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吉野ヶ里ふるさと炎まつり

2-7

古跡の夕暮れ
人も景色も慌ただしくなる年の暮れ。

●高額医療・高額介護合算療養費制度のお知らせ● 8-9

吉野ヶ里ふるさと炎まつりが開催されて

●総合文化センターQ&A●10-11

いたこの日、会場から少し離れたこの場

●TOWN-WATCHING（まちのわだい）●12-15
駐屯地壁画・竹ものがたり ほか

●行政トピックス● 16

平成22年度保育園入園申込み ほか

所では、森閑とした中に淡い薄紅色の空
が広がっていました。遠く弥生時代を生
きた先人たちは、同じ場所で何を想い静
かな夕暮れを眺めたのでしょうか。

●ハッピーバースデイ・図書室だより● 17
●お知らせ●18-20
●吉野ヶ里文芸● 21
●保健・健康・カレンダー● 22-23
●そば打ち体験教室・吉野ヶ里町再発見シリーズ● 24
町花：さくら

町木：さざんか

【オークション】
電化製品がびっくりするような安値で競り落とさ
れていた。また恒例の洗剤やお菓子などの安売り
ではジャンケンマンが登場。勝って商品を手に入
れたい人の長い列があっという間にできていた。

◆ かがり火点火◆

会場イベント 2日目

【那珂川町から】
おとなり那珂川町よりカントリーウエスタンの披露。

【ステージ】
日舞と太極拳が披露された。

【園児の遊戯】
【パーシーズ】
【ステージ】
サダメ流星群や地元出
身者で結成された
WIZZバンド登場。

欠かせない存在となった「パーシーズ」は、なんと
旧三田川町の第１回炎まつりから連続12回の出演。

東脊振幼稚園、くるみ保育園、吉野ヶ里幼稚園の園児
によるお遊戯。ビデオやカメラを構えた保護者たちが
ステージを取り囲んでいた。

【火おこしゲーム】

【琉球國祭り太鼓・エイサー】

なかなか火がつ
かず、参加者は
大苦戦！

飲む

今年初登場のエイサー。会場中を巻き込んでの
パフォーマンスで大盛り上がり。

バンブーオーケストラと赤熊太鼓の演奏
のあと︑吉野ヶ里の空に ︑１００発の
花火が打ち上げられた︒

︻初日フィナーレ︼

【よさこい】

食う

地元「よさこいソーラン隊」が出演。会場には一緒に
踊る人も。

切る
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【吉野ヶ里タイムアタック】
ラムネの早飲みに始まり、続いてケーキの早食い、
最後は直径20cmの丸太を切って速さを競う過酷
なレース。通常は３人１組で「飲む」「食う」「切
る」のタイムを競うが、１人で出場する人もいた。

【佐賀にわか】
今年も笑いの集団「炎祭り劇団」が登場。会場は多く
の観客で埋まり爆笑が続いた。
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保育園入園申込みのお知らせ
やまざき
やまさき

山

あ

ゆ

愛唯ちゃん

平成19年12月27日生まれ 【立野】
【家族からのメッセージ】２歳のお誕生日
おめでとう。いっぱい食べて遊んで元気に
育ってね♡

とくなが

め

【１月号募集】
●対象者 １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。申し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 12月３日(木)
●問い合せ 総務課秘書･広報係 TEL 37-0330
※「ハッピーバースデイ」は先着８名様で締め切ります。

い

平成18年12月30日生まれ 【目達原】
【家族からのメッセージ】いつもニコニコ
なめいちゃん。その笑顔に癒されます。ね
えねと仲良くね。

り

り

お

平成20年12月29日生まれ 【川原団地】
【家族からのメッセージ】１歳おめでと
う！ねえね、にいにと仲良く遊んで元気
100倍大きくなってね。

上記の条件を証明する添付書類

ひろわたり ひかり

永 萌衣ちゃん

いしまつ

いけだ

池田 理央くん

つる

ゆうか

平成20年12月19日生まれ 【立野】

平成18年12月19日生まれ 【萩原】

【家族からのメッセージ】北風にも負けず、
明るく元気に育ってくれることを皆で祈っ
てます。

【家族からのメッセージ】いつまでも笑顔の
かわいいゆうかちゃんでいてね。

こみや

く

廣渡 耀ちゃん

鶴 夕華ちゃん

さとう

りょう

み ゆ

ゆ ま

石松 凛空くん

小宮 涼くん

平成20年12月18日生まれ 【吉田】

平成18年12月30日生まれ 【永田ヶ里】

佐藤 未優ちゃん・優茉ちゃん【立野】

【家族からのメッセージ】無限の胃袋を持つ
凛空くん!!これからもたくさん食べて大きく
なってネ♡

【家族からのメッセージ】３歳の誕生日おめ
でとう！パパ、ママ、じいじ、ばあば、涼君
の事が大好きだよ。

【家族からのメッセージ】お誕生日おめでと
う。スクスク元気に育て！

平成18年12月10日生まれ 平成20年12月８日生まれ

中央公民館に
新しい本が
入りました
本のタイトル

他11冊
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遠藤 明子
谷口 令
伊坂 幸太郎
東野 圭吾
ジョディ・ピコ̶
野田 佳彦
堂場 舜一
清水 のりえ
ジュリーサイクス
神沢 利子
江国 香織
さとう ねえ子
アン・グットマン

※すべて東脊振公民館で取り寄せ可能です。

!

おすすめの本

プリズン・トリック
谷口令の置くだけ風水
あるキング
新参者
私の中のあなた 上 下
民主の敵 政権交代に大義あり
チーム
だいじなだいじな
サンタクロースのいそがしい日
ぽとんぽとんはなんのおと
雪だるまの雪子ちゃん
ことりのうち
ペネロペのカーニバル

著 者

『新参者』
東野

圭吾

来年度の入園希望者（町外の認可保育所も含む）の申し込みを受け付けます。
また、現在保育所（園）に在園している場合も申込書を再度提出してください(毎年度入所の申し込みが必要で
す) 。町外の認可・公立保育所に入所ご希望の場合でも申し込みは吉野ヶ里町になります。
入園できるのは、保護者のいずれもが次の(1)〜(6)に該当し児童を保育することができないと認められる場合で
あって、かつ、同居の親族その他のものが当該児童を保育することができないことを認められる場合です。
（１）居宅外で労働していること（求職中は３ヶ月間の期限付き許可）
（２）居宅内で当該児童と離れて、日常の家事以外の労働をしていること
（３）死亡、行方不明、拘禁などにより、親がいない家庭
（４）母親の出産（出産月と前後２ヶ月ずつまで最長５ヶ月間）、または両親が疾病、負傷か精神若しくは身体に
障害を有していること
（５）長期にわたり同居の親族を常時介護、看護していること
（６） 家屋が火災、風水害、地震などの災害に見舞われ復旧中であること

行政トピックス

平成22年度

著

日本橋。江戸の匂いも残るこ
の町の一角で発見された、ひ
とり暮らしの40代女性の絞殺
死体。「どうして、あんない
い人が・・・」周囲がこう声
を重ねる彼女の身に何が起き
ていたのか。着任したばかり
の刑事・加賀恭一郎は、事件
の謎を解き明かすため、未知
の土地を歩き回る。

（１）・（２） に関しては「勤務証明書」、求職中の場合は「求職状況申立書」
（４）に関しては母子手帳の写し
（４）・（５）に関しては診断書、「入院・通院・看護届」
※また保育料決定資料として、両親の平成21年分の給与の源泉徴収票を後日職場からもらい、写しを提出
してください。確定申告をする方は備考に記入し、後日写しを提出してください。
※Ｈ22.4.1現在65歳未満の祖父母が同居していれば、その方の分も必要です。
【対象児童】 《吉野ヶ里保育園》…生後６ヶ月以上から就学前
《くるみ保育園》…生後２ヶ月以上から就学前
《吉野ヶ里ころころ保育園》（吉野ヶ里幼稚園内H22.4開園）…生後６ヶ月以上から就学前。申し込
みは直接保育所へ（TEL52-2080 11/2〜12/25受付）
【申込み期間】 平成21年12月１日（火）〜12月25日（金）
【申込書配布・提出場所】 三田川･東脊振庁舎総合窓口(町内保育園に在園中の人は、保育園にて配布・回収します)
【入所決定】 新規入所児童は来年２月初旬に保護者面接を行い、その後２月末頃内定します。
（入所決定は、申込み順ではありません）
【問い合せ】 福祉課児童支援係（東脊振庁舎） TEL 37-0343

「肺炎球菌予防接種」助成申請手続きが
各庁舎の総合窓口でできるようになりました
≪助成申請から接種までの流れ≫
①助成申請及び助成券発行
「保険証」または「印鑑」を持参してください。本人申請が原則です。
＊手続き場所は、各庁舎総合窓口及びきらら館
＊助成券の再発行はできませんのでご注意ください。
②ワクチンの予約
町内の実施医療機関へ必ず予約が必要です。
③ワクチンの接種
接種当日は「保険証」と「助成券」を実施医療機関に持参してください。
＊助成額を差し引いたワクチン代を窓口でお支払いください。
≪対 象 者≫
65歳以上（再接種は、初回から５年経過していれば可能となりました）
≪助 成 額≫
2,000円
≪実施医療機関≫ 小森医院・最所医院・ひらまつふれあいクリニック・松本医院・みつます耳鼻咽喉科
目達原整形外科・西谷クリニック・肥前精神医療センター
●問い合せ 保健課健康づくり係（きらら館） TEL 51-1618
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年金
にっぽん

「日本年金機構」が
来年1月1日からスタート！

来受け取る年金が少なくなったり、受
けられなくなる場合があります。次の
ようなときは、役場で国民年金の加入
手続きをしてください。
・厚生年金や共済組合などに加入し
ていない方が20歳になったとき。
・60歳になる前に会社や官公庁な
どを退職したとき。
・収入が増え、被扶養配偶者でなく
なったとき。
・配偶者が退職したとき。
●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

●掲載料金
【町内企業】
●縦５㎝横17㎝ 5,000円
●縦５㎝横８㎝ 3,000円
【町外企業】
●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)
●掲載枠 掲載位置と掲載枠数はそ
の都度決定します。
●問い合せ 総務課秘書･広報係
(三田川庁舎) TEL 37-0330

【社会保険庁が廃止され、新たに「日
本年金機構」がスタートします】
国民の皆様の信頼に応え、一層の
催し
サービス向上の実現を目指し、社会保
険庁は組織・人員を一新し、
「日本年
募集
コミュニティーホール展示会
金機構」として生まれ変わります。
●現在の社会保険事務所は、新たに
[ 三田川水墨画展 ]
「年金事務所」と名称が変わりますが、
●展示期間
若者自立支援セミナー
年金相談などの窓口として引き続きご 【セミナー①】職業ふれあいセミナー
12月５日（土）〜12月19日（土）
利用できます。また、
「年金事務所」は、 「物創りから販売まで」
[花の写真展]
現在ある社会保険事務所の建物をそ
●日時 12月17日（木）
●展示期間
のまま使用されますので、所在地に変
14:00〜16:00
12月20日（日）〜１月19日（火）
更はありません。
【セミナー②】自分みがきセミナー
※皆さんの趣味などの作品をコミュ
●日本年金機構の設立に伴い、これま
「言葉で伝える自己ＰＲ」
ニティーホールで展示できます。 遠
で社会保険庁や社会保険事務所から
●日時 12月24日（木）
慮なくご相談ください。
発送されていた各種の関係書類は、 14:00〜16:00
●問い合せ 吉野ヶ里公園駅コミュ
内容により、今後は厚生労働省または
●受講料 無料
ニティーホール TEL 55-8255
日本年金機構の名義でご案内される
●定員 各30名（先着順）
ことになりますが、皆様方に何らかの
●会場 （独）雇用・能力開発機構
福祉
手続きをしていただくことはありませ
佐賀センター（佐賀市兵庫町若宮）
ん。
●申込み・問い合せ （独）雇用・
三田川児童館だより
●日本年金機構は、社会保険庁から
能力開発機構佐賀センター
公的年金の運営業務を引き継いで行
TEL 26-9498
【児童館の主な行事】
われることになり、国の制度として引
●12月２日（水）11:00〜
広報紙への有料広告を募集
き続き運営されることについては、こ
おはなしあそび
れまでと変わりません。
「広報吉野ヶ里２月号」に掲載する
●12月５日（土）10:00〜12:00
【こんな時は手続きを】
有料広告を募集しています。
親子陶芸教室
国民年金は、日本国内に住所がある
●申込締切 12月21日(月)までに、 ●12月10日（木）14:00〜
20歳以上60歳未満のすべての方が加
申込書と広告の原稿など(内容が分か
フルーツ親子広場「クリスマスケー
入する制度です。届出を忘れると、将
るもの)を提出してください。
キを作ろう！」

やすらぎ

上峰斎場

TEL 0952-53-3520

東尾斎場

TEL 0942-89-4994
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会員募集中!

暴力に

街ぐるみ

水道管に冬支度を！
気温がマイナス４度以下になると、
水道管が凍結して水が出なくなった
り、破裂して漏水することがありま
す。
●凍結を防ぐには 露出した水道管
や屋外にある蛇口に厚手の布等をか
ぶせ、ビニルテープなどで巻きつけ、
保温してください。
●もし凍結して水が出ないとき
凍った部分にタオルや布をかぶせ、
その上からゆっくりとぬるま湯をか
けて溶かしてください。直接、熱湯
をかけると、破裂する場合がありま
すので注意してください。
●破裂した時 まず、止水栓を止め
てください。水が止まらないときは、
破裂した箇所にタオルやビニルテー
プ等を巻いて応急措置をし、お近く
の指定給水装置工事事業者へ修理を
依頼してください。
●問い合せ 佐賀東部水道企業団
神埼営業所 TEL 52-1520

迎春用の掛軸を日展・院展・創画会他若手無所属作家の
方々が描いた「高砂」「鶴亀」「日の出」「梅に鶯」「南
天」「水仙」「椿」「牡丹」その他多数の作品を一尚に展
示し即売会を行います。どうぞこの機会をご利用ください。
期日：12月18日(金)〜12月23日(水)迄
時間：10:00〜18:00
場所：さくら画廊 佐賀市新栄西1丁目2-41タワラビル1F
電話：TEL 0952-29-0085

地域特別会員（無料）
ゴールド会員（入会金1,000円のみ）

負けるなひるむな

その他

迎春用掛軸展

〒849-0113 三養基郡みやき町東尾3159 TEL 0942-89-3282

年 中 無 休
24時間受付

解決にお困りの人のために、全国に
「自動車保険請求相談センター」を
設置し、自動車損害賠償責任保険並
びに任意自動車保険の請求について
の相談を専門の相談員が無料でお受
けしています。
●相談日 月〜金曜日（祝日を除
く）９:00〜12:00、13:00〜17:00
●弁護士相談日 毎週水曜日（要予
約）13:00〜16:00
●問い合せ 社団法人日本損害保険
協会九州支部 佐賀自動車保険請求
相談センター TEL 29-8768

︵有料広告︶

︵有料広告︶

︵有料広告︶

吉野ケ里町社会福祉協議会 指定
みやき町社会福祉協議会 指定
上峰町社会福祉協議会 指定

綜合
葬祭

●12月12日（土）14:00〜
ごみ収集カレンダーどおり収集
「クリスマスケーキを作ろう！」
●粗大ごみ 脊振広域クリーンセン
●12月16日（水）10:30〜12:00
ターには12月29日(火)まで搬入可能
佐賀女子短大ミュージカル「てぶく
●年始の収集等の業務
ろ」
１月４日（月）から通常どおり
●12月20日（日）14:00〜
●問い合せ 脊振広域クリーンセン
「クリスマスグッズを作ろう！」
ター TEL 51-9010
※日曜開館日10:00〜17:00
【リサイクルセンター】
●12月21日（月）10:30〜
●年内の収集 12月28日(月)まで
ドレミ広場
ただし、12月31日（木）8:30〜
●12月25日（金）14:00〜
17:00に臨時収集を行います。
JA講座「吉野ヶ里町の野菜」
●年始の収集 １月４日（月）から
※12月20日「クリスマスグッズを作 【犬の捕獲・引取り】
ろう！」：リースかツリーのどちら
●犬捕獲業務 12月25日(金)まで
かを選んで市販の材料を使って作り
●犬の引取り･回収 12月25日
ます。児童館に来て決めてください。 （金）午前中まで（動物管理センタ
※12月25日「JA講座」：吉野ヶ里
ーでの引取りも同日まで）
町の農産物の話の後、ゲームをします。 ●年始の狂犬病予防などの業務
●申込み 参加希望の人は事務室で
１月４日（月）から通常どおり（や
申し込むか電話で申し込んでください。 む得ない場合を除く）
参加対象者、定員、材料代等詳しくは
●問い合せ 環境課（三田川庁舎）
児童館にお問い合わせください。
TEL 37-0335
●開館日時 月〜土曜（日・祝休
浄化センター内の環境課
み）９:00〜17:30
下水道係が三田川庁舎へ
●問い合せ 三田川児童館
TEL 53-1117
現在、浄化センターで業務を行っ
ている「環境課下水道係」が平成22
年１月４日から三田川庁舎１階で業
環境
務を行います。
なお、下水道の使用開始･中止･人
年末年始の環境関連業務
数変更･免除申請などの届出は、今ま
【し尿の汲取り】
でどおり三田川庁舎及び東脊振庁舎
●年末（汲取予約最終受付）
の総合窓口係で受付します。
12月17日（木）
●問い合せ 環境課 TEL 37-0335
●年始 １月４日（月）から
●問い合せ
相談
環整工業(有) TEL 52-2718
(有)三神清掃社 TEL 52-3706
※地区によって業者が異なります。
交通事故にあった人の
【ごみの収集】
ための無料相談
●可燃物・不燃物
近年、複雑化している交通事故の

一呼吸

本当なのか

確かめて
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その他
お ん だ やき

小鹿田焼の素朴な味に温まり
手に取りし湯呑離せずにいる
松葉
香月 啓子

いらか

廃校の甍を守るさくら葉の
二三枚ほど空に残れり
目達原
中島 南角

重たげにゆれつゝ稲の刈られゆく
見の限りなる金色の波
箱川
真木千津子

初霜に光りあつめて草紅葉
真珠のごとくつぶらに映ゆる
下三津東
松本メグミ

長病みの頑固な夫は看りいる
わが身案じるか白髪の増えしと
新宮田
中山 妙子

子育て応援特別手当の
執行停止に関するお詫び

有明のうしほで育つシチメンソウ
寺崎アサノ

月丸く大きくなっていく楽しさよ
吉岡 昌子

予定表充実してるカレンダー
那須 紀子

いねむりの青い月影青空に

義父逝きぬキンモクセイの香に抱かれ
山下麻の葉

あかあか

武富 直人

広がれる七面草は紅々と
先客万来笑ひて迎ふ
伊保戸

砂浜が沈んでいくよ温暖化

くしゃみした僕を気づかう昼の月
中島三千子

中島 君子
秋ですね各種スポーツ泣き笑い
原岡 秀夫

思うつぼ

詫摩 綾子

レシートで何を買ったかもう一度
古川千代子

原発の使い古しは の遺産

秋冷の夜空に星座たしかむも
オリオン流星ついに逢はざり
横田
宮地カヨ子

三世代暮していますむつまじく
上滝 初代

青春の甘さ漂う子連れパパ
江口カズヨ

隣りより双手に受けし熟柿かな
苔野
金子きぬ子

ご不沙汰の電話涙がほろほろと
斉藤 幾恵
井上千代子

枝

振り込め詐欺の

子も二人父らしくなり七五三
田手
於保

先生もマスクの中で笑い声
大塚美代子

長い目で見てやりたいが恐ります
荒木 靖子

野菊晴れ陶器の里を訪ねけり
上石動
大坪カツヨ

シチメンソウ鰯雲まで応援し
向井 初子

つがい

原 ミツエ

大澤ヨシノ

西崎久美子

裏庭の山椒の薫り深呼吸

望楼に番の鳩や秋夕焼
田手

一日が終る下絵のまま終る

誰だっけどこかで会った人だけど
兵働己登子

ピカピカの机揃って待つ孫よ
橋本

サイコロのなんとも退屈な四角
松尾寿美子

おれの部屋思ったよりもかたずいて
百武 重造

友に会う初咲きの菊手土産に
永田ヶ里
井上 春枝

さあ仕事まずは机を片付ける
橋本かのこ

一目見て心高鳴る赤い糸

古川 清治

机買う親のキアイが入ってる
三宅 あや

白石を握ると棋風まで変わる
西村 正紘

晩学の火を掻き起す秋の夜

幸

長谷川久栄

香

幼い日頭を打った大机

千石山に山茶花咲いて秋急ぐ
真島 清弘

松尾 利朗

リハビリはやる気根気と褒め言葉
橋本みつる

タンポポといっしょに風を待ってます
真島美智子

化粧ビンあと一滴とふり落とす
城野 憲子

紅蕎麦や遺跡の丘に吉野ヶ里
上豆田
伊東

丹精を込めた数だけ菊花展
松葉
香月 啓子

吹き溜り三三五五に枯葉舞う
吉田
香田 春枝

田中千津子

足湯して女賑やか紅葉狩
上石動
西牟田紀美子

紫の一粒落ちし式部の実
鳥ノ隈

じゅくし

ゆらゆらと熟柿取る棹若きかな
萩原
楠 多美子

いわし雲泳ぎ疲れて日が暮れる
白井みすず

あわてるな

畳替へ藺草の匂ひする居間に
秋の陽射しの入りて明るし
目達原
中村 悦子

東京の天気予報が気にかかる
孫住む町の寒さいかにと
上中杖上
渡邊登志子

起きがけに窓を開くればオリオン座
流星一つ明るく流る
立野
土井 敏明

﹁どーんどーん﹂
と音の聞こえ来吉野ヶ里の
ひ
夜空の絶景今日は炎まつり
吉田
中島
子

こうべ

首たれ色づきたるや稲の穂に
刈とりせまる秋の風景
吉田
伊東 米子
菊鉢を置いて駐在今日も留守
講師
村岡 和水
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たことを心よりお詫び申し上げます。
●問い合せ 福祉課児童支援係 TEL
37-0343

子育て応援特別手当（平成21年度
版）については、小学校就学前３年間
に属するお子様1人あたり、３万６千
円を支給することとなっていましたが、
より充実した新しい「子ども手当」の
創設など子育て支援策を強力に推進す
るため、執行を停止させていただくこ
とといたしました。
支給対象者の皆様をはじめ、多くの
方々に大変なご迷惑おかけいたしまし

12月4日〜10日は「人権週間」です
県内には法務大臣が委嘱した人権
擁護委員がいます。地域に根ざした
活動を行い、地域の中で人権思想を
広め、人権侵害が起きないように見
守り、法務局の人権相談所や自宅な
どで皆さんからの相談を受けるなど、
積極的な活動を行っています。
●町内の人権擁護委員（敬称略）
山田澄雄（萩原）、井上千代子（吉
田）、中島明彦（大塚ヶ里）、柿本
一義（永田ヶ里）

多重債務
必ず解決策はあります
●問い合せ 商工観光課（東脊振庁舎） TEL 37-0350

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
なるほど！
保健課
37-0345
多重債務の相談については各市町村の消費生活センターは毎回無料で、県弁
護士会、司法書士会、法テラスなどは初回無料で相談を受け付けています。一
農林課
37-0347
定の要件にあった人には弁護士費用の法律扶助制度もあります。
建設課
37-0348
ここがポイント！
都市計画課
37-0349
解決策は債務整理です。
任意整理 弁護士などの専門家に依頼し債権者と話し合い、借金を引き直した
商工観光課
37-0350
額以下にします。３年程度で支払っていきます。費用は１社あたり
農業委員会
37-0353
２〜３万円程度かかります。
中央公民館
37-0341
特定調停 自分で手続きができます。簡易裁判所の調停委員会と貸主が交渉し、
東脊振公民館
52-3499
引き直した額まで借金を減額します。比較的新しい借金の場合。１
社あたり数千円かかります。
東脊振健康福祉センター
個人再生 弁護士に依頼し、地方裁判所で認可した再生計画で返済します。定
「きらら館」
51-1618
期的に収入が見込める人、住宅を残したい人向け。住宅ローンはそ
三田川健康福祉センター
のままか延長して支払い、その他の債務を減額します。費用は３０
「ふれあい館」
51-1965
万円〜６０万円かかります。
自己破産 弁護士に依頼し、地方裁判所を通じ債務の支払いを免責してもらい
東脊振幼稚園
52-2936
ます。日常生活をするだけの収入しかない人。費用は３０万円〜６
吉野ヶ里保育園
52-3024
０万円かかります。
三田川児童館
53-1117
債務整理をしたときのメリット
※温浴施設に関することは商工観光課へ
弁護士の受任通知や裁判所の申立通知が届くと業者の取立が止まります。借金
が減る可能性があります。ただし債務整理後は、カード使用や業者への借金が
７年程度できなくなります。またヤミ金から借金しないかと誘
いがくるので注意しましょう。
司法書士による相談会を行います。
※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
（多重債務、相続・遺言、登記関係等）
します。
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
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

たしかめて

●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。
●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。
●相談は事前予約制です。下記に電話でお申し込みください。
●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。

振り込む前に

もう一度
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●まちの面積 43.94km2
●まちの人口（11月1日現在）
男性 7,839（＋14）
女性 8,343（＋ 9）
合計 16,182（＋23）
●世帯数 5,742（＋ 9）

12月のカレンダー

保健行事

※出生数16 死亡数 9（9/15〜10/14届出）

日（曜）

行

事

名

健康相談

1 火 乳児健診【詳】 BCG予防接種【詳】

毎週月曜日

９:00〜11:00

（７・14・21）

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 水

【４か月児】
13:00〜13:15
【７か月児】
13:15〜13:30

きらら館

１(火)

13:00〜13:15

きらら館

８(火)・９日(水)

13:15〜15:30

ふれあい館

10(木)

13:15〜15:30

きらら館

２か月児相談

15(火)

13:00〜13:15

きらら館

H21.10月生

母子手帳

11 金

おやこ教室（ワン・ツー体操）

16(水)

９:50〜10:00

きらら館

乳幼児

水筒（お茶）

12 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館

12か月児相談（パクパク教室）

16(水)

13:00〜13:15

きらら館

H20.12月生

母子手帳 エプロン

13 日

３歳６か月児健診

18(金)

13:00〜13:15

きらら館

H18.５月・６月生

母子手帳 健康診査票

3 木 消費生活相談【詳】

１(火)

乳児健診

4 金 行政･人権相談（農村環境改善センター）９:30〜12:00
5 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館

BCG予防接種

6 日
7 月 健康相談【詳】 温水プール休館日
9 水 骨粗鬆症検診【詳】 おしゃべり広場きらきら10:30〜14:30中央公民館
10 木 骨粗鬆症検診【詳】 消費生活相談【詳】

母子手帳
H21.５月生
H21.８月生及び生後
６ヶ月未満の未接種児

母子手帳・予診票
受診票 自己負担金

40歳以上

骨粗鬆症検診

8 火 骨粗鬆症検診【詳】

H21.８月生

受診票 自己負担金

14 月 健康相談【詳】 温水プール休館日
15 火 ２か月児相談【詳】

個別予防接種のお知らせ

16 水 おやこ教室（ワンツー体操）【詳】 12か月児相談(パクパク教室)【詳】

日曜・祝日在宅当番医

23 水

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。

24 木 消費生活相談【詳】

●乳幼児個別予防接種

17 木 消費生活相談【詳】
18 金 ３歳６か月児相談【詳】
19 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
20 日
21 月 健康相談【詳】 温水プール休館日
22 火

予防接種（ワクチン）の種類

26 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館

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）

3歳6か月児健診

対 象 年 齢

28 月 温水プール休館日（〜１月４日）

麻しん・風しん混合ワクチン（1期） 生後12〜24か月児

29 火 図書室休館日（〜１月３日）

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

30 水
31 木
＊【詳】…詳しくはお知らせページなどをご覧ください。

よしのがリサイクル（10月搬出分）
新 聞

その他
紙

8,380

6,300

シュレッター ダンボール
160

2,290

単位：kg

紙パック

アルミ缶

ペットボトル

売却金額

120

410

590

119,511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。
☆吉野ヶ里町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（12月６日）８:30〜17:00
●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
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暴力を

追い出す力

地域の輪

【内・胃】

和田内科小児科胃腸科
神埼市神埼町神埼
TEL 52-2021 【内・小・胃】

古賀内科
12月13日 おおつぼ内科医院
神埼市千代田町境原
神埼市神埼町本堀
（日） TEL 52-1525
【内】 TEL 44-2311

【内・小・胃】

西谷クリニック

12月20日
吉野ヶ里町大塚ヶ里
（日） TEL 52-3139

【内・小・脳】

和田医院
神埼市千代田町嘉納
TEL 44-2046
【内・小】

中下医院
12月23日 目達原整形外科
吉野ヶ里町目達原
神埼市千代田町 江
持参するもの／母子手帳・予診票
（水） TEL 52-3717
【整外】 TEL 44-2488

25 金
27 日

ひらまつふれあいクリニック
12月６日
吉野ヶ里町目達原
（日） TEL 51-1110

なかしま整形外科クリニック

神埼クリニック

小森医院

和田記念病院

【内】

12月27日
神埼市神埼町本堀
神埼市神埼町田道ヶ里
（日） TEL 51-1430
【整外】 TEL 53-1818 【内・胃・呼】
12月29日
（火）

吉野ヶ里町上豆田
神埼市神埼町尾崎
TEL 52-1136
【小・内】 TEL 52-5521 【内・胃・小】

たけうち小児科医院
栗並医院
12月30日 神埼市神埼町本堀
神埼市神埼町枝ヶ里
（水） TEL 52-2524
【小】 TEL 52-2977
【内】

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
中尾胃腸科医院
福嶋内科医院
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。 12月31日 神埼市神埼町田道ヶ里
神埼市千代田町境原
（木） TEL 52-3295【外・整外・胃・内】 TEL 44-2141
【内・小】
●問い合せ 保健課健康づくり係
山田こどもクリニック 橋本病院
東脊振健康福祉センター｢きらら館｣
１月１日 神埼市神埼町田道ヶ里 神埼市神埼町本告牟田
TEL 51-1618
TEL 52-2022
（金） TEL 55-6566
【小】
【外・内】
町の両健康福祉センターで、ニコニコペース運動を実
しらいし内科
最所医院
施しています。メタボ・生活習慣病予防改善のため、運
１月２日
神埼市神埼町城原
吉野ヶ里町吉田
動を始めてみませんか？あなたの体力にあった運動量を
（土） TEL 52-2452 【内・胃・呼】 TEL 52-3848
【内・循】
健康運動指導士がアドバイスします。
南医院
神埼病院
≪利用時間≫
１月３日 神埼市神埼町田道ヶ里
神埼市千代田町直鳥
●東脊振健康福祉センター「きらら館」
（日） TEL 52-3145【外・整外・胃】 TEL 44-2777 【外・胃・整外】
月〜金 ８:30〜17:00
●三田川健康福祉センター「ふれあい館」
松本医院
和田内科小児科胃腸科
１月10日
月・水・金 ８:30〜17:00
吉野ヶ里町下三津東
神埼市神埼町神埼
（日） TEL 52-4185
（12:00〜13:00は昼休み）
【内・小】 TEL 52-2021 【内・小・胃】

暴力団

追放できる

強い町
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年越しそばをご自宅で

12

そば打ち体験教室

●午前コース 12月21日(月) 10時〜正午 中央公民館２階実習室

12

●夜間コース 12月21日(月) 18時〜20時 東脊振公民館調理室

2009 DECEMBER No.046

●対象者と定員 町内に住んでいる人、各コース15名
●参加料 1,100円
●内容 そば打ち体験(こねる、のばす、切る)と試食

去年の教室の様子

●持参するもの エプロン、三角巾(バンダナ、タオルでも可能)、
薬味(わさび、七味などなどお好みで)
※そば粉などで衣服が汚れることも予想されますので、
汚れてもいい服装で参加してください。
●申込み 12月１日(火)から11日(金)までに、参加料を添えて、
中央公民館または東脊振公民館に申し込みください。
ただし、定員になりしだい締め切ります。
●問い合せ 中央公民館
TEL 37-034１
東脊振公民館 TEL 52-3499

YOSHINOGARI

吉野ヶ里町
再発見シリーズ

DISCOVER

第６回

本町を南北に縦貫する国道385号を、２/1,000
勾配の南部地区から北上し、扇状地の扇頂にあ
こうばい

たる松隈に入ると、14/1,000〜50/100の急勾配と
なる。山間部の坂本川と永山川が合流し、田手川
と名を変えるのは松隈からである。松隈の通称お
宮山には安禅寺と熊野神社がある。熊野神社な
るものは全国に３千余あるが、本町にも７つあ
イザナギノミコト イザナミノミコトスサノオノミコト

る。伊奘諾尊・伊奘冉尊・素盞鳴尊を祭神とし、
災いを払う厄除けの神で、食物神でもある。松隈

熊野神社のイチョウ（左）とナギ（右）

なごり

の熊野神社では、神仏習合時代の名残で阿弥陀如来の木像も神体とされている。平安時
代以降、紀伊半島の熊野那智大社など熊野三山信仰が高まり、上下貴
あり

熊野神社とナギ

賎男女を問わず大勢が訪れ、「蟻の熊野詣」と称される程であった。
森閑とした神社には大木が林立し、荘厳さを演出している。樹齢５百
年を超えるイチイガシやイチョウ、樹齢２百年のナギがあり、何れも樹

高20ｍを超える。ナギは、熊野神社や熊野三山で神木とされたことから植栽されたものだ
ろう。マキ科の常緑針葉樹だが、広葉樹のような葉をもつ。5月頃開花し、11月頃に青白色
の丸い実が熟す。葉の繊維が横には裂けず丈夫なことにあやかって、男女の縁が切れない
なぎ

ようにと昔の女性は葉を鏡の裏に入れていたという。また、その名が「凪」に通じるとして
船乗りに信仰され、葉を災難よけとしてお守り袋や鏡の裏に入れる俗習もある。
37-0330

山門をくぐると、正面に拝殿、右手にナギとイチョウの大木、左手に
ナギの樹幹と葉

イチイガシが迎えてくれる。夫婦の絆、男女の縁を強くしたいと願う方
は、参拝してナギの葉をお裾分けしてもらったら如何であろうか。なお、
熊野神社の直ぐ西隣の安禅寺には、
「佐賀の名木古木」に指定されてい
る樹齢３百年超の柿の大木がある。たわわに実をつけた光景は、まさに
日本の原風景である。是非お訪ねあれ。

安禅寺の柿の木
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