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吉野ガーリック 2-3

吉野ヶ里の大地が育てたジャンボにんにく
●行政トピックス● 4-7

町職員募集･局地的な大雨から身を守る ほか

●TOWN-WATCHING（まちのわだい）● 8-10
運動場芝生化作戦･老人クラブ女性部家庭科授業 ほか

●ハッピーバースデイ● 11
●訪韓少年の翼● 12-13
●お知らせ●14-16
●吉野ヶ里文芸●17
●保健・健康・カレンダー● 18-19
●自衛隊災害救助訓練・吉野ヶ里町再発見シリーズ● 20

もにょもにょ気持ちいい
田んぼに大きな鏡ができていた７月初
旬。梅雨の中休みとなったこの日、東脊
振幼稚園の園児たちによる田植え体験が
行われていました。はじめての足の感触
に園児たちは大はしゃぎしながら、揺れ
る水面にありったけの笑顔を映し出して
いました。

※衆議院議員総選挙のチラシを折り込んでいます。
町花：さくら

町木：さざんか

作

り

方
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1 吉野ガーリックを0.5ｃｍの厚さに切る。に

んじんはピーラーで薄く長く切っておく。ニ
ラは二等分に切る。
2 まな板の上に広げたラップに豚バラを広げ、
①の材料を乗せて巻き寿司の要領で巻く。
フライパンを熱し、②のラップを外して、全
3
体に火が通るまで焼く。（中火）
4 味付けはお好みで最後に調えてできあがり。
（写真は塩・こしょうのみです）

3

化粧箱入りで発売される吉野ガーリック。
レシピも付いています。価格は1,050円。

吉野ガーリックde大学
233kcal/１人前
材料（2人分）
ワラくんの
ひとこと

＊吉野ガーリックを大学いも風に調理すると、
にんにくの風味が豊かでお酒のつまみにピ
ッタリです。

吉野ガーリックかつどんど〜ん

この﹃吉野ガーリック﹄は︑
町のにんにく部会を中心に︑現
在 軒の農家︵約０・５ ︶に
より栽培されています︒
作付けは 月頃に５ ほどの
にんにくの欠片を作付けし︑化
学肥料や除草剤︑化学合成農薬
などを一切使用せず︑愛情を込
めて丁寧に育てられます︒
４月中旬には芽を出し︑６月
中旬には大きな実をつけます︒
そのにんにくを１ヶ月ほど乾燥
させれば﹃吉野ガーリック﹄の
できあがりです︒

吉野ガーリック300ｇ 醤油小さじ１ 砂糖（大さじ3（30
ｇ） 水（大さじ１） 揚げ油（適量） 黒ごま（少々）

20

10

「吉野ヶ里歴史公園」「さ
ざんか千坊館」「山茶花の
湯」で販売してるよ。

595kcal/１人前

cm

ha

材料（2人分）
ガーリックかつの材料
吉野ガーリック50ｇ 豚モモ薄切り 180ｇ 小麦粉（大さじ2杯）
とき卵1/2個分 パン粉20ｇ 塩・こしょう各少々 揚げ油 適量
カツ丼の材料
ごはん300ｇ 玉ねぎ1/2玉 卵2個 ねぎ10ｇ めんつゆ50ｃｃ
水150ｃｃ
作
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方

1 吉野ガーリックを0.3ｃｍ位の厚さに

スライスする。
豚肉を広げて①のガーリックを巻き、
軽く塩・こしょうをする。

2

3 ②を小麦粉・とき卵・パン粉をまぶし、

3

2

油でカラリと揚げる。

ワラくんの
ひとこと
オススメは、青じそを入れた『ガーリ
ックとチーズでおいしい輪』だよ。
大きな吉野ガーリック特有のホクホク
した食感や味わいと、青じそのあっさ
りした風味やチーズのコクが絶妙にマ
ッチしてとても美味しかったよ。これ
なら、にんにくが苦手な人でも大丈夫
かも。

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。

問い合せ／農林課 TEL 3 7 - 0 3 4 7

吉野ガーリックとチーズでおいしい輪

466kcal/１人前

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立たせてく
れます︒
また︑有機ＪＡＳの認定を受け︑栽培から加工に至るまで厳格に管理されたものを出
荷しているため︑みなさんに安全・安心な食を提供することができます︒

吉野ガーリック100ｇ 豚バラ薄切り200ｇ にんじん50ｇ
ニラ50ｇ 塩・こしょう・醤油・みりん・ケチャップなどお好
みで。

吉 野 ヶ 里 の 大地が育てた

401kcal/１人前

材料（2人分）

ジャンボにんにく 吉野ガーリック

吉野ガーリックくるくるロール

吉野
ガーリック
を使った
お料理
レシピ

吉野
ガーリック
を使った
お料理
レシピ

材料（2人分）
吉野ガーリック50ｇ スライスチーズ2枚 青じそ4枚 豚モモ薄切り
100ｇ 塩・こしょう各少々 小麦粉
20ｇ とき卵1/2個分 パン
粉20ｇ 揚げ油（適量）
作

り

方

1

1 吉野ガーリックを好みの厚さに切る。チーズは1/2
に切る。

4 鍋に、薄切りにした玉ねぎ・めんつ
ゆ・水を入れ、さらにとき卵を流し入
れ半熟になったら火を止める。
5 器にご飯を盛り、④を流し入れて小口
切りのねぎを散らす。
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2 豚モモ肉を広げ、青じそ・チーズ・にんにくをのせ

2

て包み、塩・こしょうで味を調える。
3 ②を小麦粉・とき卵・パン粉をまぶし、油でカラリ
と揚げる。
＊好みでパン粉の中にカレー粉、青のり、ごま、お茶
葉などを混ぜて揚げるといろんな風味を楽しめます。
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町職員を募集します
平成21年度吉野ヶ里町職員採用試験を次のとおり実施します。

【乳がん検診】
検診日

受付時間

９月28日（月）
９月29日（火） ９:00〜10:50
９月30日（水）

会場
ふれあい館

予約受付日

対象者

８月19日（水）
８：30〜17：15
８月20日（木）

40歳以上の女性
(前年度受診者を除く)
≪定員≫５０人
（１日当たり）

【試験区分・採用予定人員･受験資格】※いずれも学歴は問いません。
試験区分

一般事務

採用予定人員

【子宮がん検診】
９月28日（月）
９月29日（火）
９月30日（水）

保育士・幼稚園教諭
受付時間

会 場

対象者

９:00〜10:50

ふれあい館

20歳以上の女性
（前年度受診者を除く）

「健診確認票」にて受診希望されている人へは受診票をお送りします。
＊乳がん・子宮がん検診の案内等が届かない人で、受診希望者はお問い合わせください。
＊11月10日〜12日に「きらら館」でも実施します。詳しくは広報10月号をご確認ください。
●問い合せ 保健課健康づくり係（きらら館） TEL５１-１６１８

平成21年度

佐賀県保健指導支援ステーション研修案内
平成20年度より始まった特定保健指導業務に従事できる人材の育成を目的として研修会が開催されます。保
健師や管理栄養士の資格をお持ちの方は、奮って御参加ください。
１日目
２日目
３日目

Aコース（短期集中コース）
10月10日（土）
10月11日（日） 10:00〜17:00
10月12日（月）

１日目
２日目
３日目

Bコース（休日コース）
10月25日（日）
11月１日（日） 10:00〜17:00
11月７日（土）

●研修会場 佐賀県総合保健会館（佐賀市天神一丁目4-15）
※佐賀市立成章中学校前に駐車することができます。
●定員 各コースとも50人
●受講できる人 保健師・管理栄養士・次の①または②の業務に1年以上（継続した1年間である必要はありま
せん）従事した看護師
①保険者が保健事業として実施する生活習慣病予防に関する相談・教育の業務
②事業主が労働者に対して実施する生活習慣病予防に関する相談・教育の業務
●受講料 無料（希望者に参考書などを有料で販売することがあります。）
●受講申込 往復はがきの裏面に「特定保健指導研修受講申込書」と書き、その下に「希望研修コース」「氏名
(ふりがな)」「住所」「電話番号」「取得免許種類」「保健指導業務経験の有無」「勤務先」「終了後の人材登
録希望の有無」を記入して次の宛先へ送ってください。
●申込先 〒840-0815 佐賀市天神一丁目４番15号 佐賀県総合保健協会内 佐賀保健指導支援ステーション
●申込期間 ８月１日（土）〜８月31日（月）
●受講決定通知 受講者が決まりましたら自宅へ往復はがきで通知します。
（定員を超えた時は適宜選定します）
●修了証 全科目受講した人へ、当ステーションから修了証を交付します。
●問い合せ 佐賀県総合保健協会内 佐賀保健指導支援ステーション TEL 25-2320（担当 黒岩・古川）
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受 験 資 格

若干名

昭和59年４月２日から平成４年４月１日までに生まれた人で、
平成21年４月１日以前から吉野ヶ里町に住民登録をし、引き
続き居住している人。ただし、就学、就職等で町外に転出し
ている人は受験できます。

１名

昭和59年４月２日から平成2年４月１日までに生まれた人で、
幼稚園教諭免許と保育士資格の両方を有する人。
または平成22年３月31日までに取得見込みの人。
住所制限はありません。

「健診確認票」にて受診希望されている人へは予約申込み案内をお送りします。
乳がん受診票は予約申込み後に送りますので、必ず予約をお願いします。

検診日

行政トピックス

行政トピックス

乳がん・子宮がん検診の案内

【第１次試験】
●試験日
９月20日（日） ９:30集合
●場 所
佐賀西高等学校(佐賀市城内1-4-25) 第１次合格者発表 10月中旬（予定）
【受験手続及び受付期間】
●申込書・試験案内の請求
窓口での請求 三田川庁舎総務課、東脊振庁舎総合窓口で交付します。
郵便での請求 封筒の表に「採用試験申込書請求」と朱書きし、必ず120円切手を貼った、あて先明記の返信
用封筒（角型２号）を同封し請求してください。
●受付期間 ８月21日（金）まで、土・日を除く８時30分から17時15分まで受け付けます。郵送の場合は、
締切日の消印のあるものまで有効です。
●郵送請求･受付･問い合せ
総務課（三田川庁舎）〒842-8501 神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2 TEL37-0330

局地的な大雨から身を守る

これからの季節は、積乱雲（雷雲）によって急に強い雨（局地的
な大雨）が降り、降った雨が低い場所へ一気に流れ込むことで、総
雨量は少なくても、十数分で次のような甚大な被害が起きることが
あります。
●川の急な増水で中州に取り残される●地下街や地下鉄の駅に雨水
が流れ込む●マンホールへ転落●地下室へ閉じ込められる
局地的な大雨から身を守るためには、最新の気象情報を確認する
ことが大切です。局地的大雨になりやすい気象状況かどうか、警報
や注意報は発表されていないか、雨雲が近づいてこないか等を確認
するとともに、次のような周囲の状況の変化に注意を払い、天気の
急変に備えることが必要です。
●真っ黒い雲が近づき、周囲が急に暗くなる●雷鳴が聞えたり、雷
光が見えたりする●ヒヤッとした冷たい風が吹き出す●大粒の雨や
「ひょう」が降り出す
危険を感じたら、直ちに避難してください。
詳細については、気象庁ホームページ
http://www.jma.go.jp/jma/kishou/info/tenki̲chuui.html を
ご覧ください。
●問い合せ 佐賀地方気象台 TEL ３２-７０２５

炎まつりの期日が
決定しました。
●期日

10月24日（土）
25日（日）

●場所

吉野ヶ里歴史公園
祭りの広場
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４月号でお知らせしました旧指定袋の利用期間が

平成22年３月31日までに延長されました。
●燃えるごみ

●牛乳パック

『燃えるごみ』
の袋として
利用できます

▲

●新聞・広告・雑誌

●有害ごみ

●空ビン

『ペットボトル』
の袋として
利用できます

▲

●ペットボトル

『燃えないごみ』
の袋として
利用できます

▲

●燃えないごみ

『空缶・空ビン』
の袋として
利用できます

▲

●空缶

▲

●白色トレイ

『トレイ』
の袋として
利用できます

※「空缶」「空ビン」は『燃えるごみ』の袋としては
使えません。
※10月１日より希望者には、環境課（三田川庁舎）・東
脊振庁舎総合窓口において旧指定袋を新指定袋と交
換いたします。交換は１枚単位で等価交換します。
●問い合せ 環境課（三田川庁舎） TEL 37-0335

ひとり親家庭等医療費
受給資格の更新月間です

児童扶養手当の
｢現況届｣をお忘れなく！

特別児童扶養手当
「所得状況届」の提出について

現在、使用されている｢ひとり親家庭等医療費受給
資格証｣の有効期限は８月31日までになっていますの
で、更新の手続きを行ってください。期間内に更新手
続きをしないと９月以降の医療費の助成が受けられな
くなります。
なお、更新の対象者には個別に通知します。

児童扶養手当を受給している人は、毎年８月１日か
ら８月31日までに｢現況届｣を提出することになって
います。（所得制限で支給停止中の方も含みます）
｢現況届｣を提出しないと、８月分以降の手当が差し
止められますので必ず提出してください。
なお、対象者には、個別に通知をします。
●児童扶養手当を受けることができる人
父母の離婚や父の死亡、１年以上の遺棄などにより、
父と生計を同じくしていない児童（18歳になった最
初の３月31日まで、または20歳未満の障がい児）を
監護している母または養育者に支給されます。
ただし、次のような制限がありますのでご注意くだ
さい。
●所得制限があり、一部支給や全額支給停止になる場
合があります。（所得には養育費を含みます）

特別児童扶養手当を受給している人は、毎年８月
11日から９月10日までに所得状況届を提出するよう
になっています。

●世帯を分けていても同
居の家族がいる場合は、
その所得により全額支給
停止になる場合がありま
す。
●公的年金を受給してい
る人は支給されません。
●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
をした月の翌月分から支給されます。
●資格喪失届について
手当を受けている人で、資格が喪失したときは、必
ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま
手当を受けていると、資格喪失事実の発生の翌月分か
ら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。
●受給者が婚姻したとき。（正式に入籍していなくて
も、男性と同居したり、定期的な訪問や生計の補助を
受けるようになった場合も含みます）
●受給者や対象児童が公的年金を受けるようになった
とき。
●対象児童が婚姻したとき。
●対象児童を監護しなくなったとき。（父の元に引き
取られたときなど）
●対象児童が福祉施設に入所したときや児童福祉法上
の里親に委託されたとき。
●父の遺棄で認定されている人が、父と連絡がとれた
とき。
●問い合せ 福祉課福祉係（東脊振庁舎）
TEL 37-0343

●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。
●児童が障がい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

ひとり親家庭等医療費助成とは…
母子・父子家庭の父母および児童などが、健康保険
により医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負
担分（ただし、入院時食事療養費は除く）の一部を助
成します。
医療費の助成を受けるためには、受給資格の認定申
請が必要です。
●助成対象者
母子・父子家庭の父母とその養育する児童、父母の
いない児童、一人暮らしの寡婦で所得が一定基準（児
童扶養手当の所得制限と同じ）を超えない世帯。
●母子・父子家庭の父母
20歳未満の児童を養育している人
●児童
18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある人
●一人暮らしの寡婦
かつて母子家庭の母であった人で、子どもが成人した
のち、なお、配偶者のいない人。ただし、後期高齢者
医療制度に該当しない人で健康保険の被保険者本人
※所得制限
未申告の人は、受給資格が取得できない場合があり
ます。また、世帯を分けていても同居している家族が
いる場合は、その所得により医療費の助成を受けられ
ない場合があります。
●受付期間 ８月28日（金）まで
●助成額 受給資格者が医療機関などで受診し、支払
った一部負担金から入院・外来を問わず１人１月500
円を控除した額
●問い合せ 福祉課福祉係（東脊振庁舎）
TEL 37-0343

お盆期間中のごみ・し尿収集について
【ゴミの収集】
８月13日(木)、14日(金)のごみ収集は通常
どおりです。詳しくは、ごみカレンダーを御
確認ください。また、直接搬入についても同
様に変更ありません。
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【し尿の汲み取り】
●休業 ８月13日（木）〜16日（日）
●お盆前の申込 〜８月４日（火）
●申込先 環整工業
TEL 52-2718
三神清掃社 TEL 52-3706
●問い合せ 環境課（三田川庁舎） ? 37-0335

特別児童扶養手当とは…
●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がいのある児童（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。

ふれあいコンサート
inトス'09
●日時 ９月６日（日）15:00〜17:00（開場
14:30）
●出演 陸上自衛隊目達原駐屯地音楽部
陸上自衛隊西部方面音楽隊 他
●場所 鳥栖市文化会館大ホール
●入場 無料（ただし入場整理券が必要です）
●整理券配布場所 吉野ヶ里町役場（三田川庁
舎・東脊振庁舎総合窓口）・目達原駐屯地 他
※定員になり次第入場締切
●問い合せ 目達原駐屯地広報室
TEL 52-2161
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行政トピックス

行政トピックス

ごみ

旧指定袋の
利用期間が
変わりました

★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

YOSHINOGARI

★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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TOWN-WATCHING

TOWN-WATCHING

竹と遊び、竹に踊る

羽根つきボールで1・2・3！

運動場芝生化大作戦！

吉野ヶ里バンブーオーケストラ「たけのこコンサート」

地区対抗インディアカ大会

小学校校庭芝生植え付け

7月5日、吉野ヶ
里バンブーオーケス
トラによる「たけの
こコンサート」が、
三田川健康福祉セン
ターで開催されまし
た。当日は、みんな
で竹を使ったミニ七
夕かざりや楽器を作
り、その後、オーケ
ストラによるミニコ
ンサートなどが行わ
れました。ミニコンサートでは、竹が織り成す温かい音が
会場いっぱいに響き、時折参加者も自ら作った竹の楽器で
拍子を打ったりしながら楽しい時間を過ごしていました。

目達原駐屯地23年ぶり４回目の快挙

6月7日、地区対抗インディアカ大会が行なわれ
ました。12地区22チームが参加し、熱戦が繰り広
げられました。大会の結果は次のとおりです。
●地区対抗インディアカ大会結果
【Ａﾊﾟｰﾄ優勝】下三津西Ｂ
【Ｂﾊﾟｰﾄ優勝】横田
【Ｃﾊﾟｰﾄ優勝】吉田Ｃ
【Ｄﾊﾟｰﾄ優勝】新宮田
【Ｅﾊﾟｰﾄ優勝】下石動Ｂ
▲Ａパート優勝・下三津西Bチーム

▲Ｂパート優勝・横田チーム

▲Cパート優勝・吉田Ｃチーム

■司令に優勝報告をする選手たち
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今日は私たちが先生ばい
老人クラブ女性部家庭科授業
6月17日、東脊振小学校で町内の元気なおばあちゃ
んたちが、5年生を対象に家庭科の授業を行いまし
た。この授業は毎年、東脊振老人クラブ連合会女性部
の協力により実施されているものです。5年目を迎え
た今回は、三田川老人クラブ連合会も参加しての玉結
びや名前縫いなど裁縫の家庭科実習が実施され、おば
あちゃん先生は生徒たちの上達振りに「ボタンが取れ
た時でももう大丈夫！」と太鼓判を押していました。

■運動場に芝生の苗を植える児童（三田川小学校）

10度低くなる、外で遊ぶ機会が増える、砂埃が立ちに
くくなる、けがが少なくなる、昆虫などが増え自然を大
切にする心を育てるなどが説明されました。
この日用意された芝生苗は35,000個。50センチ間

バレーボール全国自衛隊大会で優勝
目達原駐屯地バレーボール部は、6月11日〜14日自
衛隊体育学校体育館(東京都)で実施された第36回全国自
衛隊バレーボール大会9人制の部で優勝を飾りました。
5月初旬の九州地区予選を準優勝で通過して全国大会
に臨んだ目達原駐屯地は、準決勝で「九州地区予選で不
覚をとったチーム」にストレートで勝ち、決勝も見事大
逆転の勝利を収めて悲願の優勝旗を獲得しました。
目達原駐屯地の中尾監督は「本来の持ち味である攻撃
力に、拾って繋ぐレシーブ力のアップが優勝につながっ
た。また、訓練等で全員まとまった練習に制約を受けた
ことが、選手の危機感を生み、練習に緊張が生まれると
ともにチームワークがより強固
なものになった」と喜びを語っ
ていました。

6月20日、町内の小学校で児童と保護者、地域住民、
自衛隊ボランティアの協力で運動場に芝生を植えまし
た。 運動場の芝生化は県内初の試みで、三田川小では
芝生の植え付け作業前に、ブリヂストン佐賀工場の山田
佳明氏による「地球温暖化と芝張り効果」と題したエコ
講演が開催されました。芝生の効果として、気温が5〜

隔で運動場一面に植えていきました。参加した児童は
「運動会が芝生の上で出来るのが楽しみ」と話していま
した。

▲Ｄパート優勝・新宮田チーム

▲Ｅパート優勝・下石動Ｂチーム

ボランティアの輪が広がる花植え
東脊振インター入口花植え
6月13日、町社会福祉協議会、町ボランティア
連絡協議会の加盟団体（ぼらんてぃあ東脊振、サン
シャイングループ、町民生委員会）、地域おこしグ
ループ「さざんか塾」から約50人が参加して花植
えが行われました。今回、色とりどりの花が植えら
れたのは東脊振インター入口
付近の花壇で、町社会福祉協
議会で行われた「もったいな
い市」の収益金の中から約
1,000株の花苗が準備され、
知的障害者授産施設青葉園の
協力のもと実施されました。
今後も、町内の他のエリアに
も季節に応じて花植えを実施
していく予定です。

みどりづくりに役立てて
三田川小学生「緑の募金」贈呈
6月9日、三田川小学校の児童で集められた「緑の募金」
が、同校を代表して広報委員会の田上徳馬君、酒井春樹君、
有馬直人君、納富那菜さん、中園未来さんから「緑を増やす
ために役立ててください」と町に贈られました。
この「緑の募金」は、森林の整備や地域に密着した緑化の
推 進をはじめ、
緑の少年団やボ
ランティア活動
への支援など幅
広 い「 森 林・緑
づくり」の ため
に使われること
になっていま
す。

献血にご協力ください
●８月７日（金） ９:00〜12:00
吉野ヶ里町役場三田川庁舎
●８月25日（火） ９:00〜12:00
東脊振健康福祉センター「きらら館」

■農林課職員に募金を贈る児童
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【９月号募集】
●対象者 ９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 ８月６日(木)
●問い合せ
総務課秘書･広報係
※「ハッピーバースデイ」は紙面の都合により、
TEL 37-0330

ハッピーバースデイ
̶ 吉野ヶ里町の宝 ̶

よしかわ

Happy
Birthday

ゆうと

吉川 悠仁くん

平成20年８月20日生まれ 【鳥ノ隈】

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。

【家族からのメッセージ】小さく産まれて
大きくなったね!元気に育ってくれて有難う
!

いのうえ

みずは

たかぎ

おおくま

れん

そうし

井上 瑞葉くん

高木 蓮くん

大隈 奏志くん

平成16年８月12日生まれ 【中の原団地】

平成20年８月14日生まれ 【目達原】

【家族からのメッセージ】２歳のお誕生日お
めでとう！これからもすくすくと元気に育っ
てね。

【家族からのメッセージ】５才のお誕生日おめ
でとう!!優しく、たくましい男の子に成長して
ネッ!!

【家族からのメッセージ】1歳オメデトウ。こ
れからも元気で明るい笑顔をたくさん見せてね。

平成19年８月７日生まれ 【上豆田】

ひさた

あきら

久田 晟くん

はら

８月９日に東京の日本武道
館で行われる全国少年少女
武道練成大会に向けガンバッテます。
●キャプテンから一言●

少林寺
拳法は
勝敗が一番大切とは考えません。相
手と共に技術の向上に努め、ナンバ
ーワンではなくオンリーワンを目ざ
すため、肉体を鍛えるとともに座禅
をはじめ心の鍛錬を大切にします。
●監督から一言●

TOWN-WATCHING
町をきれいに美しく

県大会出場目指して

町社会福祉協議会「もったいない市」

キックベースボール大会・ミニバレーボール大会

6月26日、三田川健康福祉センターで
町社会福祉協議会の主催により「もった
いない市」が開催されました。この「も
ったいない市」は、町民のみなさんの協
力で集まった家具や陶器、おもちゃなど
をバザーやオークション形式で販売する
もので、収益金は花を植えるなど町内の
美化活動に使われています。
また、同日、町社会福祉協議会には株
式会社服巻商事からプランターが寄贈さ
れ、アサガオ、ヘチマ、ゴーヤなどが植
えられて、グリーンカーテンとしてふれ
あい館前で活躍しています。

ゆうせい

【家族からのメッセージ】３才お
めでとう！いつも弟と仲良く遊ん
でくれてありがとう優しいお兄ち
ゃん。

さざんか少年卓球クラブ
●練習日時 毎週木曜･土曜
●練習場所 さざんか武道館
●チーム問い合せ先 福島 浩 TEL53-6151
●キャプテンから一言●

東脊振小５年の福島晃弘です。九州大
会では勝つ気持ちを強く持って平常心

で戦います。ガンバルぞ
昨年の３月に正式にクラブを立ち上げ
ました。手探りの状態で現在まで来て
おりますが、何とか形に成りつつあります。県予選を通過し８月に
は全九州卓球選手権大会小学生の部に佐賀県代表として、団体戦で
福島・生武・加藤、個人戦で福島が出場することが決定いたしまし
た。
●監督から一言●

■植えられたアサガオ(ふれあい館前) ■もったいない市

NEW

図書室だより

BOOKS
中央公民館に新しい本が入りました
本のタイトル
森の戦士ボノロン
パパはウルトラセブン
つみきのいえ
としょかんライオン
きつねのでんわボックス
しっぱいにかんぱい
IQ84 一巻
IQ84 二巻
IN
すぐれた脳に育てる
日本人の知らない日本語
アマルフィ
こいしり

著 者
北原 星望
宮西 達也
平田 研也
ミシェル・ヌードセン
戸田 和代
宮川 ひろ
村上 春樹
村上 春樹
桐野 夏生
久保田 競
蛇蔵
真保 裕一
畠中 恵
他10冊

※すべて東脊振公民館で取り寄せ可能です。
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町子どもクラブ連絡協議会主催の
「キックベースボール大会」「ミニバレ
ーボール大会」が6月13日、三田川小学
校で行なわれました。
グラウンドで行なわれたキックベー
スボール(主に男子)には17チーム、体
育館で行なわれたミニバレーボール(女
子)には10チームが参加。保護者らの応
援を受け、県大会出場を目指して熱戦
が繰り広げられました。
競技の結果、キックベースボールで
は下豆田Aチームが、ミニバレーボール
では横田チームが優
勝し、8月23日に神
埼市で開催される県大会出場を決めました。大会の
結果は次のとおりです。
●キックベースボール大会【優勝】下豆田A（写真
上）【準優勝】上豆田【3位】中の原団地、田手村
●ミニバレーボール大会【優勝】横田（写真下）
【準優勝】上豆田【3位】立野東

!

おすすめの本

●練習日時 毎週火･木･土曜 19:00〜20:30
●練習場所 三田川武道館･古賀道場他
●チーム問い合せ先
古賀正博 TEL52-6888(道場)
090-8912-0500(携帯)

YOSHINOGARI

平成18年８月20日生まれ 【横田】

【家族からのメッセージ】これか
らもいっぱい食べて元気モリモ
リ！ニコニコ笑顔で皆を癒してね

少林寺拳法

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

原 優成くん

平成20年８月15日生まれ 【吉田】

あつ まれ ! Vol.3
よしのがりっ子

★情報をお待ちしています

ローマで日本人少女が失踪。誘拐かテロの序章
か？真相を追い、外交官・黒田がイタリアを駆け
る。真保裕一ならではのエンターテインメントサ
スペンス。織田裕二主演の超大作映画の原作本。
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三田川中１年

多良さはり

東脊振中１年

この研修で、一番心に残ったのは、ホームステイです。いろん
なところをバスで観光したのも楽しかったけど、ずっとホームス
テイのことを考えていました。私の習った韓国語は、通じるだろ
うかと、とても不安でした。
ホームステイ先保護者との対面式では、小学校の体育館で、雙
鳳初等学校の子ども達がおどったりしてくれました。私たちは
「青い心白い心」という歌と、「黒田節」をよさこいバージョン
でおどりました。最初におどりましたが、私は一番前だったので
緊張しました。次は歌を歌いました。歌も声がでてたし、「黒田
節」も、うまくおどれたみたいなので、良かったと思いました。
そして、ホームステイ保護者の女の子は、「ソウヨン」といって、
私の名前も覚えてくれて、「さはり」と呼んでくれました。うれ
しかったです。そして、いろんな所に行きました。陶器を作って、
その中にロウを入れて固めたり、ストラップを作ったりしました。
陶器を作ったのは初めてだったので、いい体験になりました。
あとは、みんなでショッピングに行って買ってもらったり、噴
水公園に行ったりしました。噴水公園では、さまざまな色の噴水
が出てたのでとってもきれいでした。でも、とても寒かったので、
あまり長くはいられませんでした。もう少し見てたかったです。
それから次の日は、雙鳳初等学校の人たちとお別れ会をしました。
なんとか言葉通じたので、ホッとしました。でもさみしかったで
す。私の家にも、ホームステイをしに来た人がいるけど、その人
と別れる時はものすごく泣いていました。あんなにホームステイ
がイヤで不安だったけど、今では「楽しかったぁ」と思えます。
また参加してみたいと思いました。楽しかったです。

三田川中１年
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３月25日から３月29日までにかけての韓国
研修で最初に思ったことは、「韓国には、どん
な物があるだろう」と、いうことです。私が韓
国に行くのは今回が初めてで、韓国の良さや、
どんな物があるのかというのは、ぜんぜん分か
りませんでした。
訪韓少年の翼に参加して、一番思い出深いの
は、ホームステイです。ホームステイとは、韓
国の小学校(雙鳳初等学校)で家族の発表があり、
その家族と1日ぐらい一緒に過ごすということ
です。まったく知らない人の家、しかも外国だ
ったので、不安でした。
ホームステイ先の家族は、お父さん、お母さ
ん、お母さんのお姉さん、子どもが２人の５人
家族でした。お母さんからいきなり英語で、
「イングリッシュ、オーケー？」と聞かれまし
た、私は、「少し、オーケー」と、答えました。
それから先、ずっと英語やジェスチャーで話を
していました。
お店に行ってシャープペンを買ってもらって、
プルコギを食べに行きました。
次の日は、お別れでした。さみしくなりまし
た。また会いたいなぁと思いました。
これから先の研修にも、ぜひ参加したいです。
とっても楽しかったです。

山本早織

私は、今回で２回目の参加でした。去年行ったのに、不
安でいっぱいでした。最初の研修に行った時は、去年いた
人も何人かいたけど、みんな初めて会う人が、ほとんどで
した。なじめるか心配だったけど、話しをすると、すぐ仲
良くなれ良い感じでした。韓国へ行った日は、ナザレ園に
行きました。去年会ったおばあさん達ともまた会えて、良
かったです。
サンボン初等学校では、黒田節をヨサコイ風にアレンジ
して、みんなでおどったのが、思い出の１つとなりました。
２班のみんなは？去年も来ていて何でも一生けん命な安
希子ちゃん、１番しっかり者の友郁ちゃん、いつも一緒に
いてくれた優子ちゃん、物知りでいろいろ教えてくれた鈴
海ちゃん、しっかり者の慧眞くん、みんなを楽しませてく
れた友哉くん、やさしかった晃人くん、みんないい人ばっ
かりでした。あと、明るくて、やさしかった華恵リーダー。
本当に、この班でよかったなぁと思いました。1番心に残
っていることは、「ホームステイ」です。相手は、小学６
年生の金希眞(キム・ヒーチイーン)という女の子でした。
家に着いてまず、ご飯を食べに行きました。ファミレスみ
たいな所で、ピザとコーラを頼んでくれました。ピザは
「こぐまピザ」と「牛肉ピザ」が出てきて、とっても美味
しかったが、特に、「こぐまピザ」が美味しかったです。

②

中村みなみ

コーラも日本と同じ味でした。
ご飯を食べて市場へ行きました。果物やお菓子やお肉、
魚などを売っていました。そこで、買い物もしました。私
は、韓国語をあまりしゃべれなかったので、全部英語で話
しをしました。市場のあと、デパートへも行き、お菓子や
お土産を買ってもらいました。去年ホームステイでお世話
になった、カンピョービィンにも会えて、とてもなつかし
かったです。
家に帰ると、デパートで買ってくれた、なしやぶどうを
食べました。お腹いっぱいだったけど、がんばって食べま
した。夜10時くらいに小学４年生の弟が、じゅくから帰っ
てきました。もう夜おそかったので、３人で日本の話をし
たり、韓国の話を聞いたりして寝ました。
研修最後の日は、「帰りたくない。もっとみんなといた
い」という思いでいっぱいでした。華恵リーダーやみんな
と別れるのは、悲しかったです。最後にみんなとあくしゅ
をして別れました。今回で２回目だったけど、この研修に
参加してとても良かったと思います。この研修で学んだこ
とを日本で生かしていきたいです。

東脊振中１年

牟田はるな

三田川中１年

平野明日香

私がホームステイの人達にお世話になって感じ
たことは、日本と韓国との生活の違いが明らかだ
ということでした。ホームステイの人たちと会っ
て、車に乗せてもらった後にどこかの店に連れて
行ってもらって、星の形のロウソクを作らせても
らったら、焼肉屋に連れて行ってもらって、焼肉
を食べ終わったら、公園でふんすいを見た後に夜
の12時頃にホームステイの人たちのマンションに
つきました。私はロウソクを作ったことは1度も無
くて、ふんすいも久しぶりに見たので、韓国は、
日本(佐賀)よりもとても都会なんだなぁと思いま
した。ホームステイの人達は、パソコンの言葉を
日本の字にほん訳して話したりして、コミュニケ
ーションをとれました。
次の日の朝ご飯は「三角のり巻き」と言ってい
たのでおにぎりと一緒だと思っていたら、ご飯と
具をサンドイッチにしたものを、のりで巻いたも
のだったので、おどろきました。食べてみたら、
具が辛くてのどがかわくほどだったので、私は、
韓国の朝食は日本とちがっていて、朝から辛いも
のだったので三角のり巻きより、おにぎりが良か
ったと思いました。

私は韓国に行きいろいろなことを学びました。その中でも一
番心に残っていることは、ホームステイです。
雙鳳初等学校での交流会が終わり、いよいよホームステイ先
の人たちとの対面式。私はすごくドキドキしていました。「１
人かな？２人かな？言葉が通じなかったらどうしよう」と不安
でいっぱいでした。結局、私は１人で行くことになりました。
緊張していた私に、ホームステイ先の女の子は、「お腹すきま
したか？」と日本語で聞いてくれて、少しホッとした気持ちに
なりました。その後、一緒にデパートへ買い物に行き、お菓子
やお土産を買ってもらいました。家では、ピアノを弾いたり、
ドッチボールをしたりして遊び楽しく過ごすことができました。
夕食はお母さん手作りのプルコギでした。日本では、食べたこ
とがない料理でしたが、おいしかったのでたくさん食べること
ができました。
生活習慣のちがいで一番驚いたことは、お風呂です。日本で
は、ほとんどの人が夜お風呂に入ると思いますが、その家では
朝、服を着たまま頭を洗うようです。私も言われた様にやりま
したが、なかなか難しかったです。
ホームステイを通じて、言葉の壁を越えて友達ができ、とて
もうれしく思います。また機会があれば参加して、もっとたく
さんのことを学びたいと思います。言葉や習慣の違いはあって
も、お互いに分かり合おうとすれば、気持ちは通じるのだとい
うことが分かりました。

東脊振小６年 中村友哉

香楠中１年

ぼくが韓国に行って印象に残ったことはホーム
ステイで、ホームステイの友達とスーパーに行っ
て、いろいろな物を買ってもらったりしたことと、
魚市場に行って、いろいろな魚を見たり触ったり
しました。触った時、気持ち悪かったけど楽しか
ったです。次に噴水があるところに行きました。
噴水の所で、写真を撮りました。次に展望台にの
ぼりました。てっぺんにのぼってこわかったけど、
だんだん慣れてきました。そこから見た海のなが
めがきれいでした。次に家に行って庭で野球をし
たり、サッカーをしました。楽しかったです。ご
飯を食べて出たものが、お刺身とキムチとウイン
ナーとご飯と野菜でした。食べ終わったらまた外
で遊びました。その次の朝学校に行ってお別れを
して「さようなら」をしました。「またいきたい
な」と思いました。

私がこの訪韓少年の翼に参加しようと思った理由は、友達に
誘われたからでした。別に行きたいわけでもない、流されただ
けでした。でも事前研修などで友達もできて、グループの人と
も仲よくなれて少し行ってよかったなと思えました。
私の、韓国研修の中で一番楽しみにしていたのが、ホームス
テイでした。「２人でいけたらいいな」とか、「マンションの
家がいいな」とか、いろいろ想像してみたりしました。
ホームステイでは、２人でいけたし、マンションだったので
すごくうれしかったです。私の行ったホームステイでは、マン
ションの友達の高校生が２人来ていて、日本語ペラペラだった
ので、私たちは、嵐の話をしたり、嵐の動画を見たりして、盛
り上がっていました。次の日のお別れの時は、ホームステイ先
の子と写真をいっぱいとりました。その子と別れるのは、本当
に悲しかったです。
最初は、流されて来ただけの訪韓少年の翼だったけど、来て
よかったと思いました。また来たいとも思いました。

八谷早紀
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ください。
●問い合せ 住民課年金係（三田川庁
舎）TEL 37-0333
佐賀社会保険事務所 ? 31-4191

福祉

年金

あなたは何号被保険者？
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【児童館の主な行事】
●８月１日(土) 11:00〜11:30
募集
おはなしあそび
●８月４日(火)〜７日(金)
14:00〜16:00 五目並べ講座
下水道排水設備
●８月８日(土) 14:00〜15:00 五
責任技術者資格試験
目並べ盤を作ろう！
●試験日 10月7日(水)
●８月19日(水) 14:00〜15:30
●受験料 5,000円
おばあちゃんとお手玉作り
●受験講習日･場所 ９月25日（金）
●８月21日(金) 10:30〜11:30 ド
佐賀市文化会館
レミ広場
●受講料 3,000円(別途テキスト代
●８月22日(土) 14:00〜15:30
2,500円)
映画まつり
●受験案内配布･受付期間
●８月23日(日) （日曜開館日）
８月３日(月)〜21日(金)
10:00〜17:00
●受験資格 次のいずれかの該当者
●８月26日(水) 14:00〜15:30
㈰高校以上の土木工学科等を卒業し
フルーツKids交流会準備
排水設備工事等の設計、施工に関し2
●８月27日(木) 10:30〜12:00 フ
年以上の経験を有する人
ルーツKids交流会
㈪高校を卒業し、排水設備工事等の
●８月29日(土) 14:00〜15:00
設計施工に関し３年以上の経験を有
グミを作ろう！（材料費100円）
する人
●８月31日(月) 14:00〜15:00
㈫排水設備工事等の設計、施工に関
工作室開放デー
し５年以上の経験を有する人
●申込 参加希望の人は事務室で申
●問い合せ 環境課下水道係（浄化
し込むか電話でお申し込みください。 センター） TEL 53-7444
参加対象者、定員、材料代等詳しく
は児童館にお問い合わせください。
佐賀東部水道企業団職員
●開館日時 月〜土曜（日・祝休み）
採用試験
９:30〜18:00
●試験日 ９月20日（日）一次試験
●問い合せ 三田川児童館
（佐賀西高等学校予定）
TEL 53-1117
●試験区分 大卒･土木
●採用予定人員 １名
『介護講座』のお知らせ ●申込受付期間 ８月３日（月）〜
介護について知りたいこと、不安
８月21日（金）（土・日曜日を除く）
なことはありませんか？
●受験資格 昭和57年４月２日から
９月に介護の方法や生活習慣病、 昭和63年４月１日までに生まれた人
認知症やその対応、ＡＥＤのやり方、 で、土木の専門知識（大学卒業程
その他、みなさんと一緒に学べる場
度）を有する人
を開く予定です。
●申込書等の請求 申込書及び試験
是非お気軽に参加しませんか？
案内は、企業団で交付します。
●実施日 ９月３日(木)、９月10日(
郵便で請求する場合は、封筒の表に
木)、９月17日(木)、９月24日(木)、
「採用試験申込書請求」と朱書きし、
10月１日(木)
必ず120円切手を貼った宛先明記の返

あわてるな

振り込め詐欺の

思うつぼ

信用封筒(角形２号：Ａ４サイズの用
紙が入る大きさ)を同封してください。
●申込･問い合せ 〒849-0914
佐賀市兵庫町大字西渕1960-4
佐賀東部水道企業団 総務課庶務係
TEL 30-6151

神埼地区消防事務組合
職員採用試験
●採用予定人員 ５名程度
●試験日1次試験 ９月20日(日)
佐賀県市町等職員採用統一試験
●試験場所 佐賀西高等学校
●試験案内･申込書交付場所 神埼地
区消防事務組合消防本部総務課･吉野
ヶ里町役場総務課
●受験資格･申込受付期間 詳細につ
いては神埼地区消防事務組合消防本
部総務課まで問い合せください。
●申込･問い合せ 神埼地区消防事務
組合消防本部総務課 TEL 53-6419

【古切手の貼絵展 】
●展示期間 ９月26日(土)〜10月10
日(土)
※皆さんの趣味や特技などの作品を
コミュニティーホールで展示できま
す。 遠慮なくご相談ください。
●問い合せ 吉野ヶ里公園駅コミュ
ニティーホール TEL 55-8255

普通救命講習会
救急医療週間の関連行事として、
AEDを含む普通救命講習会を開催し
ます。ぜひ、ご参加ください。
●日時 ９月12日（土）
13:00〜16:00
●場所 三田川健康福祉センター
「ふれあい館」
●受講人員 先着50名程度
※受講者には終了証を交付します。
●申込･問い合せ 神埼消防署救急係
TEL 52-3291

環境

お盆の犬･ネコ捕獲引取業務
道の駅「吉野ヶ里」さざんか
千坊館3周年記念イベント
●日時 ８月９日(日)10:00〜17:00
●開催イベント
・赤熊太鼓の演奏
・山茶花の湯(足湯体験)
・展望台にて大声出し大会
・ミートセンター（肉の割引販売）
※500円以上購入で粗品進呈（先着順）
●問い合せ さざんか千坊館
TEL55-6175

佐賀中部保健福祉事務所による犬
と猫の捕獲･引取業務は、次の２日間
休みとなります。
●休業日 ８月13日(木)、14日(金)
＊県動物管理センター（佐賀市三瀬村）
の引取･返還業務は通常どおりです。
●問い合せ
佐賀中部保健福祉事務所
TEL 30-1906

相談

コミュニティーホール展示会
【絵画展(三田川絵画教室 )】
●展示期間 ８月１日(土)〜25日(火)

やさしく

楽しく

新規就農希望者相談会
「就農してみたい。農業にふれてみ
たい。しかし、経験がないので心配だ」

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

とお考えのあなた、
「アグリチャレンジ
相談会」に参加してみませんか？
ＪＡさが神埼郡支部管内で就農希
望のあなたのご相談を関係機関（Ｊ
Ａ、市町、農業委員会、県）が相談に
応じます。農業に興味のある人はお
気軽にご来場ください。（要予約）
●日時
８月13日(木)９:00〜12:00
９月10日(木)９:00〜12:00
●場所 ＪＡさが神埼郡統括支所
(神埼市神埼町鶴3456番地5)
●対象者 ①ＪＡ神埼郡内の農家子
弟②退職後就農希望の兼業農家㈫新
規参入希望者
●相談品目 イチゴ、アスパラガス、
コネギ、その他野菜(ナス･ホウレンソ
ウ等)
●参加費 無料（事前申し込み制）
●申込･問い合せ JAさが神埼郡支
部園芸販売課 TEL 53-3767
(担当 八谷･高尾･栗山)

平成21年度 難病医療相談

催し

︵有料広告︶

国民年金からは基礎年金が支給さ
れ、厚生年金や共済組合などに加入し
ている人には、基礎年金に上乗せする
年金が支給されます。
国民年金の加入者のことを「被保険
者」といい、保険料の納め方により第
１〜３号被保険者の３つの種別に分か
れています。
【第１号被保険者(農業、自営業、学生
など)】 社会保険庁から送付される
納付書で納めます。保険料は、年齢や
収入に関係なく定額です。
●年金保険料・・・月額14,660円
●付加保険料・・・定額の保険料に、
月額400円の付加保険料を上乗せして
納めると、1か月当たり200円で計算
された額が老齢基礎年金に加算され
ます。
※指定口座から自動的に引き落とされ
る口座振替は、手続きも簡単で納付忘
れがなく便利です。
※1年や半年分をまとめて納める「前
納」は、保険料が割引になります。
【第２号被保険者（会社員や公務員な
ど）】 職場の厚生年金や共済組合に
加入することで、国民年金に加入して
いることになります。保険料は、厚生
年金保険料や共済組合掛金として、給
料やボーナスから差し引かれるため、
自分で納める必要はありません。
【第３被保険者（会社員・公務員に扶
養されている配偶者）】配偶者が加入
する制度が負担するので、自分で保険
料を納める必要はありません。
●第３号被保険者の届け出忘れはあり
ませんか？
平成17年４月から、社会保険事務
所へ届け出ることで、昭和61年４月以
降の届け出忘れ期間を、第３号被保険
者期間として全て承認してもらえるこ
とになっています。過去の年金記録を
調べて、届け出忘れがないか確認して

三田川児童館だより

●時間 ９:30〜11:30
●場所 三田川健康福祉センター
「ふれあい館」等
●対象 介護等に関心のある人
※詳細については後日全戸配布のチラ
シをお届けしますのでお見逃しなく！
●申込･問い合せ おたっしゃ本舗吉
野ヶ里（福祉課地域包括支援センタ
ー） TEL 37-0344

執行みづほ

吉野ケ里町立野３４９−１

☎０９５２−５２−２４３３

たしかめて

神経系 ８月25日（火）
佐賀大学医学部附属病院
パーキンソン ９月10日（木）
柳川リハビリテーション病院
膠原系 ９月29日（火）
佐賀大学医学部附属病院
消化器系 10月13日（火）
佐賀大学医学部附属病院
後縦靭帯骨化症 10月27日(火)
久留米大学病院
●時間 14:00〜15:30
※相談時間 1人約20分
●会場 佐賀中部保健福祉事務所
●利用料 無料(要予約)
●問い合せ 佐賀中部保健福祉事務
所難病対策(担当 中島)
TEL 30-1673

広報紙への有料広告を募集中です！
｢広報吉野ヶ里｣では、有料広告を募集しています。
●掲載料金（１回あたり）
【町内企業】
●問い合せ・申し込み
●縦５㎝横17㎝ 5,000円
総務課秘書・広報係
●縦５㎝横 ８㎝ 3,000円
（三田川庁舎）
【町外企業】
TEL 37-0330まで
●縦５㎝横17㎝ 10,000円
●縦５㎝横 ８㎝ 5,000円
＊２色刷り(色の指定はできません)

振り込む前に

もう一度
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相談
訪れし午後のひと時旧友と
た
話せばなつかし幼きの顕つ
坂本
三好 徳子

おみな

菖蒲園に集ふ嫗等頬寄せて
は は
花を好みし亡母を重ねる
松葉
香月 啓子

子

﹁おにごろし﹂と云う焼酎いただいて
一人寝につく鬼はおらずに
目達原
中島 南角

杖をつき雨の晴間を畑巡る
ニガウリの蔓気負ひ伸び見す
吉田
中島

梅雨に入り雨のあいまにひと仕事
田植えの準備汗のながるる
吉田
伊東 米子

里庭の夾竹桃に紫の
桔梗挿し入れ佛花となしぬ
伊保戸
中島 君子

小学校の家庭科支援とふ任務
へや
新装成りし男女児の教室
横田
宮地カヨ子

梅雨晴れの風に吹かれる白雲の
思い思いのままに流るる
箱川
真木千津子

ひと

耳遠き吾を支々えしその女人は
雨に咲いてる紫陽花のよう
下三津東
松本メグミ

生き甲斐をもつこと畠に我かけし
健康を喜び朝日を拝む
新宮田
中山 妙子

無料もの忘れ相談
もの忘れについて不安なことはあ
りませんか？「年だから仕方ない」
「しばらく様子をみよう」とつい放
っておいてしまい、そのうちに症状
が悪化してしまうこともあります。
ぜひこの機会にお気軽にご相談くだ
さい。
●実施日 ８ 月 2 6 日 ( 水 ) 、 ９ 月
30日(水)、10月28日(水)
●時間 15:00〜17:00（要予約）

※1人30分程度
●相談を受ける先生 肥前精神医療
センター 杠岳文先生、森崇洋先生
●対象 もの忘れや認知症について
不安がある人およびその家族など
●場所 東脊振健康福祉センター
「きらら館」相談室
●申込･問い合せ おたっしゃ本舗吉
野ヶ里（福祉課地域包括支援センタ
ー）TEL 37-0344

その他

古い電話帳を回収します

紫蘇もめば掌の平紅く香りたち
はは
亡母の仕草を思ひ出しをり
目達原
中村 悦子

友人のホーム入所に現代の
老後の選択 感慨無量
上中杖上
渡邊登志子

幸

もうすべて終はりと思ふ吾が前に
かすかな光われを呼びをり
上中杖上
生島 愛子

梅雨入りの九重の山のくれなゐの
てすさ
ミヤマキリシマ神の手遊び
立野
土井 敏明

すべ

青柿になす術もなく落ちにけり
上石動
西牟田紀美子

梅雨最中一寸おしゃれで街へ出る
上豆田
伊東

木蓮の木の葉がくれの梅雨の月
永田ヶ里
井上 春枝

裏戸より気易き声や茄子の花
田手
大澤ヨシノ

沈む陽を優しく受けて合歓の花
上石動
大坪カツヨ

枝

金子きぬ子

輪になって言たい放題心太
田手
於保

たびごろもぬ

旅衣脱いで安堵の心太
苔野

田中千津子

梅雨晴れ間娘の足音軽やかに
萩原
楠 多美子

沙羅双樹日毎の命精一杯
鳥ノ隈

たぎ

激つ瀬を眞下にするりところてん
田手
花田貴光絵

消 費 生 活 情 報

高齢者の契約トラブル
その契約ちょっと待った
〜夫婦二人の場合も危ない！〜

新しき床几の茶屋やところ天
講師
村岡 和水

しょうぎ

知恵袋子にも孫にも伝えたい
原岡 秀夫

香

咲き誇るミヤマキリシマ幸を呼ぶ
城野 憲子

梅雨がきた私の気持ち曇りがち
松隈 千洋

青空を見たくてクルリさかあがり
大塚美代子

颯爽とブランド気分エコバック
向井 初子

二本だけのトマト色づきキラキラと
那須 紀子

内心を伝え切ったのマイケルさん
兵働己登子

街ぐるみ

しませんか頭の体操知恵の輪で
橋本

菓子隠しちょっと悪知恵三歳児
三宅 あや

梅雨明けを喜ぶ花と惜しむ花
江口カズヨ

井上千代子

おもちゃにはしないで仔猫いたぶられ
託摩 綾子

おいでませ一番蝉の太い声

落ちた実は君のものだよ小虫さん
中島三千子

城野くみ子

寝転がり風の音聞く心地よさ
松尾 利朗

折々のはがき青空から届く

残されているはずきっと飛ぶ時間
城野 浩二

青ばかり減る幸せな娘の絵の具
松尾寿美子

庭下駄の音ふるさとも同じ夏
西崎久美子

年金は欲しいが歳は欲しくない
西村 正紘

鍬に錆させてようやく梅雨明ける
真島 清弘

朝露のような宝石くださいな
真島美智子

負けるなひるむな

飛べたらと思わず願う渋滞時
橋本かのこ

飛んでいた娘妻となり母となる
橋本みつる

飛びたちぬ母と過したふる里を
長谷川久栄

一日を無事にすごせたありがたさ
山下麻の葉

日本には神技というお医者さん
斉藤 幾恵

おだやかな顔で脈見るお医者様
上滝 初代

医者いらずデイサービスで健康に
武富 直人

衣替え体が軽く踊りだす
荒木 靖子

夏は来ぬカリユシウェア似合いそう
寺崎アサノ

燕さん我が家忘れず遠くから
原 ミツエ

麦の色刈ってくれよとなびいてる
百武 重造

怒るより今居ることに感謝する
吉岡 昌子

暴力に

寄附御礼
●老人クラブへ
●伊東 八重子様(上豆田)故明仁様
●秋山 慶太様(曽根)故辰男様
●中尾 貞俊様(若楠園)故ノブ子様

吉野ヶ里町役場

電話帳

総務課

37-0330

企画課

37-0332

財政課

事例１） 訪問販売業者に自宅の航空写真を勧められた。記念になるし、近
所が皆申し込んでいると言われ、契約した。価格は22,000円。後で近所に
聞いたら、だれも契約していなかった。この件で夫婦げんかになった。契約
解除したい。（契約者60代女性）

住民課

相変わらず、高齢者が電話勧誘や訪問販売により安易に契約をしてしまう
ケースが多いのが現状です。

税務課

なるほど!
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NTT西日本では古い電話帳を回収
します。新しい電話帳を配達の際(８
月中の予定)、古い電話帳を配達員に
お渡しください。ご不在の場合はタ
ウンページセンタへご連絡ください。
後日回収します。
●問い合せ タウンページセンタ
TEL 0120-506-309

被害にあう原因は、判断能力、身体能力、気力の衰え、情報不足が考えら
れます。また、高齢者は、
健康願望 → 健康食品を必要以上に買ってしまう
生活不安 → 理解できない資産運用に投資してしまう
寂しさ
→ セールスマンのやさしいことばを信用してしまう
プライド → だまされたのが恥と思い隠したり、契約した自分が悪いと
責任を感じ、人に言わない傾向があります。

ここがポイント!
1. その契約が本当に必要かよく考えましょう。
2. 一般的な価格と比べ妥当なのか検討しましょう。
3. 家族と連絡をとり合い、ご近所ともほどよく付き合い、情報交換をしま
しょう。

37-0331
（ダム対策係）

三田川庁舎総合窓口

東脊振庁舎総合窓口

環境課
会計課

(下水道係)
(三田川)

(東脊振)

1. 定期的に会ったり、電話をかけるなどして連絡をとりましょう。
2. 今後も被害にあう可能性があると思ったら、成年後見制度や地域福祉権
利擁護事業を活用しましょう。
※契約をしてしまった場合でも契約解除できる場合があります。
早めに消費生活相談をしましょう。秘密は厳守します。
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 ※時間はいずれの会場も９:30〜16:30
●問い合せ 商工観光課（東脊振庁舎） TEL 37-0350

一呼吸

本当なのか

37-0333
37-0336

37-0351

37-0334
37-0335

53-7444

37-0337

37-0352

議会事務局

37-0338

社会教育課

37-0340

学校教育課
福祉課

地域包括支援センター

37-0339

37-0343

37-0344

保健課

37-0345

建設課

37-0348

農林課
都市計画課
商工観光課
農業委員会

高齢者のご家族の方へ

37-0342

中央公民館

東脊振公民館

東脊振健康福祉センター

37-0347
37-0349
37-0350
37-0353

37-0341

52-3499

「きらら館」

51-1618

「ふれあい館」

51-1965

三田川健康福祉センター
東脊振幼稚園

吉野ヶ里保育園
三田川児童館

52-2936

52-3024

53-1117

※温浴施設に関することは商工観光課へ

確かめて
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●まちの面積 43.94km2
●まちの人口（7月1日現在）
男性 7,786（−13）
女性 8,315（−15）
合計 16,129（−28）
●世帯数 5,692（ −7）

8月のカレンダー
日（曜）

行

事

名

保健行事
毎週月曜日

健康相談

1 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館

（3・10・17・24・31）

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。

2 日 第４回吉野ヶ里町「夏」ふれあい祭り
3 月 行政･人権相談（農村環境改善センター）９:30〜12:00 健康相談【詳】 温水プール休館日
4 火 乳児健診【詳】BCG予防接種【詳】

４(火)

乳児健診

5 水
6 木 消費生活相談【詳】

【４か月児】
13:00〜13:15
【７か月児】
13:15〜13:30

きらら館

H21.４月生
母子手帳
H21.１月生

BCG予防接種

４(火)

13:00〜13:15

きらら館

H21.４月生及び生後
６ヶ月未満の未接種児

母子手帳・予診票

8 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館

２か月児相談

25火)

13:00〜13:15

きらら館

H21.６月生

母子手帳

9 日

おやこ教室(ワン・ツー体操)

26(水)

９:50〜10:00

きらら館

乳幼児

水筒(お茶)

12か月児相談（パクパク教室）

27(木)

13:00〜13:15

きらら館

H20.８月生

母子手帳・エプロン

３歳６か月児健診

28(金)

13:00〜13:30

きらら館

H18.１・２月生

母子手帳・健康診査票

7 金

10 月 健康相談【詳】 温水プール休館日
11 火
12 水 おしゃべり広場きらきら10:30〜14:30中央公民館
13 木 消費生活相談【詳】

個別予防接種のお知らせ

14 金

日曜・祝日在宅当番医

21 金

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。

22 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館

●乳幼児個別予防接種

15 土 温水プール休館日 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
16 日 温水プール休館日
17 月 健康相談【詳】 温水プール休館日
18 火
19 水
20 木 消費生活相談【詳】

23 日

対 象 年 齢

25 火 2か月児相談【詳】

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）

26 水 おしゃべり広場きらきら10:30〜14:30中央公民館 おやこ教室(ワン･ツー体操)【詳】

麻しん・風しん混合ワクチン（1期） 生後12〜24か月児

27 木 消費生活相談【詳】 12か月児相談(パクパク教室)【詳】

麻しん・風しん混合ワクチン（2期） 平成15年４月２日〜

平成16年４月１日生まれ

28 金 ３歳６か月児健診【詳】

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。

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

よしのがリサイクル（6月搬出分）

８月９日
（日）

おおつぼ内科医院

南医院

神埼市神埼町本堀
TEL52-1525

８月16日
（日）

（日）
８月30日
（日）
９月６日
（日）

【内】

神埼市千代田町直鳥
TEL44-2777【外・胃・整外】

西谷クリニック

和田内科小児科胃腸科

目達原整形外科

和田医院

なかしま整形外科クリニック

古賀内科

小森医院

中下医院

吉野ヶ里町大塚ヶ里
神埼市神埼町神埼
TEL52-3139【内・小・脳】 TEL52-2021 【内・小・胃】
神埼市千代田町嘉納
吉野ヶ里町目達原
TEL52-3717
【整外】 TEL44-2046
【内・小】
神埼市千代田町境原
神埼市神埼町本堀
TEL51-1430
【整外】 TEL44-2311 【内・小・胃】
吉野ヶ里町上豆田
神埼市千代田町
TEL52-1136
【小・内】 TEL44-2488

９月13日
（日）

たけうち小児科医院
神埼市神埼町本堀
TEL52-2524

【小】

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【循】循環器科

単位：kg

新 聞

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

6,720

4,550

50

1,890

120

400

385

93,843円

『よしのがリサイクル』は町で回収した資源ごみについてのリサイクル情報です。売却代金は、環境教育（子ども
達や各種団体）や紙ひも・花苗購入などに使用しています。
☆吉野ヶ里リサイクルセンター（東脊振I.C前）
●開館日 月〜金曜８:30〜17:00、毎週土曜９:00〜12:00、第１日曜（８月２日）８:30〜17:00
☆南部地区臨時回収場所（中央公民館南）●回収日 月・水・金８:30〜15:00※天候により中止する場合があります。
●問い合せ 環境課（三田川庁舎）TEL 37-0335

暴力を

しらいし内科

●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

＊【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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松本医院

神埼市神埼町城原
吉野ヶ里町下三津東
TEL52-3848
TEL52-4185
【内・循】
【内・小】

持参するもの／母子手帳・予診票 ８月23日

予防接種（ワクチン）の種類

24 月 健康相談【詳】 温水プール休館日

８月２日
（日）

追い出す力

地域の輪

パパママ学級（パパ調理実習）

暴力団

パパママ学級（沐浴実習）

追放できる

強い町
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8

土砂に埋まった車から被災者救出

8

2009 AUGUST No.042

もしも の災害 に備えて

21

皆さんも台風シーズンに備えて…

7月9日、陸上自衛隊目達原駐屯地において自衛隊員

による災害訓練が実施されました。訓練は、倒壊した家

倒壊した家屋を想定した救出訓練

屋や土砂に埋もれた車両からの被災者救出を想定して実
施され、統制された連絡体制のもと専用の機械を駆使し

て手際よく行われていました。
また、この日は近隣市町の防災担当者も参加し自衛隊
への派遣要請方法などの確認を行い、もしもの災害に備
えていました。
みなさんも、これからの台風シーズンに向けて、気象
情報の確認や環境の整理など身近な備えをしましょう。

張り詰めた空気の中で行われました

YOSHINOGARI

吉野ヶ里町
再発見シリーズ

DISCOVER

第２回

三田川庁舎正面の大ソテツ（樹高6.5ｍ、幹回り1.5m）は、庁舎落成（昭和38年）
を記
念して寄贈されたものである。折りしも、落成の前年には、バタやんこと田端義夫が
ギター片手に 赤い蘇鉄の実も熟れる頃〜 と歌った「島育ち」が大ヒットしてい
た。この大ソテツは、
『佐賀の名木古木』
にも登録されており、樹齢は250年を超える。
ソテツは、九州や沖縄などの暖地に自生する常緑低木で、恐竜が繁栄した約2億
年前の中生代の生き残りの植物で、お寺や公園、学校などによく植栽される。ソテ
ツの名は、衰弱しかけたときに、根元に鉄くずを埋めたり、幹に釘を打ち込んだり
すると、蘇生することに由来するといわれる。ソテツの種子や幹には多量のデンプ
ンが貯蔵されているところから、沖縄や奄美では飢饉時の食料にして飢えをしの
いだが、サイカシンという毒が含まれており、水に晒（さら）して除

ソテツ（蘇鉄）

去する必要がある。時に不十分な調理のため多くの犠牲者が出て

「ソテツ地獄」とも言われた。しかし、近年の薬理実験では抗がん作
用のある成分が含まれていることも証明されている。

さて、このソテツは雌雄異木
であるが、6月末から8月頃に花

37-0330

を咲かせる。庁舎来訪の折に
松本農園の松本茂さんと
成長中のニンニク畑（合成写真）
は、是非とも左の写真を参考に
雌雄を見分けて頂きたい。暴れ
ん坊将軍？徳川吉宗が活躍した
（左上）雄木、（右下）雌木

頃から生き抜いてきた大ソテツ
と対座し、元気をもらってほし
いものである。

吉野ヶ里町役場 三田川庁舎の大ソテツ
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第

回衆議院議員総選挙

用紙︵白色︶を受け取ってください︒

て︑小選挙区選出議員選挙の投票用

②投票用紙交付係に入場券を提示し
いでください︒

し︑それ以外の文字や記号は書かな

︵比例代表の場合は政党名︶を記入

新宮田、目達原、目達原西団地、
第８住宅、上中杖上分、営内
第５投票区

中央公民館

苔野、吉田、若楠園、萩原、萩原団地
鳥ノ隈、吉野ヶ里、田手村、田手宿、
力田
第６投票区

三田川健康
福祉センター

衣村、伊保戸、曽根、上中杖、下中杖、
上豆田、上豆田団地、下豆田、箱川上
分、箱川下分、乙ノ馬手、下藤、田中、
立野、エレクトロ、立野団地

︻期日前投票︼
このような時は︑期日前投票をしま
しょう！
●投票日に仕事がある時︵勤務 出･張 ･
自営業の人など︶

●投票日に︑旅行やレクリエーション
などで出かけるとき
●投票日に︑冠婚葬祭の予定があると
き
期日前投票所で宣誓書を記入してい

︻期日前投票の手続︼
ただきます︒あとは︑投票日当日の投
票と同じです︒

︻期日前投票のできる期間と時間︼
８月 日︵水︶〜８月 日︵土︶
８時 分〜 時

︻期日前投票所︼
町民集会所は中央公民館南側にあ
ります︒駐車場は三田川庁舎前又は中

式は︑吉野ヶ里町選挙管理委員会の

※﹁不在者投票宣誓書兼請求書﹂の様
ほか︑滞在中の市区町村選挙管理委
員会にもあります︒
間がかかります︒早めにお申し出く

※不在者投票は郵便を利用するため時

ことができます︒

ださい︒

不在者投票をする
この場合の手続き

︻代理投票︼
身体的な障がいやケガなどにより︑

は︑次のとおりで
す︒

人名簿に登録があれば投票できます︶

区選挙区です︒

小選挙区選出議員選挙は
佐賀県第

せっかく投票したのに︑１票が
複数の候補者に分けられてしま
ったりすることがあると聞きま
したが︑本当ですか？

書﹂を自書し︑

宣誓書兼請求

所受付にお申し付けください︒投票の

ます︒代理投票を希望する人は︑投票

ない人のために︑代理投票制度があり

同じ氏または同じ名の候補者が

じて按分されることがあります︒

それぞれの候補者の得票数に応

あなたの１票が複数の候補者に︑

吉野ヶ里町選

秘密は固く守られます︒

自分で候補者の氏名を書くことができ

挙管理委員会

２人以上いる場合︑その氏のみ

は︑選挙人の

挙管理委員会

︵開票開始時刻は︑変更となる場合が

で行います︒

東脊振健康福祉センター﹁きらら館﹂

員会︵総務課内︶

切です︒

するよう心掛けておくことが大

るため︑正しくはっきりと記入

あなたの意思を正しく反映させ

分けられることになります︒

同じ氏または同じ名の候補者に

に投票したのか分からないため︑

または名のみを記入すれば︑誰

︻開票︼

①﹁不在者投票

投票日に投票できない人は︑
期日前投票を！

日は投票へ行こう！

県第２区選挙区︶︑比例代表選出議員

８月
︻吉野ヶ里町で投票できる人︼
⑨投票用紙に記載された裁判官の氏名

︵入場券は︑ここで回収します︶

日までに吉野ヶ里
判官にのみ﹁×﹂を記入します︒

の上の欄に︑辞めさせたいと思う裁

ださい︒なお︑代理投票を希望する

①投票所の受付係に入場券を渡してく

で行います︒

選挙︑最高裁判所裁判官国民審査の順

年５月

●平成元年８月 日までに生まれた人
●平成
町に転入届をして︑引続き３か月以
上吉野ヶ里町に住所がある人
箱に投函します︒

⑩最高裁判所裁判官国民審査の投票

︵入場券は選挙人名簿と対照後︑一

︻投票上の注意︼

人は︑この時にお申し出ください︒

ら吉野ヶ里町に転入された人は︑転
度お返ししますので︑そのままお持
●投票用紙には候補者１人の氏名のみ

＊平成 年５月 日以降︑他市町村か
入前の市町村の選挙管理委員会に
ちください︶

お尋ねください︒

紙︵ピンク︶を受け取ってください︒

︻選挙当日の投票所︼
投票所と対象地区は別表のとおりで
③投票用紙に︑小選挙区選出議員選挙

を記載した投票

●二人以上の候補者の氏名︵政党名︶

●所定の用紙を用いない投票

が無効になります︒

＊次のような場合は︑せっかくの投票

記入してください︒

●候補者の氏名 政･党名は︑投票所に
掲示してある一覧表をよく確認して

す︒入場券に記載していますので︑確
認のうえお越しください︒指定された
の候補者一人の氏名を記入します︒

しないよう注意してください︒

投函します︒この時︑入場券を投函

④小選挙区選出議員選挙の投票箱に

投票所以外では投票できませんので注
意してください︒

︻投票時間︼ ７時〜 時
︻投票所入場券︼
票用紙交付係に入場券を提示して

⑤比例代表選出議員選挙も同様に︑投
投票用紙︵ブルー︶を受け取ってく

はがきで個人あてに郵送します︒届
投票当日忘れずに持参してください︒

目達原公民館

町民集会所︵中央公民館裏︶

を記載した投票

央公民館西側をご利用ください︒

●候補者の氏名︵政党名︶のほか他事
︵ 例 ︶﹁ ○ ○さんへ﹂﹁ ○ ○さん

④滞在先の市区町村選挙管理委員会

第４投票区

入場券︵届いていない場合でも︑選挙

︻持参するもの︼

病院や老人ホームなどに入院︵所︶

ヶ里町選挙管理委員会へ郵送します︒

横田、横田住宅、川原団地A、川原団
地B、川原団地C、川原団地D 、大曲
宿舎、永田ヶ里、中の原団地A、中の
原団地B、中の原団地C、中の原団地
D、大塚ヶ里、辛上

29

に﹂﹁当選﹂など
●候補者の誰を書いたのか確認し難い
投票

在している市区町村選挙管理委員会へ
行き︑投票用紙に記入︑内封筒 外･封筒

中の人は︑その病院 施･設が不在者投
票のできる施設として指定されている

⑤吉野ヶ里町選挙管理委員会は︑選挙

に封入します︒

場合︑施設内で不在者投票をすること

の当日︑受け取った封筒を︑選挙人の

横田公民館

は︑投票用紙の入った封筒などを吉野

ができます︒この場合︑病院や施設の

属する投票区内の投票所へ届けます︒

第３投票区

い人は︑滞在中の市区町村選挙管理委員会で

遠方での仕事などで︑町内で投票ができな

︻滞在地での不在者投票︼

ください︒

職員に不在者投票がしたい旨を伝えて

︻病院や施設での不在者投票︼

入院先や滞在先での
不在者投票

最高裁判所裁判官国民審査の投票

⑧投票用紙交付係に入場券を渡して︑

投函します︒

⑦比例代表選出議員選挙の投票箱に

略称﹂を記入します︒

⑥投票用紙に﹁一つの政党等の名称や

ださい︒

いたら︑住所︑氏名︑投票所を確認し︑
入場券が届いていない場合でも︑選
挙人名簿に登録されている人は投票で
きますが︑本人確認のため︑免許証等

上石動、下石動、西石動、上三津東、
上三津西(山田、原谷川、寺ケ里)、
下三津東、下三津西、三津住宅、
肥前医療センター病棟、肥前医療セン
ター宿舎、エトワール肥前、在川、
大曲、松葉、大曲アパート

20

30
20

の提示を求めることがあります︒ご了
承ください︒

東脊振庁舎

2

︻投票のしかた︼

第２投票区

投票は小選挙区選出議員選挙︵佐賀

永山、坂本、松隈

Q
＆
A

17 31

18

坂本公民館

30 19

45

21
21

第１投票区

Q

A
へ郵送します︒

滞在先に投票
送します︒
け取った書類

ＴＥＬ ３７ ０３３０

③選挙人は︑受
を持って︑滞

●問い合せ 三田川庁舎 選挙管理委

あります︒︶

開票は８月 日︵日︶ 時 分から︑
50
用紙などを郵

②吉野ヶ里町選

20

区
地
象
対
投票所の名称
投票区

30

私たちの声を反映させるための大切な選挙です。大切な一票を投じてください。

■投票所のご案内

投票所の
ご案内

至畑刈

