きが行われた。機械化以前の農作業の大半は人力で、大変な重労働であった。
農作業に大きな役割を果たす馬も、農繁期前には「ふせにわ」という伝統行事で
伯楽（獣医）による健康診断が行われていた。

かも い で く やく

水の確保と利用にあたっては、鴨井手公役などにみられるよう
に、厳格な水利慣行に従った水路保全・利用が行われた。圃場

［ハゲとサナボリ］

整備や筑後川導水事業以前、水不足の地区では、水路からの取
水を夜間と日中にわける時割り番水や「相談水」が行われてい

た。かつて、三田川庁舎裏の新屋敷川にあったモウタイ井手の利
用も、ハゲを目途に引水を認めるなど、「半夏生」は農作業上の大きな節目とな
っていた。ハゲを過ぎ、田植え終了後の慰労会として現在も行われているのが
37-0330

松本農園の松本茂さんと
「サナボリ」である。語源には諸説あるが、本来は祭事で、田（サ）の神が山に
成長中のニンニク畑（合成写真）
ノボるのを送るサノボリからきていると言われる。
この時季にあわせて開花し、葉が白くなるハンゲショウ（半夏生）と呼ばれる
つる

植物がある（写真参照）。同じ頃、葉が半分だけ白くなる蔓性の植物を見かける
が、これはマタタビである。さざんか千坊館辺りでも見かける。季節の花や植物
を訪ねながらの町内散策もまた楽しいもの、ご家族揃って出掛けてみては如何で
しょうか。
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