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インフルエンザ警戒中！

●町民体育大会のお知らせ● 5
●行政トピックス● 6-8

平成22年版県民手帳の販売・社会教育指導員募集 ほか

2-4

りんご雲

この日は、まだまだ夏の面影が色濃く残
る、秋晴れのとある昼下がり。そよ風に
揺れる色とりどりの旗の上では、りんご
形の大きな雲が青空の中にふんわりと、

●ハッピーバースデイ・よしのがりっ子● 9

運動会の練習をしていた元気いっぱいの

●TOWN-WATCHING（まちのわだい）● 10-12

園児たちを見守っているかのように浮か

グラウンド・ゴルフ場0PEN・男女共同参画講演会 ほか

んでいました。

●吉野ヶ里文芸● 13
●お知らせ●14-16
●消費生活情報●17
●保健・健康・カレンダー●18-19
●炎まつりのご案内・吉野ヶ里町再発見シリーズ● 20
町花：さくら

町木：さざんか

警戒中
Q1

もり保健師

Q2

適切に対処し、みんなで感染拡大を阻止しよう!!
いよいよ本格的なインフルエンザの季節が到来します。
今年は既に『新型インフルエンザ』が流行しており、
これからの季節は通常のインフルエンザと新型インフルエンザが
重なって流行するものと考えられます。
ここでは、重症化や感染拡大を防ぐために、
インフルエンザに感染している可能性がある方の
医療機関受診方法や、自宅療養方法についてＱ＆Ａで解説します。

私たち保健師が解説します︒

受
診
と療
養
の
手引
き

インフルエンザ

愛するわが町を、家族を、そして自分を守るため…

写真提供＝国立感染症研究所

…熱が出て咳もあります…

病院で受診したほうがいいのでしょうか？

Q3

…自宅で療養しています…

家族が同居しているのですが、どのような注意が必要ですか？

症状が軽く、自宅にある常備薬などで療養できる方は病院に行く必要はありま

患者であるあなたは…

せん。

○咳エチケットを守りましょう

ただし、呼吸器・心臓病・糖尿病などの持病のある方は感染により重症化する

○手をこまめに洗いましょう

恐れがあるので、なるべく早めに医師に相談しましょう。

○水分補給と十分な睡眠を心がけましょう

また、もともと健康な方でも、次のような症状が認められるときは、すぐに受

患者の同居者は…

診してください。

○患者の看護をしたあとなどには、手洗い・うがいをしましょう

【小児】
○呼吸が速い、息苦しそうにしている
○顔色が悪い（土気色、青白いなど）
○嘔吐や下痢がつづいている
○落ち着きがない、遊ばない、反応が鈍い
○症状が長引いていて悪化してきた

【大人】
○呼吸困難または息切れがある
○胸の痛みがつづいている
○嘔吐や下痢がつづいている
○3日以上、発熱が続いている
○症状が長引いていて悪化してきた

○(可能であれば)患者と別の部屋で過ごしましょう
たなか保健師

○患者と接するときには、なるべくマスクを着用しましょう
※患者の使用した食器類や衣類は、通常の洗濯・洗浄及び乾燥で消毒できます

あ、その咳！そのくしゃみ！
ご存知ですか？「咳エチケット」
咳やくしゃみが出たら…
●他の人にうつさないためにマスクを着用する。
●マスクを持っていない場合は、ティッシュなどで口と鼻を
押さえ、他の人から顔をそむけて１m以上離れる。
●鼻汁、痰などを含んだティッシュはすぐゴミ箱に捨てる。
健康づくり係
●咳をしている人にマスクの着用をお願いする。
ふくしま
※マスクの装着は説明書をよく読んで、正しく装着する。

…病院に行くことにしました…

どうやって受診すればよいのでしょうか？
受診する医療機関の発熱患者対応の診療時間や入り口などが分かっています
か？分からない場合には、まず電話をして受診方法について相談しましょう。
また、発熱患者の診療をしている医療機関がどこにあるか分からない場合など、
ご不明な点があれば次の相談窓口へお電話ください。

いび保健師

Q4

…自宅で療養しています…

熱がさがったので外出してもいいですか？
現在流行している新型インフルエンザは、発熱などの症状がなくなっても感染

〔佐賀県発熱コールセンター〕
ＴＥＬ：0120−82−1025

力は残っていて、あなたは他の人に感染させる可能性があります。
インフルエンザに感染していると診断された場合は、発熱や咳、のどの痛みな
ど症状がはじまった日の翌日から7日目までは外出しないように心がけましょ
う。
ほり保健師
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平成21年

10月11日

まだまだ遅くない!!

感染しないための予防対策
・日曜日

雨天中止（順延なし）

○外出後のうがいや手洗いを日常的に行いましょう
帰宅時などの正しい手洗い・うがいが、個人でできる予防
法では最も確実で手軽なものです。

○外出時はマスクを着用しましょう
マスクをすると、口の中の湿気が保たれ、病原体が体内に
侵入しにくくなります

○栄養と休養を十分にとりましょう
体力や抵抗力を高めることで感染しにくくなります。

○人込みや繁華街への外出は控えましょう

みんなで行こう
町民体育大会

○室内では適度な湿度を保ちましょう
○インフルエンザ・ワクチンの接種
インフルエンザを積極的に予防する方法が予防接種です。
予防接種は感染してしまった時の症状を軽くすることがで
きます。なお、高齢者の方には公費による一部補助があり
ます。

場所/東脊振小学校・中学校グラウンド

プログラム
種 目

60メートル走
玉入れ
釣り名人
フラフープくぐり
二人三脚 結ばれた二人
マスゲーム
スポーツ少年団対抗リレー
消防団
昼休み
各種グループリレー
今年は、
『ＥＣＯ』でいこう
ゲタリレー けまつれた
みんなでジャンプ
地区対抗リレー

予定時刻

対象者

9:00
9:30
9:50
10:20
10:40
11:10
11:25
11:45

先着400名
人数･年齢制限なし
老人クラブ
幼児(当日受け付け）

13:00
13:20
13:50
14:10
14:40

各種グループ

高齢者の季節性インフルエンザ予防接種
≪対象者≫吉野ヶ里町に接種当日住所を有し、接種を希望される方で次のどちらかに該
当する人
①65歳以上の人
②60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓または呼吸器の機能及びヒト免

婦人会
スポーツ少年団
消防団

疫不全ウィルスによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省で
定める人
≪実施期間≫平成21年10月1日〜12月31日（医療機関の休みの日は除く）
≪接種料金≫個人負担金1,000円（医療機関の窓口で直接お支払ください）
＊佐賀県内の予防接種広域実施医療機関であるか確認し、予約した日時に接種してく
ださい。
●問い合せ 保健課健康づくり係 TEL 51-1618

※インフルエンザ流行時は、天候等にかかわらず中止する場合があります。
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○10月は買い物袋持参運動強調月間です。

日にち

現在、国内では年間300億枚ものレジ袋が消費されています。これを
人口で割ると、国民1人あたり年間約300枚使っている計算となります。
レジ袋1枚につき約18mlの石油を使うため、年間300億枚×18ml＝55万
キロリットルの石油が使われている計算となります。
さらに、使い終わったレジ袋のほとんどがそのまま廃棄され、ゴミと
なっています。また、レジ袋に水気の多い生ゴミを入れることで、ゴミ
の重量を増やしているのも事実です。また、レジ袋を焼却すると地球温
暖化の原因となるCO2が排出されます。
買い物時にマイバックを持参すれば、ごみを減らすだけでなく、貴重
な資源エネルギーを無駄にせず、地球温暖化の防止にもつながります。

H21〜H25年度

耕作放棄地再生利用

緊急対策事業

吉野ヶ里町耕作放棄地対策協議会では、優良農地の中に存在し周辺農地に支障をもたら
す遊休農地及び、中山間地域での耕作放棄地を予算の範囲内において解消します。

楽しい子育て講座

のお知らせ

【補助対象事業】
●再生作業（障害物除去、深耕、整地等）
平成21年度から平成23年度の間で、取り組み初年度のみ対象
【補助金の額】平成21･22年度については再生作業経費の10分の9以内
平成23年度については、再生作業経費の2分の1以内

時 間

場

所

さが県民手帳
まもなく
販売開始
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●価

格 大型（14.2cm×9.0cm） ６５０円
小型（10.8cm×7.5cm） ５００円
●色
バニラ色
●発売時期 10月21日（水）発売予定（事前予約受け付けます）
●問い合せ 企画課(三田川庁舎) TEL 37-0332

容

親子リズム体操

10/21（水）10:00〜11:30

三田川児童館
野口邦子
遊戯室・工作室

食育相談・幼児食実習

11/４（水）10:00〜11:30

三田川児童館
大串千代美 リトミック
遊戯室・集会室

11/18（水）10:00〜11:30

三田川児童館
寺崎久枝
遊戯室・集会室

育児相談・エプロン
シアター・紙しばい

12/３（木）10:00〜11:30

三田川児童館
遊戯室

再就職希望支援
セミナー

職業財団

●申込み 電話またはFAX ●締切 10月６日（火） ●申込先 社会教育課 TEL 37-0340 FAX 52-2521

里町子育て支援センター
ヶ
吉野

「くるみっ子」
出前講座

●日時
●場所
●対象
●内容

10月19日(月)10:00〜12:00
東脊振健康福祉センター「きらら館」
２歳以上の子どもとその保護者
パネルシアター・エプロンシアター・紙芝居・絵本
うた遊び・ゲームなど
●持ってくる物 水筒
※事前申し込みの必要はありません。
●問い合せ くるみ保育園 TEL 52-4083

だより

●施設等保管整備（用排水施設、鳥獣被害防止施設等）
【補助金の額】事業費の2分の1以内等

手帳としての機能（各月行事予定表や日記欄）はもちろん、各都道府
県、県内市町の人口、面積などを掲載した統計編をはじめ、観光施設の
案内や官公庁の所在地、郷土の歳時記（市町のイベント）、その他、さ
が県民手帳ならではの仕事や暮らしに役立つ情報を多数掲載しています。

内

三田川児童館
小木三幸
遊戯室・集会室

●営農定着（作物の作付け）
【補助金の額】10アール当たり2万5千円（1年間対象）

平成22年版

●対象者は未就園児

10/７（水）10:00〜11:30

●土壌改良（肥料・有機物資材の投入等）
【補助金の額】10アール当たり2万5千円（最大2年間対象）

【事業実施の前提条件】
・所有者に代わり耕作する者が確保され、取り組み初年度から5年以上の耕作が見込まれること。
・農振農用地区域内の農地であること。
・作物の栽培に当たり「再生作業」に一定以上の労力と費用を必要とすること。
●問い合せ
吉野ヶ里町耕作放棄地対策協議会（農業委員会事務局内）TEL 37-0353
※ この事業を利用いただくには、農業委員会事務局へ事前に相談をお願いします。

講師

行政トピックス

行政トピックス

マイバッグ やってみませんか？

10月の
催 し

開館時間
月〜土曜 ９:30〜18:00
（10月〜４月9:00〜17:30）
※日・祝は休館です

●問い合せ 三田川児童館 TEL 53-1117
日にち
２日
(金)
３日
(土)
10日
(土)
18日
(日)
19日
(月)
24日
(土)
31日
(土)
27日
(火)
29日
(木)

時 間
10:30〜

行

事

対

象

１・２・３歳親子のつどい １・２・３歳児と保護者

材料代
無料

14:00〜

映画まつり

どなたでも

無料

14:00〜

工作室開放デー

どなたでも

無料

10:00〜
17:00

特 別 開 館 日

10:30〜

ドレミ広場

10:30〜

親子で作ろう!お弁当
①メニュー決め

未就学児と保護者

無料
材料と
弁当箱
持参

10:00〜

お弁当を作りたい親子
年齢は問いません
②お弁当作り、披露会、会食 ６組まで

11:00〜

０歳親子のつどい

０歳児と保護者

無料

10:30〜

フルーツ親子教室

１・２・３歳児と保護者

無料

●参加希望の人は直接、また
は電話でお申込ください●フ
ルーツおやこ広場は10月１
日（木）から受付開始です。
詳しくは児童館内掲示板をご
覧ください●就学前幼児は保
護者同伴で、小学生は17時
までの利用です●10月24日
（土）31日（土）の「親子
で作ろう!お弁当」は、 24日
に親子でテーマを決めてメニ
ューを考えます。それに基づ
いて31日に材料を持ってき
てもらい、実際に作ります。
出来上がったら、みんなに披
露してから食します●「フル
ーツキッズデー」は「親子の
つどい」に変わりました。
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おくぞの

り

く

奥薗 莉空くん

平成20年10月14日生まれ 【立野】
【家族からのメッセージ】１歳の誕生日お
めでとう。すくすく元気に育ってね。

【11月号募集】
●対象者 11月に誕生日を迎える満１歳から
６歳までのお子さん
●申込方法 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 10月８日(木)
●問い合せ 総務課秘書･広報係 TEL 37-0330

かわぐち

まなみ

川口 愛海ちゃん

平成20年10月３日生まれ 【上豆田】
【家族からのメッセージ】１歳のお誕生日
おめでとう！笑顔のステキな女の子になっ
てね♡

※「ハッピーバースデイ」は先着８名様で締め切ります。

さとう

る

い

やまぐち

佐藤 琉生くん

平成20年10月19日生まれ 【下豆田】
【家族からのメッセージ】１歳のお誕生日
おめでとう。これからもお兄ちゃんと仲良
くね。

たけのり

山口 孟徳くん

平成17年10月７日生まれ 【西石動】
な ら さき

ゆうた

奈良崎 雄大くん

平成20年10月２日生まれ 【上豆田】

【家族からのメッセージ】４歳おめでとう。
これからも幼稚園でお友達いっぱい作って
ね。

【家族からのメッセージ】１歳のお誕生日お
めでとう。今まで通り元気に育ってね♡

ひらやま

ゆ

な

すぎもと

平山 結菜ちゃん

平成20年10月６日生まれ 【下豆田】
【家族からのメッセージ】１歳おめでとう！
ゆなちゃんはみんなの宝物だよ♡優しい女の
子になぁれ！

み ゆ

杉本 美友ちゃん

くろだ

平成19年10月９日生まれ 【下豆田】

ゆうし

黒田 侑志くん

平成19年10月20日生まれ 【萩原】

【家族からのメッセージ】これからも元気い
っぱい育ってください。

東脊振空手クラブ
●練習日時 毎週火･金･土曜 18:00〜20:00
(土曜は13:00〜16:30)
●練習場所 東脊振小学校体育館
（土曜はさざんか武道館）
●チーム問い合せ先
内川義治 TEL53-3066
仲間と汗を流し、励ましあ
●キャプテンから一言●
いながら、けじめを付けて
これからも努力していきます。
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総務省では、経済的な理由等で地上デジタル放
送がまだご覧になれない方に対して、簡易なチュ
ーナーの無償給付などの支援を行います。
●支援を受けられる方
ＮＨＫの放送受信料が全額免除となっている世帯
で、下記のいずれかに該当する方です。
・生活保護などの公的扶助を受けている世帯
・障がい者がいる世帯で、かつ世帯全員が市町村
民税非課税の措置を受けている世帯
・社会福祉事業施設に入所されている方
●申込方法
平成21年８月時点で対象となる世帯にはＮＨＫか
ら申込書が送付される予定です。詳しくは下記へ
お問い合わせください。
●申込・問い合せ
総務省地デジチューナー支援実施センター
０５７０−０３３８４０

●応募資格 社会教育の分野について指導相談、社
会教育関係の団体の育成研究に熱意と見識を持つ人
で、平成21年12月１日現在65歳以下の町内在住者
●職務内容 高齢者大学、成人大学、各種教室、青
少年育成指導等社会教育事業の推進
●勤務時間 週24時間
●主な勤務場所 吉野ヶ里町東脊振公民館
●任用期間 平成21年12月から平成22年３月まで
（再任可）
●募集人員 1人
●報酬 吉野ヶ里町の規定による（月額125,000円）
※保険は労災保険のみで、社会保険等はありません。
希望する人は社会教育課(中央公民館内)に10月30
日(金)までに履歴書(写真貼付)を提出してください。
書類及び面接等で選考します。詳しくは社会教育課
までお問合せください。
●問い合せ 社会教育課 TEL37-0340

中央公民館に新しい本が入りました
本のタイトル

著 者

ありがトン

さわとん

スイッチを押すとき

山田 悠介

あの戦争から遠き離れて

情報センター出版

成功の法則９２ヶ条

三木谷 浩史

９９のなみだ 花

リンダブックス編集部

９．１１のジャスミン

遠藤 明子

失敗しない観葉植物 決定版

講談社

あしたうちにねこがくるの

石津 ちひろ

おしくらまんじゅう

かがくい ひろし

新花子さんがきた！！

森京 詞姫

まさかさかさま さかさ絵本
赤の巻
ぽぽのだいさくせん
親子であそぼう！
礼節を重んじ、相手を思いやる心を
●監督から一言●
育んでほしい。またクラブを通して
男女問わず、良き先輩、後輩の強い絆をきづいてほしい。"押忍"

募集

世界のあやとり大集合
他９冊

伊藤 文人
なかやみわ

!

おすすめの本

【家族からのメッセージ】お父さんにないリ
ズム感をもって歌いおどるゆうし。将来はジ
ャニーズかな。

行政トピックス

地

上デジタル放送を
見るための
簡易なチューナー給付
などの支援について

社会教育指導員

「まさかさかさま さか
さ絵本 赤の巻」
伊藤 文人 著

ネズミがみずとりに、パパラ
イオンがしきしゃに、カンガ
ルーがウサギに…まったくち
がうもう一つの絵、きみには
みえるかな？不思議で楽しい
さかさ絵本。

「ありがトン」
さわとん 著

魔法の言葉を知っていれば、
もっと人生はうまくいく！発
売前から大人気！トント ン拍
子で広がる話題のコミックエ
ッセイ。

東京書店 編
※すべて東脊振公民館で取り寄せ可能です。
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「ふれあいん祭」開催

不審者の侵入に備えて

NPO法人「LINK」の古川さん

神埼警察署員による訓練・講話
8月27日、三田川児童館で神埼警察署員による刺
又（さすまた）訓練や防犯講話が行われました。
今回の訓練は、三田川児童館に刺又が設置されたこ
とから、東脊振駐在所の江頭さんと三田川交番の江口
さんが児童館職員に対し、刺又の基本的な使い方と、
不審者が侵入した場合の対応について指導を行ったも
のです。
訓練の中で三田川交番の
江口さんは、「刺又は犯人
を捕まえるためだけの道具
ではなく、時間を稼ぐため

古川知明さん（新宮田）は、地域の活性化を目的とした
NPO法人「Link」で、活動を通して地域の多くの人とふれ合
い、小さな力をたくさん繋いでいくことで大きな力になれば
と活躍しています。
また、NPO法人「Link」は、吉野ヶ里歴史公園内で「ふれ
あいん祭（さい）」を開催予定です。「ふれあいん祭」は、
家族・地域の絆をテーマに昨年に引き続き開催され、当日は
入場無料でフリーマーケットやスケッチ大会など楽しいイベ
ントが盛りだくさんです。

■三田川交番の江口さん

【ふれあいん祭】
日 時……10月18日（日）９:00〜17:00
場 所……吉野ヶ里歴史公園 市の広場
主な催し…フリーマーケット、和太鼓演奏、
スケッチ大会、親子丸太切り競争など

の道具でもあります。不審
者が侵入した時には、刺又
を有効活用するとともに、
すぐに110番してくださ
い」と話していました。
■東脊振駐在所の江頭さん

■刺又訓練を受ける職員ら

下石動地区に消防自動車を配備

山茶花の湯にグラウンド・ゴルフ場OPEN

さざんかコース

〜

さくらコース

■今回導入された小型動力ポンプ積載車

県子連ミニバレーボール大会
8月23日、「佐賀県知事杯争奪県子連ミニバレーボール大会」(佐賀県子ども会主催)が、神埼市の神埼中央公
園体育館で行なわれ、町からは横田子どもクラブが出場しました。
大会には県内各市郡の代表14チームが参加。横田子どもクラブは、予選リーグ2試合を2勝0敗と1位で通過
し、決勝トーナメントに進出。トーナメント1試合目で二区中樽子どもクラブ(有田町)に残念ながら敗れました
が、応援に訪れた保護者からは大きな拍手が送られていました。
11 YOSHINOGARI

〜

9月1日、山茶花の湯にグラウンド・ゴルフ場が
オープンしました。江頭町長によるテープカットの
あと、地元住民や愛好家約80人が芝の感触を楽し
みながらプレーしました。
全面芝生、約7,000平方メートルのコースは、さ
ざんかコース、さくらコースがあり日没まで利用で
きます。利用料は2コース1人200円で、ボールや
クラブ一式を100円でレンタルできます。
みなさんも秋空の下グラウンド・ゴルフを楽しん
で健康増進を！

小型動力ポンプ積載車貸与式及び配置式
8月31日、町消防団北部第三分団第二部に新し
く小型動力ポンプ積載車が導入され、三田川庁舎
で貸与式及び配置式が行われました。旧車両は、
昭和59年8月に配備され25年間の長きにわたり
町民の安全安心を守ってきました。
今回導入された積載車は、国の地域活性化・生
活対策交付金を活用しており、価格は266万円、
乗車定員は8名です。
これからだんだん日暮れも早くなり、空気も乾
燥してきます。この自動車が出動しなくていいよ
うに、町民の皆さんの日頃からの火の用心をお願
いします。

芝コースで楽しむプレー

さくらコースの❹❺❻は他のコースより
一段高くなっています。

■始球式を行う江頭町長

● 営業時間
10:00〜日没
● 休場日
芝生管理による休場日時
（不定休）
● 受付･問い合せ 山茶花の湯 TEL 53-2619
YOSHINOGARI 10

男女共同参画講演会

吉田地区体操会

中島

子

■講演する林田スマさん

■一緒にラジオ体操をする吉田地区のみなさん

釣り糸を垂れる岸辺に会話弾み
たしょう
趣味の仲間も他生の縁か
松葉
香月 啓子
柿の木の下より秋は暮れてきて
な
あわてどもりて啼く秋の蝉
目達原
中島 南角
白露過ぎ白曼珠沙華ふんわりと
残暑に耐えて裏庭に咲く
伊保戸
中島 君子
ハトは屋根ツバメは電線に羽根休め
ラジオ体操の様を見ており
横田
宮地カヨ子
遠花火に想ひこもごも老の宵
か細き風鈴の音のやさしさ
箱川
真木千津子
政権はどう吹きくるか秋の風
その日暮らしの老が深まる
下三津東
松本メグミ
毎日がかわらず過ぎるむなしさも
健やかなれば倖せと思う
新宮田
中山 妙子
半月のやさしく照らす草群は
虫の合奏網戸を通す
目達原
中村 悦子
東京に台風接近せまるなか
飛び発つ孫の無事祈るのみ
上中杖上
渡邊登志子
あかるき日混沌としたくらき日を
交互に生きる今を生きをり
上中杖上
生島 愛子
清水の滝をくだりて昼時に
残暑払いの鯉料理食ぶ
立野
土井 敏明

なすび

田中千津子

茄子なり紫の色ぶらぶらと
畑の隅を秋の近づく
吉田
伊東 米子

立山は雲の上にて秋の風
鳥ノ隈

新涼や小 透ける舟だまり
田手
花田貴光絵

あない

土笛をつくる遺跡や雁渡る
上石動
西牟田紀美子
と も

幸
井上 春枝

貫頭衣旧友の案内や萩の花
上豆田
伊東
もり

修復の鎮守の杜の木下闇
永田ヶ里

︵スイス︶
時差時計合わせて秋の空路かな
田手
大澤ヨシノ
うつろ

枝

法師蝉季の移いを競い鳴く
上石動
大坪カツヨ
屋久島の世界遺産や秋の旅
田手
於保

横文字に馴れぬがままに桃すする
苔野
金子きぬ子
露草の風にゆらぎし花の色
萩原
楠 多美子
ほほ

爽やかな風頬に触れ人恋し
松葉
香月 啓子
は

とよ

村岡 和水

雨止みて緑の映ゆる青田かな
吉田
香田 春枝
とうとう

流れ行く水滔滔と豊の秋
講師

吉野ヶ里町消防団夏季訓練
原 ミツエ

おいさきにみんなと一緒おもてなし
百武 重造
リハビリを一緒に励む友がいる
吉岡 昌子
一緒でないほどよい距離でうまくいく
田中 秀子
長い夏のりこえたねとお医者さん
田中 信子
お小遣い次もらうまでもつのかな
武富 直人
やっとこさ終わりを告げた夏休み
荒木 靖子
リハビリを頑張った甲斐見えてくる
古川千代子
下駄箱に亡父の靴が律儀そに
斉藤 幾恵
ゆきし人のあの木この木もてがたなり
寺崎あさの

城野 憲子

虫の声子守唄かと聞いて寝る
上滝 初代
初孫に毎日会いにお爺さん

三宅 あや

古里へ行きも帰りものろのろと
原岡 秀夫
長い髪保育園児も憧れる

虫の音にシンクロさせる長い夜
山下麻の葉
長っ尻逆さほうきがほおかぶり
橋本みつる
香
橋本かのこ

いつまでも一緒にいたい夫婦ごま
橋本
どうなるの期待先行民主党

江口カズヨ

詫摩 綾子

向井 初子

城野 浩二
西崎久美子
西村 正紘

売るものがないので笑顔売ってます
真島美智子

コスモスに聞けば淋しくないと言う
真島 清弘

まだ狙う敗者復活からの道

忘れ物です私です女です

命綱たどればきっとある光

水遊び川の不思議を追いかける
城野くみ子

爪を噛む娘を抱きしめる抱きしめる
松尾寿美子

話したら話しただけの案が出る
松尾 利朗

帰る日は光や風をつらぬいて
権藤 貴行

真正面赤ちゃんの目に父浮かぶ
山浦 歌子

一票に迷う重さよ投票所

苔寺の苔はビロード寂として
井上千代子

売り物でないと断る売り上手
中島三千子

印象派詩人の心見るような

青じその大きく育ち野菜消え
那須 紀子

妻の座にでんといすわり今がある
兵働己登子

月あかりワイングラスを二つ置く
大塚美代子

したたかに女妻母演じきる

■激励に訪れた古川知事
■炎天下の中で行われた夏季訓練

9月6日、吉野ヶ里町消防団（福岡茂幸団長）の夏季
訓練が東脊振小中学校グラウンドで行われました。
訓練では約300人の団員が、神埼消防署職員の指導
により、停止間動作や通常点検などの訓練に熱心に取
り組んでいました。
また、今年は古川康佐賀県知事が激励のために来町
され、大雨災害時の出動への感謝と今後の団員の活躍
への期待を述べられました。

町民の安心安全のために

犬猫も長く暮らせば同居人

8月23日（日）三田川小学校運動場で、吉田地区の
ラジオ体操会が開催されました。
この体操会は、吉田地区の わ づくり委員会と吉
田地区体育委員会が主催し、夏休みの最後にみんなで
体操をしようと企画されました。夏休みの期間中、健
康な体づくりのため、子どもクラブのラジオ体操に参
加するお年寄りも増え、子どもたちとの会話も増えま
した。この日は、子どもからお年寄りまで約100人が
参加し、心地良い汗を流しました。
参加したお年よりは「すがすがしい気分で、子ども
たちから元気をもらった」と笑顔で話していました。
夏休み帰省の孫ら裏畑に
トマト苦瓜競ひもぎゐる
吉田

9月14日、三田川健康福祉センター「ふれあい
館」において、約100人が参加し男女共同参画講演
会が開催されました。
講師には「大野城まどかぴあ」の館長の林田スマ
さんを招き、「地域で輝く私たち」と題して講演を
していただきました。方言を交えた楽しい口調で身
近な事例を分かりやすく話され、参加者は時には目
頭を熱くし、自分の体験と重ねて話に聴きいってい
ました。講演を聴いた男性は「男だから頑張る、女
だから我慢する時代じゃなくなったね。先生の話は
わかりやすくて楽しかった」と話していました。

リハビリの仲間と楽しく語り合うも
同窓の友は如何まします
坂本
三好 徳子

早起きで健康に
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フルコースの人生

年金

第1号被保険者の「独自の給付」
国民年金第1号被保険者（自営業、
農業、アルバイト、学生等）として、
国民年金保険料を納めている人には、
独自の給付として『付加年金』・『寡
婦年金』・『死亡一時金』の三つの給
付があります。
●付加年金 定額の国民年金保険料
に月額400円を上乗せして納めると、
将来受け取る老齢基礎年金に付加年金
が加算され、納めた分は２年間で取り
戻すことになります。（ただし、国民
年金基金に加入している人は付加年金
保険料を納めることはできません）
※付加年金の額 200円×付加保険料
納付月数
●寡婦年金 第1号被保険者として、
国民年金保険料を納めた期間（免除期
間を含む）が25年以上ある夫が、何の
年金も受け取らずに亡くなった時、10
年以上婚姻関係（事実婚を含む）のあ
る妻に、60歳から65歳になるまでの
間受給することができます。寡婦年金
の額は、夫が第1号被保険者の期間に
ついて計算した老齢基礎年金額の４分
の３です。（ただし、死亡した夫が障
害基礎年金や老齢基礎年金を受けて
いた場合は支給されません）
●死亡一時金 第１号被保険者として、
国民年金保険料を納めた期間（免除制
度により一部納付した期間は納付率に
応じて算出）が３年（36か月）以上あ

る人が、老齢基礎年金・障害基礎年金
のいずれも受け取らずに亡くなり、そ
の遺族が遺族基礎年金を受けられな
い場合に支給されます。（ただし、死
亡一時金と寡婦年金の両方が受けら
れる場合は、どちらか一方を選択しま
す。）死亡一時金の額は、1号被保険
者として保険料を納めた期間に応じて
120,000円から320,000円です。
※遺族の範囲 死亡した人の配偶者、
子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹で、
死亡したときに生計を同一にしていた
人。
●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 TEL 31-4191

環境

秋のクリーンデー
地域美化の推進、美化意識の高揚を
目的に、町内一斉にクリーンデーを実
施します。
●日時 11月１日（日）
＊時間は各地区で決定。別日程で実施
する地区もあるため、区長または管理
人に確認してください。
●問い合せ 環境課(三田川庁舎)
TEL37-0335

ＥＭボカシ容器斡旋
ごみ減量対策として、生ごみを肥料
に変える「ボカシ肥料専用容器」「取
替用ふた」「ＥＭボカシ肥」を斡旋し
ます。
●価格（1個･袋）
●ボカシ肥料専用容器 1,550円
＊1世帯あたり3個まで
●取替用ふた 300円

＊1世帯あたり3個まで
●ＥＭボカシ肥（300ｇ） 50円
＊1世帯あたり20個まで
●受付期間･時間
10月15日（木）〜10月30日（金）
９時〜16時（土･日除く）
＊予定数量になり次第締め切ります。
●申込方法 印鑑と代金を持参の上、
三田川庁舎内環境課へ。容器は代金と
引き換えにお渡しします。
●問い合せ 環境課(三田川庁舎)
TEL37-0335

コミュニティーホール展示会
［古切手の貼絵展］
●展示期間 ９月26日（土）〜10月
10日（土）
［パステルアート展］
●展示期間 10月14日（水）〜10月
31日（土）
［体験教室］
●パステルアート・アロマの除菌ソー
プつくり・アロマの除菌スプレーつく
り
●体験日時 10月14日・21日・24
日・25日 定員 各５名
［トールペイント・パッチワーク展］
●展示期間 11月１日（日）〜11月
30日（月）
［お知らせ］
●皆さんの趣味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。
●ホームページを開設しました。
吉野ヶ里町の魅力を全国の皆さん
へご紹介していきます。地域の皆さん
にも耳新しい情報がありますので、ご
覧ください。タイトル名称は「吉野ヶ
里」です。Yahooで検索ができます。
【URL】http;//yoshinogari.net
●問い合せ 吉野ヶ里公園駅コミュニ

至佐賀
GS

吉野ヶ里町吉田819-1
15 YOSHINOGARI

暴力に

負けるなひるむな

ほっともっと横

街ぐるみ

R34
フルカワ
バイク店

ココ

●業務内容 介護保険法に基づく業務
①審査会の補助事務（常勤）
②対象者の訪問調査を行い、調査表を
作成（常勤・在宅）
●募集人員 ①②若干名
●雇用期間 平成21年11月１日〜平
成22年３月31日(２ヶ月間は試用期間。
勤務成績が良好な場合は、雇用期間を
年度毎更新)
●資格、免許等の条件
①の業務 保健師の資格及び普通自
動車運転免許取得者
②の業務 保健師、看護師、准看護師、
介護支援専門員、社会福祉士、介護福
祉士のいずれかの資格及び普通自動
車運転免許取得者（車での対象者訪問
が可能で、パソコンが実務レベルで使
用できる人）
※②の業務は車での対象者訪問が可
能でパソコンが実務レベルで使用でき
る人
●勤務形態
①の業務 月〜金曜日 週35時間
（時間外の勤務有り）
②の業務 （常勤）月〜金 週35時
間（時間外の勤務有り）
（在宅）自宅を拠点として業務を行な
い、定められた勤務時間はありません。
ただし、毎月１回研修のため、佐賀中
部広域連合に出勤していただきます。
●報酬 ①の業務月額190,000円
②の業務(常勤)月額183,200円
(在宅)調査１件当たり4,000円（これ
以外に手当て無し。調査表は、FDデ

特定非営利活動法人吉野ヶ里
臨時職員募集
●業務内容 職業指導員の補助業務
(障害者の方への就労支援)
●人数 １名
●雇用期間 11月１日〜平成22年３
月31日（勤務成績が良好な場合は雇
用期間を更新します。）
●資格免許等の条件 普通自動車運
転免許取得者、パソコンが実務レベル
で使用できる人、年齢65歳未満(平成
21年４月１日現在)
●勤務形態 月曜日〜金曜日：1日の
勤務時間5.75時間（月125時間以内）
休日：土曜、日曜、祭日、冬期休日あ
り
●給与 時給700円 雇用労災保険、
超過勤務手当、休日出勤手当有り
●募集期限 10月13日(火)までに履
歴書(写真添付)及び資格を証明する書
類(写し)を添付し、事業所事務所へ持
参してください。
●問い合せ 特定非営利活動法人
吉野ヶ里（健康福祉センターふれあい
館敷地内）(担当牛島) TEL 53-2474

催し

美味しく楽しく食べよう食事会
●日時 10月14日（水）

12:20〜14:30（12:00〜受付）
●場所 国立病院機構東佐賀病院
地域医療研修センター(旧看護学校)
●内容
12:30〜食事会「佐賀県産の食材を使
った献立」
13:00〜講演「糖尿病治療のこつ」
13:20〜「ストレッチ体操と簡単な筋
肉増強法」
●対象者 糖尿病に関心のある人
●申込方法 10月９日までに電話で
申し込んでください。（要申込）
※お弁当料金として600円を当日お持
ちください。
●申込･問い合せ 東佐賀病院地域医療
連携室 TEL 0942-94-2048

明日の介護を考える講演会
支える側が支えられるとき
〜認知症の母が教えてくれたこと〜
●日時 10月31日（土）
14:00〜16:10(開場13:00)
●会場 佐賀市文化会館 中ホール
●講師 藤川幸之助 氏
(詩人･児童文学作家)
※入場無料（申込不要）
●問い合せ 佐賀中部広域連合
TEL 40-1134

第13回「竹ものがたり」
〜「竹・光・音のシンフォニー」〜
●期日･時間 11月７日（土）
17:00 開場 18:00 開演
●場所 三田川健康福祉センター
「ふれあい館」
【１部】
バンブーオーケストラ那珂川
【２部】
吉野ヶ里バンブーオーケストラ
【３部】
OZANと仲間たち

日展・院展・創画会他、若手作家の秋・冬物の新
作花鳥画を中心に水墨山水・お正月・お祝い掛けな
ど多数揃えて展示即売を行います。

︵有料広告︶

写真の

佐賀中部広域連合
嘱託職員募集

サンプラザ

ほっともっと

七五三の撮影始まってます。
10月中は20％OFFの前撮り価格！

募集

ータで提出）
●応募方法 市販の履歴書(顔写真貼
付)、資格等証明(写し)を揃えて郵送ま
たは、持参してください。
●応募締切 10月16日(金)必着
●応募･問い合せ 〒840-0831 佐
賀市松原四丁目２番28号
佐賀中部広域連合認定審査課
TEL 40-1132

︵有料広告︶

︵有料広告︶

撮影スタジオオープン

ティーホール TEL 55-8255

期日：11月13日(金)〜11月17日(火)迄
時間：10:00〜18:00（最終日16:00迄）
場所：アートえる〈三田川健康福祉センター前〉

至鳥栖
モスバーガー

主催：

TEL 0952-51-1155

一呼吸

本当なのか

確かめて

TEL 0952-29-0085
佐賀市新栄西1丁目2-41
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海外宝くじが当選!?
相談事例） 海外からダイレクトメールが郵送され、日本語で「あなたは
○○○○」に当選した。500万円請求する権利が与えられた。この賞を受け
取るために3000円振り込み、請求用紙にクレジット番号など必要事項を記
入し、返送するように書いてある。信用できるか。 （契約者 40女性）

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

37-0336

東脊振庁舎総合窓口

37-0351

税務課

37-0334

ダイレクトメールが届いた、 パソコンで入ったサイトで「あなたはロトに
当選した」とでたが、信じていいのかという相談が寄せられています。

環境課

37-0335

会計課
海外宝くじを国内で購入することは刑法に抵触するおそれがあります。
刑法187条（富くじの発売等）では
富くじを発売した者は、２年以下の懲役または150万円以下の罰則に処する。
富くじ発売の取次ぎをした者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
に処する。
前２項に規定するもののほか、富くじを授受した者は20万円以下の罰金また
は科料に処する。

ここがポイント!
1. 申し込んでもいないのに「当選した！」「当選確実！」などということ
はありえません。
2. 信用できない相手には、クレジットカード番号など個人情報を絶対教え
ない。
3. いったん必要事項を記入し返送するとキャンセルの手続きをしない限り
引き落としが止まらない場合もあります。
4. 世の中簡単に儲かる話などありません。甘い儲け話にはのらないこと！

(下水道係)

53-7444

(三田川)

37-0337

(東脊振)

37-0352
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

目達原駐屯地を見学してみませんか

中央公民館

37-0341

東脊振公民館

52-3499

●日時 11月19日(木)
10:00〜15:00
●場所 目達原駐屯地
●内容 装備品展示･隊員食堂での喫
食体験など
●参加費 500円 (昼食代･記念写
真代等) 手続きの都合上、11月２
日以降のキャンセルはできません。
●定員 30名(先着順)
●申込方法 往復葉書に住所、氏名、
年齢、電話番号、性別、職業を記入
し郵送ください。
●締め切り 10月23日（金）必着
●申込･問い合せ 〒842-0032吉野
ヶ里町立野7 目達原駐屯地広報室
TEL 52-2161（内線206）

51-1618

●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

「ふれあい館」

51-1965

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

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

●問い合せ 商工観光課（東脊振庁舎） TEL 37-0350

司法書士による相談会を行います。

※温浴施設に関することは商工観光課へ

（多重債務、相続・遺言、登記関係等）
第２、第４木曜日、東脊振庁舎第１会議室
※相談時間は1人30分を原則とします。13:00〜15:00

●面談での相談です。専門相談員と司法書士が相談に応じます。

第33回佐賀矯正展

●相談は無料です。相談者の個人の秘密は完全に守られます。

●日時 10月18日(日)
９:30〜16:00
●場所 佐賀少年刑務所（佐賀新生
町2-1）（駐車場あり）
●内容 刑務所作業製品の展示販売、
中学生のブラスバンド演奏、太鼓演

●相談は事前予約制です。下記に電話でお申し込み下さい。
●申込･問い合せ 商工観光課(東脊振庁舎) TEL 37-0350
●受付 ９:00〜17:00(平日)
※予約は先着順です。定員になり次第締め切ります。
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あわてるな

振り込め詐欺の

●日時 10月18日(日)
8:30〜15:30
●場所 陸上自衛隊目達原駐屯地
●主な催し 装備品展示、ジープ試
乗、民生支援コーナー、子供広場、
模擬売店、対戦車ヘリコプターシミ
ュレーター体験搭乗（当日受付）
【式典行事】
●祝賀式典 10:00〜11:10
●訓練展示 11:15〜11:40
●交通 吉野ヶ里公園駅からシャト
ルバスを運行します。
●問い合せ 目達原駐屯地広報室
TEL 52-2161（内線206）

学校教育課

三田川健康福祉センター

●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

目達原駐屯地
創立55周年記念行事

37-0338

「きらら館」

消費生活相談日と場所（市・町外の人も相談できます）

無料もの忘れ相談室

催し

議会事務局

東脊振健康福祉センター

困ったときは早めに消費生活相談をしましょう。秘密は厳守します。

福祉

（ダム対策係） 37-0342

申し込んでいないのに「あなたが選ばれました」という内容の海外宝くじの

なるほど!

奏、陶器の絵付け体験など
●問い合せ 佐賀少年刑務所訓練担
当 TEL 24-3291

思うつぼ

●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
●実施予定日
10月28日（水）、11月25日（水）
時間はいずれも15:00〜17:00
１人30分程度（要予約）
●場所 東脊振健康福祉センター
「きらら館」相談室
●問い合せ･予約先
（８:30〜17:15）
おたっしゃ本舗(東脊振庁舎)
TEL 37-0344

その他

10月は土地月間
一定面積以上の土地について、売
買など取引をした場合は、国土利用
計画法により、契約締結後2週間以
内に、買主が利用目的や取引価格な
どを、土地の所在する市町村に届け
出なければなりません。県では、そ
の利用目的が公表されている土地利
用に関する計画に適合しているかを
審査し、必要に応じ利用目的の変更
を勧告することがあります。
届出をしなかったり、偽りの届出
をしたりすると罰則が科せられるこ
とがあります。詳しい手続きについ
ては、お問合せください。
●問い合せ 佐賀県県土づくり本部
TEL 25-7034
企画課(三田川庁舎) TEL 37-0332

佐賀県最低賃金の改定
10月1日から佐賀県最低賃金が改
定されました。
●改定後の賃金 １時間629円
＊精皆勤手当、通勤手当、家族手当
および時間外手当は算入されません。
特定（産業別）最低賃金は別途決定
されます。
●問い合せ 佐賀労働局労働基準部

たしかめて

振り込む前に

賃金室 TEL 32-7179

計量器定期検査
●日時･場所 11月２日（月）
東脊振庁舎10:00〜12:00
JAさが三田川支所13:30〜15:30
●定期検査対象計量器の範囲
●ひょう量が250kg以下のもの
●検査手数料
●100kg以下1,500円
●250kg以下1,900円
●分銅・増おもり(１組)250円
●直線指示はかり350円
●棒はかり400円
●問い合せ 商工観光課(東脊振庁
舎) TEL 37-0350

国道385号復旧
福岡県那珂川町国道３８５号の大
規模土砂崩れにより那珂川町市ノ瀬
（字大浦）から南畑ダムの間におい
て全面通行止めとなっておりました
が、９月11日（金）午後８時から片
側通行により一般車両の通行が可能
となりました。

労使間のトラブル解決を
お手伝いします!
雇用や賃金未払いなどの労使間の
トラブルで悩んでいませんか。労働
委員会では、公正・中立な立場であ
っせんなどの制度により、トラブル
解決をお手伝いします。利用は無料、
秘密は厳守しますので、お気軽に相
談ください。
【巡回労働相談】
●相談日時 10月６日（火）
10:00〜16:00
●場所 鳥栖総合庁舎
●問い合せ 佐賀県労働委員会事務
局 TEL 25-7242

寄附御礼
●老人クラブへ
●福山 重美様(上豆田)故ソノ様
●中島小枝子様(箱川上分)故馨様
●荒木ヤス子様(上豆田)故榮家様
●小川八月江様(田手村)故千洋様
●大隈信太郎様(下中杖)故テル子様

もう一度
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●まちの面積 43.94km2
●まちの人口（9月1日現在）
男性 7,835（＋40）
女性 8,338（＋35）
合計 16,173（＋75）
●世帯数 5,706（＋33）

10月のカレンダー
日（曜）

行

事

名

保健行事
健康相談

1 木 消費生活相談【詳】

毎週月曜日

（５・19・26）

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 金 ポリオ生ワク【詳】
3 土 図書室開放9:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
4 日
5 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
6 火 マザークラス【詳】

ポリオ生ワクチン投与

２(金)

13:00〜13:30

きらら館

H20.６月〜10月生
H21.５月生 及び
生後90月未満の未投与児

母子手帳・予診票

マザークラス ※要予約

６(火)

13:00〜13:15

きらら館

妊婦

母子手帳

13(火)

【４か月児】
13:00〜13:15
【７か月児】
13:15〜13:30

きらら館

乳児健診

7 水
8 木 消費生活相談【詳】

H21.６月生
母子手帳
H21.３月生

BCG予防接種

13(火)

13:00〜13:15

きらら館

H21.６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)

14(水)

９:50〜10:00

きらら館

乳幼児

水筒(お茶)

パパ・ママ学級①※要予約

18(日)

９:45〜10:00

きらら館

妊婦と夫

母子手帳・エプロン
三角巾・米１合・材料代

13 火 BCG予防接種【詳】乳児健診【詳】 温水プール休館日

２か月児相談

20(火)

13:00〜13:15

きらら館

H21.８月生

母子手帳

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

12か月児相談（パクパク教室）

22(木)

13:00〜13:15

きらら館

H20.10月生

母子手帳・エプロン

３歳６か月児健診

23(金)

13:00〜13:15

H18.３月・４月生

母子手帳・健康診査票

9 金
10 土 図書室開放9:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
11 日
12 月

15 木 消費生活相談【詳】
16 金

個別予防接種のお知らせ

17 土 図書室開放9:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
18 日 パパ･ママ学級【詳】

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。

19 月 健康相談【詳】 温水プール休館日
20 火 ２か月児相談【詳】
21 水
22 木 消費生活相談【詳】 12か月児相談(パクパク教室)【詳】
23 金 ３歳６か月児健診【詳】
24 土 図書室開放9:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
25 日
26 月 健康相談【詳】温水プール休館日

ニコニコペース運動教室

●乳幼児個別予防接種

28 水

三種混合（ジフテリア・百日 生後３〜90か月児
咳・破傷風混合ワクチン）
麻しん・風しん混合ワクチン（1期） 生後12〜24か月児

31 土 消費生活相談【詳】

よしのがリサイクル（8月搬出分）

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

7,540

5,430

0

2,380

150

520

1,050

119,705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（10月４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

追い出す力

地域の輪

神埼市千代田町直鳥
TEL44-2777 【外・胃・整外】

【内・小・胃】

古賀内科
10月12日 最所医院
神埼市千代田町境原
吉野ヶ里町吉田
（月） TEL52-2452 【内・胃・呼】 TEL44-2311

【内・小・胃】

和田記念病院

（日）

TEL52-3717

【整外】

神埼市神埼町尾崎
TEL52-5521 【内・胃・小】

10月25日 なかしま整形外科クリニック 中下医院
神埼市神埼町本堀
神埼市千代田町 江
（日） TEL51-1430
【整外】 TEL44-2488
11月１日 小森医院
吉野ヶ里町上豆田
（日） TEL52-1136

神埼クリニック

麻しん・風しん混合ワクチン（2期） 平成15年４月２日〜

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。

11月３日 たけうち小児科医院
神埼市神埼町本堀
（火） TEL52-2524

和田記念病院

11月８日 中尾胃腸科医院
神埼市神埼町田道ヶ里
（日） TEL52-3295

栗並医院

平成16年４月１日生まれ

＊【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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対 象 年 齢

南医院

和田内科小児科胃腸科
10月11日 おおつぼ内科医院
神埼市神埼町神埼
神埼市神埼町本堀
（日） TEL52-1525
【内】 TEL52-2021

目達原整形外科

予防接種（ワクチン）の種類

30 金

【内・胃】

持参するもの／母子手帳・予診票 10月18日 吉野ヶ里町目達原

27 火
29 木

ひらまつふれあいクリニック
10月４日 吉野ヶ里町目達原
（日） TEL51-1110

●問い合せ 保健課健康づくり係
東脊振健康福祉センター｢きらら館｣
TEL51-1618

【小・内】

【小】

【外・整外・胃・内】

神埼市神埼町田道ヶ里
TEL53-1818 【内・胃・呼】
神埼市神埼町尾崎
TEL52-5521 【内・胃・小】
神埼市神埼町枝ヶ里
TEL52-2977

町の両健康福祉センターで、
ニコニコペース運動を実施しています。
メタボ・生活習慣病予防改善のため、
運動を
始めてみませんか？あなたの体力にあった運動量を健康運動指導士がアドバイスします。
≪利用時間≫
東脊振健康福祉センター「きらら館」 月〜金 8:30〜17:00
三田川健康福祉センター「ふれあい館」月・水・金 8:30〜17:00（12：00〜13：00は昼休み）

暴力団

追放できる

強い町

【内】

【内】

【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
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吉野ヶ里ふるさと炎まつり

2009
●と

き

●ところ

10月24日（土）･25日（日）
祭りの広場（吉野ヶ里歴史公園内）

●最寄りの駐車場 ふるさと炎まつり臨時駐車場（公園西口交差点北）
※このほか当日は、東口･西口駐車場とも無料で、入園料も無料となります。
●詳しいお知らせ 後日、ふるさと炎まつり実行委員会が、案内チラシを配布します。
● 問い合せ

吉野ヶ里ふるさと炎まつり実行委員会事務局
商工観光課(東脊振庁舎) TEL37-0350
きんもくせい

YOSHINOGARI

吉野ヶ里町
再発見シリーズ

DISCOVER

第４回

頬を撫でる心地よい風にのっていい香りが届く。そう、金木犀の香りだ。この季節になる
じんちょうげ

くちなし

と、庭の金木犀がオレンジ色の花を咲かせ、芳香を放つ。春の沈丁花、夏の梔子、秋の金木
ろうばい

犀、冬の蝋梅は、香りを放つ樹木の代表種であ
る。甘めで強くしっかりとした香りであることから、
ひと頃はトイレ用芳香剤として人気を博した。嘘み
たいな話だが、その影響で実物の金木犀の香りを
トイレの香りと勘違いする子ども達も出た。
木犀は中国原産の雌雄異木で、その由来は幹肌
さい

が皮膚の堅い動物の犀に似ることからだ。日本へ
の伝来は室町末期か江戸初期とされているが、呉

石塔院とラカンマキ

音の「サイ」ではなく、漢音の「セイ」が採用された結果、
「モクセイ」と

石塔院と金木犀

言われるようになった。

しゃく

吉野ヶ里町にある木犀はほとんどが金木犀で、樹齢２百年を超える石

とういん

塔院の金木犀は「佐賀の名木古木」に指定されている。石塔院は、吉野ヶ
とうみょうじ

げんこう

里歴史公園の天の浮橋からすぐ北方に位置している。東妙寺と共に、元寇の国難に対する
めいさつ

これやすしんのう

勅願祈祷所として建立された名刹で、惟康親王の五輪塔等多くの石塔がある。山門には、佐

37-0330

松本農園の松本茂さんと賀の役（1874年）当時の弾痕が残っている。なお、石塔院のラカンマキは推定樹齢１千年に
成長中のニンニク畑（合成写真）
達し、
「佐賀の名木百選」に選ばれている。
散策にはいい季節となった。秋のいい日、金木犀の香りを楽
しみながらの歴史探訪をお楽しみあれ。蛇足ながら、金木犀の
花は、茶に混ぜて桂花茶と呼ばれる花にしたり、蜜煮にして香
そろばん

味料としても利用される。また、材質が堅いため、算盤の珠や
印鑑の材、家具としても利用される。

石塔院境内の五輪塔
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