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2010年 年頭のごあいさつ
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夢をのせて
12月13日、三田川中央公園野球場で

確定申告の時期が近づいてきました3-4

「プロ野球佐賀県人会少年野球教室」が

講演会のご案内・Buyさがん2010 ほか

開催されました。テレビで見るプロ野球

5

町人事行政の運営に関する状況 6-7
●行政トピックス● 8-9・12

選手に指導を受けながら、子ども達の瞳

●TOWN-WATCHING（まちのわだい）● 10-11

に。年の初めにみなさんはどんな目標を

吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市・障害者控除対象者認定書交付 ほか
平成21年度優良担い手表彰・秋季善行表彰 ほか

●ハッピーバースデイ・図書室だより● 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
●吉野ヶ里町再発見シリーズ・絵本まつり● 20

はキラキラと輝いていました。将来この
中からプロ野球選手が誕生しますよう
立てられたのでしょうか。

町花：さくら

町木：さざんか

吉野ヶ里町長

江頭正則

二〇一〇年 年頭のごあいさつ

■農業事業者の事前相談会
(収支計算書の作成をお手伝いします）

２月１日(月)〜２月６日(土）
２月８日(月)
時間 ９:00-12:00
13:00-16:00

■所得税の確定申告期間

２月16日(火)〜２月25日(木）

２月26日(金)〜３月15日(月）

︻はじめに︼
確定申告 住･民税申告を上記の日程で行います︒
事業所得者︵営業・農業・不動産︶は収支内訳書を︑医療控
除を受ける人は領収書等をもとに医療費の明細書を作成してお
いてください︒

︻確定申告が必要な人︼
●年末調整してない人で︑平成 年中の所得の合計が︑基礎控
除や配偶者控除などの所得控除の合計を超える人︵公的年金
を受給されている人で︑所得税申告が必要な人があります
ので︑ご注意ください︒︶
●サラリーマンで年収二︑〇〇〇万円を超える人
●土地の売買等で譲渡所得があった人
●年末調整をしたサラリーマン等で︑その主たる給与以外の給
与や他の所得の合計額が 万円を超える人
●年末調整に誤りがあった人

※準備してください︒
︻確定申告時の七つ道具︼
①税務署から申告書が郵送されてきた場合︑その申告書
②給与所得や公的年金などの源泉徴収票・報酬等の支払調書
③生命保険料控除の証明書・地震保険料控除の証明書及び長期
損害保険料控除証明書︵平成 年 月 日までに締結したもの︶

︵還付を受ける場合︶

⑦印鑑︵口座振替納税する人は通帳の印鑑︶・通帳の口座番号

額の明細書

⑥医療費控除を受ける場合︑領収書・保険などからの補てん金

住宅借入金等特別控除証明書﹂﹁借入金の年末残高証明書﹂

⑤住宅借入金等特別控除を受ける場合は︑﹁年末調整のための

金の証明書

④国民年金の保険料や国民年金基金の加入費として負担する掛
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二〇一〇年の輝かしい幕開けに際し︑町民の皆様におかれましては︑健
やかな初春をお迎えのことと心からお慶び申し上げます︒
昨年を振り返りますと︑七月の豪雨による田手川災害︑世界的な経済危
機︑衆議院議員総選挙における政権交代︑そして︑まん延を引き起こした
新型インフルエンザなど︑まさに変革と激動の年でした︒インフルエンザ
に罹患されました皆様には心からお見舞い申し上げますとともに一刻も早
い沈静化を願っております︒
さて︑今年は寅年ですが︑﹁虎穴に入らずんば虎児を得ず﹂ということわざがあります︒成果を上げるた
めにはリスクや努力が必要であるとの例えですが︑私たちの地方自治体にとりましても︑正に健全な行財政
運営のため︑リスクを背負いつつ︑更なる努力が必要な時とあらためまして肝に銘ずるところです︒
地方分権が進み︑様々な権限が委譲され︑地方の特色を前面に押し出した政策が求められています︒一方︑
それを支える財源については厳しい経済状況の中において大幅な増額は見込めず︑緊縮財政は今後も続く見
通しです︒
そこで考えられますことは︑限られた財源の中で町民のニーズを満たすためには︑より一層の無駄を省く
努力と事業の抜本的な見直しが必要になってくるものと思われます︒まさしく︑身をもって虎穴に入り︑虎
児を得る覚悟をいたすところです︒
今後なお一層﹁人と緑と弥生の歴史が結び合う 笑顔あふれる わ のふるさと﹂創造のために︑関係各
位の御支援︑御協力をお願いするとともに︑明るく元気なまちづくりに職員と一丸となった更なる士気の高
揚に努めてまいります︒
町民皆様の御健康と御多幸︑ますますの御活躍を祈念申し上げ︑新年にあたりましての御挨拶といたしま
す︒

納税相談

21
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TEL 37-0334
税務課（三田川庁舎）へどうぞ
お問い合わせは

20

確定申告の時期が
近づいてきました

中央公民館講堂（三田川庁舎西側）
場所

きらら館大ホール（東脊振庁舎北側）
場所

中央公民館講堂（三田川庁舎西側）
場所

18

申告の準備はお済みですか？

役場での

講演会のご案内
心の時代が叫ばれ
る今、これからの地
域や親子関係のあり
方について考えるひ
と時をお過ごしくだ
さい。皆さんのお越しをお待ちしています。
●日時 1月14日（木）
10：00〜11：30
●会場 中央公民館講堂
演題 「いまこそ 心の教育を」
〜倫理指数の向上をめざして〜
●講師 稲田 繁生 先生
元佐賀新聞社代表取締役専務、元アバ
ンセ館長。現在、学校法人伊万里学園理
事長。この他、佐賀市体育協会理事長、
さ が 食と農 絆づくりプロジェクト
「食農教推進チーム」座長など多方面で
活躍されています。
●主催 吉野ヶ里町青少年育成町民会議
●問い合せ
教育委員会社会教育課（中央公民館）
TEL 37-0340

買い物や食事は県内で!!

「Buy さがん2010」で
で
県内消費を
を拡大しよう!!
消費額が1％増えれば、1億円の収入増!!
2011年（平成23年暦年）は、地方消費税（消費税5％の
うち1％）を都道府県間で清算する際の基準となる「消費に
関する指標」の調査対象年です。
多くの調査対象企業は、この年の直近の決算期の実績で回
答すると思われることから、2011年3月決算期の対象とな
る2010年度の県内消費を増やせば、県内市町及び佐賀県の

●告示日 2月16日（火）
●期日前投票
2月17日（水）〜20日（土）
●投・開票 2月21日（日）
●問い合せ 三田川庁舎総務課内
選挙管理委員会 TEL 37-0330
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〜住宅ローン控除の制度改正
平成21年度税制改正に伴い、個人町県民税の住宅借入金等特別税額控除（いわゆる
住宅ローン控除）の制度の一部が改正されました。

平成11年から平成18年までに入居された人
これまで、町県民税からの住宅ローン控除を受けるには、役場への住宅借入金等特別税額控除申告書の提出が要件となっ
ていましたが、平成22年度から控除申告書を提出しなくてもこの控除が適用される取り扱いとなりました。適用には、事
業所からの給与支払報告書の提出または本人からの確定申告（町県民税申告）が必要になります。

地方消費税による税収が5年間増えることとなります。大ま

平成21年から平成25年までに入居される（た）人

かな試算では、県内消費を１％高めることができれば、地方

従来は、個人町県民税には住宅ローンに関する控除はありませんでしたが、厳しい経済状況を踏まえ、住宅投資を活性化
し景気を浮揚させるため、平成22年度から、一定の要件を満たすときに町県民税からの住宅ローン控除が適用されること
になりました。
適用には、給与支払報告書の提出期限または確定申告（町県民税申告）の申告期限までに所得税の住宅借入金等特別控除
を適用されている必要がありますので、給与の支給先から交付される源泉徴収票やご自分で提出される確定申告書、町県民
税申告書等に誤りや漏れがないかご確認ください。
＊住宅ローン控除の適用初年度は確定申告をしていただく必要があります。所得税の住宅ローン控除の手続きは鳥栖税務
署（TEL 0942-82-2186）にお問い合わせください。

消費税は１億円増え、その半額の5千万円が人口及び従業員
数に応じ市町に配分されます。
市町、県が一体となって県内消費を拡大する取組みをして
いるところです。お買物は是非県内で・・・ご協力ください。
●問い合せ
商工観光課（東脊振庁舎）

TEL 37-0350

1月は事業用償却資産の申告月です

農業委員会委員選挙
吉野ヶ里町農業委員会委員選挙が次
のとおり執行される予定です。
【立候補予定者説明会】
●日時 １月18日（月） 10時〜
●場所 三田川庁舎2階第2会議室
＊会場の都合により、入室は立候補予
定者1人につき2人まで。
【届出書類事前審査】
●日時
●第１選挙区（三田川地区）
1月28日（木） 9時〜16時30分
●第2選挙区（東脊振地区）
1月29日（金） 9時〜16時30分
●場所 三田川庁舎2階第1会議室
【スケジュール予定】

平成21年度税制改正

2009年版の「がBuyさがん運動」のスタンプカード。

消費生活地域サポーターを
ご紹介します
近年、悪質商法等による消費者被害が若年
層から高齢者にわたり広く発生しており、手
口の巧妙化・悪質化が進み被害内容も多様化
しています。消費者被害の未然防止や被害救
済のためには、被害の発生が確実に相談窓口
に結びつく必要があります。
眞木和博さん
このため県では、地域と県内の消費生活相
談窓口とを結ぶパイプ役となる地域サポーターをボランティアとし
て委嘱しました。吉野ヶ里町の地域サポーターは、眞木和博さん
（立野）です。消費者被害の発見、未然防止･拡大防止等のため活動
していただいています。
●問い合せ 商工観光課（東脊振庁舎） TEL 37-0350

会社や個人で工場や商店を経営している人や、農業・不動産業貸付業等の事業を行って
いる人が、その事業のために用いることができる構築物、機械、器具、備品等を「償却資
産」といい、土地や家屋と同様に固定資産税が課税されます。
町内に償却資産を所有する人は、地方税法第383条の規定により、申告が必要です。
●申告する内容 毎年１月１日現在の資産の種類、数量、取得時間、取得時期、取得価格、
耐用年数など
●申告期限 ２月１日（月）

申告期限

2月1日
（月）

町税の電子申告について
吉野ケ里町では、インターネットを利用した町税の電子申告システム（ｅＬＴＡＸ：エルタックス）を利用できます。
● 利用開始時期 平成12月14日（月）から利用できます。
●利用できる手続き ●法人町民税の申告●個人住民税の給与支払報告書の提出●固定資産税の償却資産に係る申告書の
提出●法人の設立届、異動届、特別徴収義務者の名称変更届出
●ｅＬＴＡＸを利用するための準備と手続き
電子申告を行うには、ｅＬＴＡＸホームページから利用届出を行い、電子申告専用ソフト（ＰＣｄｅｓｋ）を取得する必要が
あります。
また、利用届出及び電子申告を行うにあたっては、認証局が発行した電子証明書による電子署名を行う必要があります。
詳しくはｅＬＴＡＸホームページ（http://www.eltax.jp/）をご覧ください。

お問い合わせは

税務課（三田川庁舎）へどうぞ

TEL 37-0334
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【職員の勤務時間･その他の勤務条件の状況】
●職員の勤務時間

●育児休業の状況

1週間の勤務時間

開始時刻

終了時刻

休憩時間

休息時間

38時 間45分

8:30

17:15

12:00〜13:00

なし

育児休業取得者

（平成20年度・単位/人）

男

女

計

0

6

6

＊平成20年度取得者及び平成19年度から引き続きの
育児休業者の人数です。

●年次休暇の取得状況（平成20年度）
総付与日数

総取得日数

対象職員数

平均取得日数

取得率

5,901日

1,390日

147人

9.5日

23.6％

吉野ヶ里町
人事行政の運営に関する状況
【職員の任免と職員数に関する状況】
●職員採用の状況（平成21年4月1日採用）
受験者数 合格者数 採用者数

【職員の分限と懲戒処分の状況】
●分限処分者の状況

（平成20年度･単位/人）

処分事由と種類

降任

免職

休職

勤務成績が良くない場合

0

0

心身の故障の場合

0

0

0

その他の理由による場合

0

0

0

降給

●懲戒処分者の状況

（単位/人）

区

男

6

2

2

一般事務

競争試験

女

7

1

1

一般事務

競争試験

（単位/人）

失職

死亡退職

計

減給

停職

免職

訓告等

計

男

1

0

0

幼稚園教諭

競争試験

男

1

1

0

0

0

0

1

3

0

0

平成20年度

0

0

0

0

5

0

女

7

1

1

幼稚園教諭

競争試験

女

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

計

21

4

4

計

2

1

0

0

0

0

1

4

0

0

＊懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する責任を追及し、
その制裁として行う処分をいいます。

定年退職 勧奨退職 普通退職 分限退職 懲戒免職

●部門別職員数の状況（平成21年4月1日現在）＊町長、副町長は含みませんが、教育部門には教育長1人を含みます。

分

違反者数

（単位/人）

部 門

議会

総務

税務

民生

衛生

農林水産

商工

土木

教育

下水道

水道

その他

計

職員数

2

41

11

21

11

11

4

15

24

3

1

8

152

●職務別職員数の状況（平成21年4月1日現在）＊町長、副町長、教育長は含みません。
＊地方公務員法ですべての職員は、全体の奉仕者とし
て公共の利益のために勤務し、職務遂行に全力で専
念しなければならないとされています。

区 分

1級
主事･主事補
の職務

法律等に従う義務

0

政治的行為の制限

0

信用失墜行為の禁止

5

争議行為等の禁止

0

標準的な
職務内容

秘密を守る義務

0

営利企業等の従事制限

0

職員数

職務に専念する義務

0

計

5

2級

3級

主任主事
の職務

11

4級

係長･副主査
の職務

14

係長･主査
の職務

50

（単位/人）

5級

6級

計

課長･局長・参事 課長･局長・参事
副課長の職務
の職務

30

37

151

9

【職員の給与の状況】

【職員の研修と勤務成績の評定の状況】

●職員給与費の状況（平成21年度一般会計当初予算）＊町長等の特別職の給与を含みます。
職員数

●職員研修の状況（平成20年度）
研 修 名

●退職者の状況（平成20年度退職者数）

警告

（平成20年度･単位/人）

違反者数

採用方法

処分の種類

【職員の服務の状況】
分

（単位/人）

種

計

＊分限処分とは、一定の事由により職責を果たせない場合に
職員の身分上の変動をもたらす処分をいいます。

区

職

失職

0

●服務に関する規定の状況

「吉野ヶ里町人事行政の運営等の状況
の公表に関する条例」に基づき、平成
20年度におけるの人事行政の運営等
の状況をお知らせします。

参加者

研 修 先

研 修 名

参加者

研 修 先

町村職員第1部研修

1人

佐賀県自治修習所

市町村アカデミー研修

1人

千葉県市町村職員中央研修所

町村職員第2部研修

3人

佐賀県自治修習所

市町村職員海外研修

1人

海外（ヨーロッパ）

市町村監督者研修

2人

佐賀県自治修習所

政策法務研修

1人

佐賀県自治修習所

市町村管理者研修

1人

佐賀県自治修習所

新規採用職員研修

5人

佐賀県自治修習所

財務事務研修

1人

佐賀県自治修習所

＊ほかにも職務遂行に必要な知識･技能･態度等を習得させるための研修を行っています。

給 与 費

評定の基準日

毎年7月1日

評 定 者

上位の職の者が評定

評定の対象者

現在の全職員(派遣職員を除く)

評定内容

勤務態度･勤務成績

【職員の福祉と利益の保護の状況】

1人当り給与費

（Ａ）

給 料

期末勤勉手当

その他の職員手当

（Ｂ）

(Ｂ/Ａ)

151人

619,841千円

253,677千円

77,753千円

951,271千円

6,300千円

●一般行政職職員の平均給料月額･平均年齢の状況

●職員の初任給の状況（平成21年4月1日現在）

（平成21年4月1日現在）

平均給料月額

平均給与月額

平均年齢

337,016円

387,793円

44.2歳

区

分

一般行政職

＊｢平均給与月額｣とは、給料月額と毎月の扶養手当、住居手当
等の諸手当額の平均を合計したものです。

●勤務成績の評定の状況（平成20年度）

合計

初 任 給

2年後の給料

大卒

161,600円

177,300円

高卒

140,100円

148,500円

●期末手当･勤勉手当の状況（平成20年度支給）
区

分

6月期

12月期

計

1人当り平均支給額

期末手当 1.400月分 1.600月分 3.000月分

1,098千円

勤勉手当 0.750月分 0.750月分 1.500月分

511千円

計

2.150月分 2.350月分 4.500月分

1,609千円

●職員の健康診断の状況（平成20年度･単位/人）
健康診断の種別

受診者数

健康診断の種別

定期健康診断

109 人

婦人検診

48 人

胃検診

人間ドック

受診者数
0人

＊職員の健康状態を把握し、生活習慣病等の健康障害を早期
に発見するため、労働安全衛生法等に基づき、定期健診を
実施しています。

30 人

●お知らせ 町の人事行政に関する状況は、三田川庁舎掲示板および

町のホームページ
（http://www.town.yoshinogari.saga.jp)の［まちのニュース］に、より詳しく掲載しています。
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●特別職の給料（報酬）の状況（平成21年4月1日現在）
期末手当支給割合

区 分

給料月額

区 分

報酬月額

町 長

750,000円

議 長

310,000円

6月期

1.60月

副町長

600,000円

副議長

250,000円

12月期

1,75月

教育長

525,000円

議 員

233,000円

計

3.35月

※平成20年度
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平成22年２月１日現在で 農林業の国勢調査 と言われる『2010年世界農林業センサ
ス』が全国一斉に実施されます。この調査は農林業の現状と変化を的確に捉え、きめ細かな
農林行政を推進するため、５年ごとに行われています。
農林業を営む人を主な対象者として、調査票への記入をお願いする大規模な調査です。調
査の対象者になった人には、１月中旬以降に調査員が伺いますので、ご協力をお願いします。
●問い合せ 企画課（三田川庁舎）TEL 37-0332

通行止のお知らせ
国道34号において、目達原歩道橋設置・撤去工事のため
次のとおり通行規制が行われますのでご協力をお願いしま
す。
●場所 吉野ヶ里町立野地先（苔野交差点）
●規制内容 夜間全面通行止
●規制期間

●問い合せ

【新橋架設時】平成22年1月14日（木）
（予備日15日、16日）
【旧橋架設時】平成22年1月28日（木）
工事が行われる目達原歩道橋
（予備日29日、30日）
※ 時間はいづれも23:00〜6:00まで
株式会社名村造船所 担当 浜田080-2719-5712

吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市開催

平成22年３月７日（日）から、毎月第1日曜日に「吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市」を
開催します。「軽トラ市」は軽トラックの荷台やテントなどに、農産物･花･衣料品や
地域特産品をはじめ、ご自宅に眠る不用品まで、様々なものを載せ、何でも自由に販
売できるフリーマーケットのような朝市です。軽トラ市では出店者も募集しています。
詳しくは吉野ヶ里町商工会内実行委員会までお問合せください。
●開催場所 JR吉野ヶ里公園駅北口から吉野ヶ里歴史公園までの連絡通路
●開催時間 ８:00〜11:30まで
●出 店 者
町内在住の方どなたでも（軽自動車可）
●出 店 料 １スペース500円 １スペースは軽トラック２台分（２m×７ｍ程度）
●申込締切 平成22年１月15日
●問い合せ 吉野ヶ里町商工会 TEL 52-4644

留 袖
販売会
●日
時
●場
所
●内
容
●販売方法
●最低価格
●問い合せ
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要介護者も障害者控除の対象に！
平成21年分確定申告における要介護高齢者に対する『障害者控除対象者認定書』の交付
について
身体や精神に障害のある65歳以上の要介護認定高齢者（要介護度1〜5の人）で、身体障害者手帳等を
持っていない人は、町が定める下記の認定基準（表）に該当すれば所得税・町県民税の障害者控除を受
けることができます。
町では、このような人に対し、確定申告の際に必要な『障害者控除対象者認定書』を交付します。該
当すると思われる人は、申請してください。認定書を確定申告の際に提出しますと、本人や扶養義務者
等が障害者控除を受けることができます。
●認定基準
控除区分

判定基準

障害者控除

認知症高齢者の日常生活自立度が「Ⅱ」・
「Ⅲ」の人または
障害高齢者の日常生活自立度が「Ａ」の人

特別障害者控除

認知症高齢者の日常生活自立度が「Ⅳ」
・
「Ｍ」の人または
障害高齢者の日常生活自立度が「Ｂ」・「Ｃ」の人

障害者手帳を持ってなくても
基準に該当すれば
税の控除があるんだって!!

●認定基準日 認定は、平成21年12月31日現在における
身体状況等に基づき行います。ただし、平成21年中に死亡
された場合は、死亡時点の判定となります。
●申請方法 『障害者控除対象者認定申請書』に必要事項を
記入し、総合窓口課（三田川庁舎）・福祉課（東脊振庁舎）
に提出してください。

【申請のときに用意するもの】
〇介護保険被保険者証
〇申請者の印鑑
〇障害者控除対象者として認定を受けるご本人の印鑑
〇80円分の切手を貼った返信用封筒（通知郵送先を記入）
●交付方法 申請書受理後、審査のうえ、認定書を申請者に郵送します。
※身体障害者手帳等を持っている人は、この認定書の交付申請をする必要はありません。
※要支援１.２の人は含みません。
※認定書の発行まで１週間程度かかります。手続きはお早めにお願いします。
●問い合せ 福祉課福祉係（東脊振庁舎） TEL37-0343

医療費助成を受けている皆さんへ
高額介護合算療養費と医療費助成の重複受給はできません

東脊振公民館で町民に貸し出していた留袖を販売することに
なりました。掘り出し物がたくさんありますので、この機会
にぜひご購入ください。リフォームもできますよ。

１月23日（土）9:00〜12:00 商品展示
13:00〜 入札販売会
農村環境改善センター（東脊振公民館）
貸し衣裳の留袖・帯セット17点、和ダンス
入札方式（1点ずつ順次入札）
リフォームした留袖
留袖・帯セット（20,000円から）
農村環境改善センター（東脊振公民館）TEL 52-3499 または 社会教育課TEL 37-0340

次の医療費助成を受けている人のもとに、健康保険の方から「高額介護合算療養費」の支給についての通知
が届いたときは、福祉課または保健課健康づくり係（きらら館内）の各医療費助成担当へ必ずご連絡ください。
※国民健康保険または後期高齢者医療の方から通知が届いた人については、連絡の必要はありません。
※高額介護合算療養費と医療費助成の両方を重複して受給した場合、医療費助成を返還していただくことに
なります。
●医療費助成の種類と各連絡先
●重度心身障害者医療費助成 福祉課障害者支援係（東脊振庁舎） TEL 37-0343
●ひとり親医療費助成
福祉課福祉係（東脊振庁舎）
TEL 37-0343
●就学前児童医療費助成
保健課健康づくり係（きらら館）
TEL 51-1618
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2010年世界農林業センサスに
ご協力をお願いします！

吉野ヶ里中部営農生産組合表彰

リズムに合わせてクリスマス

平成21年度優良担い手表彰

母子保健推進員によるクリスマス会

11月17日（火）、さいたま市で平成21年度優良担い手
表彰式が開催され、吉野ヶ里中部営農生産組合が農林水産
省経営局長賞を受賞し、表彰されました。
この賞は全国担い手育成総合支援協議会が、農業経営の
改善に積極的に取り組み、地域農業の振興や活性化に寄与
している意欲と能力のある担い手と認めた個人や団体に贈
られるものです。

■賞状を手にする久留間さん（三神農業改良普及センター）
（左）
と営農組合代表の伊東健吾さん（右）

田代ヨシコさん・辻清允さんにこやかに
平成21年度秋季善行表彰

■賞状を手にする辻さん（左）と田代さん（中央右）
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【個人の部】優 勝
準優勝
第3位
【団体の部】優 勝
準優勝
第3位

田中弘生
■小池会長から(右)からチャリティ
古賀 勉
募金を受取る福島会長
池内嘉孝
大曲遊友
大塚ヶ里
トキオマリン三田川支部

俳句に親しむ

ごみの分別

第1回吉野ヶ里全国俳句大会

町民の皆さんの身近にあるごみステーシ
ョンは、決められた曜日にごみ出しと清掃
を行ってもらい、いつも清潔できれいな状
態を保っています。
今年度、町では地域活性化・経済危機対
策交付金事業を利用し、ごみステーション
の整備を進めています。吉田地区にはダス
トボックスが新し設置され、正しいごみ出
しと分別の徹底を心がけています。

永田英子

●団体の部
優勝
下石動 120
準優勝 萩原Ａ 122
3位
吉田Ｂ 127 ■優勝した下石動チーム
●個人の部
優勝
小田カツミ 下石動 38（ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ…1個）
準優勝 丸山日出男 田手宿 39（ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ…1個）
3位
小池千代子 下石動 40（ﾎｰﾙｲﾝﾜﾝ…1個）

11月15日、日の隈カンツリークラブで第7回吉野ヶ里町
民ゴルフ大会が122名の参加のもと開催されました。
このチャリティー大会で集まった募金は東脊振幼稚園へ
贈られることになり、吉野ヶ里
町ゴルフ協会を代表して小池武
宜会長から東脊振幼稚園PTA福
島伸裕会長に贈呈されました。
結果は次のとおりです。

がんばるぞ！

■このダストボックスは、
昭和金属工業株式会社（三津）が製作しました。

11月29日（日）、吉野ヶ里歴史公園で「第1回吉野
ヶ里全国俳句大会」が開催されました。事前の投句は約
2,000句、当日も約500句の作品が集まりました。
また、この日は茨木和生氏による「季題･季語に親し
んで詠む」と題して講演が行われ、季語に詠まれる珍し
けそうぶん
い「このこ」や「懸想文」を実際に見て、今後の作品作
りに意欲を燃やしていました。
■講演をする茨木和生氏

12月6日、山茶花の湯グラウンド・ゴルフ場
で地区対抗グラウンド・ゴルフ大会が開催され
ました。
ホールインワンが40名（41個）も続出する
レベルの高い大会となりました。成績は次のと
おりです。

第7回吉野ヶ里町民ゴルフ大会

■リズムに合わせて踊る参加者

︻吉野ヶ里町長賞︼

地区対抗グラウンド・ゴルフ大会

11月21日（土）、日本善行会による「平成21年度秋
季善行表彰」が明治神宮で行われました。
町からは田代ヨシコさん（永田ヶ里）、辻清允さん
（萩原）が表彰されました。田代さんは、デイサービス
施設「さざんか園」において施設利用者の散髪を11年に
渡り無償で続けています。利用者からは「若返ったよ
う」と大変喜ばれています。
辻さんは、町内の各種行事をボランティアで永年撮
影。町成人式では、約20年前からその模様を撮影し、ビ
デオやDVDで成人者やその家族に無償で配布していま
す。今年の成人式では親子2代に渡って辻さんに撮影し
てもらったという家族もいました。これらの功績が称え
られ今回の受賞となりました。

■子ども達に歌のプレゼントをする保護者

した。
歌を歌ったり、大型絵本『ぐりとぐらのおきゃくさ
ま』を読んだり、リズムにあわせて踊ったりしながら楽
しいひと時を過ごしました。
最後にサンタクロースが登場。参加者1人ひとりにお
菓子をプレゼントしました。この日プレゼントされた母
子保健推進員の手作りお菓子は、絵本の中の「ぐりとぐ
ら」と同じ方法で作られたカステラで、子どもたちは心
のこもったプレゼントに大喜びしていました。

一隅といふ居心地やちちろ鳴く

ホールインワン！

12月4日、母
子保健推進員と
音楽配達人「はっ
ぴい＆ぴあの」の
2人による「クリ
スマス会」がきら
ら館で行われ､大
人23名、子ども
31名が参加しま

※「懸想文」…江戸時代、正月に、京都などで懸想文売りが売
り歩いたお札。恋文に似せて縁起を祝う文が書いてある。こ
れを買うと良縁が得られるとされた。
※「このこ」…ナマコの卵巣で、一般的に三角形に平たく干し
たものが能登の高級珍味として親しまれている。
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母子家庭高等技能訓練
促進費等事業のご案内

！

さかい

ともひろ

ゆみ

酒井 智寛くん・優実ちゃん
平成16年１月15日生まれ
平成18年１月13日生まれ 【目達原】

【家族からのメッセージ】いよいよもうすぐ入園
と入学だね！これからも仲良く元気に育ってね。

つる

はるな

【２月号募集】
●対象者 ２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 １月７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。

にしむら

み

母子家庭のお母さんが、就職に有利な資格取得のために修業する場合、在学中の生活費を毎月支給します。
また、卒業後に一時金を支給します。 国の制度改正に併せて、支給月額が引き上げられ、また、修業期間の
全期間支給されることになりました。

お

西村 美央ちゃん

平成19年１月30日生まれ 【大曲宿舎】
【家族からのメッセージ】いつもかわいい
笑顔をありがとう。元気一杯の女の子にな
ってね♪

たなか

田中 悠稀くん

平成17年１月22日生まれ 【萩原】

平成20年１月８日生まれ 【目達原】

【家族からのメッセージ】やさしい女の子
になってね。

【家族からのメッセージ】いつも元気な悠
稀くん。お誕生日おめでとう。好きな電車
に沢山のろうね！

支給対象期間
○高等技能訓練促進費
修業期間の全期間（ただし、平成24年３月までに入学する人が対象です）
○入学支援修了一時金
修業を終了した日以降（ただし、平成20年４月以降に入学した人が対象です）

支給額

※すべて中央公民館で取り寄せ可能です。

!

「ドーン」…従来の平野啓一郎のフ
ァンのみならず、主婦もパソコン少
年も多くの人がハ
マるはずの新たな
るエンタティメン
ト。ゆるまず、飽
きさせず、一気に
読 ま せ ま す 。
2033年の地球、
中華連邦の
存在。未来のアメリカ大統領選挙、ウィキ
ノヴェルｅｔｃ新しい発想が溢れる意欲作

おすすめの本
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石川ゆみ
伊坂幸太郎
吉田修一
佐高 信
オレンジページ
オレンジページ
オレンジページ
オレンジページ
オレンジページ
オレンジページ
天童荒太
今井絵理子
森 光子
角田光代

ア 児童扶養手当を受けている人、または同様の所得水準にある人
児童扶養手当が同居の扶養義務者の所得により全部支給停止となっている人でも、本人の所得が児童扶
養手当の所得制限限度額以内であれば対象となります。
イ ２年以上の養成機関において、一定期間のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる人。
ウ 過去に高等技能訓練促進費の支給を受けたことがない人
※なお、受給中に、母子家庭の母ではなくなった、修業を取りやめたなどの場合は対象外となり、受給で
きなくなります。
看護師（准看護師は除きます）、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士

東脊振公民館に
新しい本が
入りました
著者・出版社
茂木健一郎
山本幸久
エリザベート・ヴァイスマン
川上未映子
平野啓一郎
篠田節子
三崎亜記

20歳未満のお子さんを養育している母子家庭のお母さんで、次の全ての要件を満たしている人

対象資格

ゆうき

鶴 遥奈ちゃん

本のタイトル
茂木健一郎の脳を幸せにするレシピ
床屋さんへちょっと
ココシャネル〜時代に挑戦した炎の女
ヘヴン
ドーン
薄暮
刻まれない明日
16歳の教科書２
まいにち針仕事
あるキング
キャンセルされた街の案内
『官僚たちの夏』の佐橋滋
免疫力を上げる食の本
自分でできるやさしい漢方
メタボが気になる人の健康ごはん（秋冬編）
春夏秋冬太らないレシピ１００
太らないおべんとう１００
自分でできる！部屋のプチリフォーム
悼む人
ココロノウタ息子と歩んだ4年間、そしてこれから
人生はロングラン
くまちゃん

対象者

「床屋さんへちょっと」…大過なく生きる
ことは難しく、そして幸
せなこと。昔なじみの床
屋さんでの会話をとおし
て明らかになる。平凡な
男の物語がこんなにも胸
をうつとは。平凡である
こと、それは幸せなんだ
と考えさせられます。

○高等技能訓練促進費
市町村民税非課税世帯
月額 141,000円
市町村民税課税世帯
月額
70,500円
○入学支援修了一時金
市町村民税非課税世帯
50,000円
市町村民税課税世帯
25,000円
※平成20年３月以前に入学された方は、高等技能訓練促進費のみの支給となります。

申請方法
問い合わせ先
佐賀中部保健福祉事務所

郵便番号
所 在 地
849-8585 佐賀市八丁畷町1-20

電話番号
0952-30-1321

消火器による事故防止について
全国各地で、消火器による死傷事故が発生しています。消火器の設置場所や管理の悪い消火器、耐用年数（お
おむね８年）を経過した消火器は、使用時に破裂による事故の危険がありますので次のことに注意をしましょう。
●高温、多湿、腐食性ガスや、潮風のあたるところ等、設置場所の悪いところにある消火器は耐用年数に耐えら
れないことがありますので注意してください。
●錆、腐食、変形等が発生した消火器は、耐用年数以内でも使用しないようにし、廃棄するときは、一般ごみと
して捨てることができませんので、専門業者に依頼し、処分してもらってください。ゴミステーションには捨て
ないようにしてください。
●専門業者に依頼する場合は、有料となります。業者に関するお問い合わせは、下記までお願いします。
●問い合せ 環境課（三田川庁舎） TEL 37-0335
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族等申告書を提出している人や、年金
以外に給与等の所得がある人、または
公的年金等の雑所得の合計額が各種
所得控除の合計額を超える人などは、
確定申告のときに添付書類として必要
となりますので、大切に保管してくだ
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

年金

公的年金等の源泉徴収票が
交付されます
●老齢給付の年金受給者に送付
①国民年金、厚生年金保険および共済
組合などから支給される公的年金等に
ついては、所得税法上「雑所得」とみ
なされ所得税が課せられます。
公的年金のうち、障害もしくは死亡を
支給事由とする年金については課税さ
れません。老齢または退職を支給事由
とする年金についてのみ課税されます。
②65歳未満で年金の支払額が108万
円に満たない人と、65歳以上で年金
の支払額が158万円に満たない人は、
所得税は源泉されません。
③公的年金等の支払者(社会保険庁・
各共済組合）より、所得税が老齢年金
等から源泉徴収されたか否かにかか
わらず、老齢年金等を受けている方々
全員に平成21年分の｢公的年金等の源
泉徴収票｣が、平成22年１月末日まで
に交付されます。（障害年金、遺族年
金は課税対象とならないので送付され
ません。）
④源泉徴収票に記載されている事項
は、平成21年中に支払われた年金の
総額、社会保険料（介護保険料、国民
健康保険税、後期高齢者医療保険料）
の金額、源泉徴収税額および控除内容
となっています。
●確定申告のときに必要
２つ以上の年金の支払者に扶養親

を開催します!自分たちで演奏できる
中、高生の皆さんの参加をお待ちして
います。児童館にご連絡ください。●
申込み 参加希望の人は事務室で申し
込むか電話でお申込ください。参加対
象者、定員、材料代等詳しくは児童館
にお問合せください。
●開館日時 月〜土曜（日・祝休み）
９:00〜17:30
●問い合せ 三田川児童館
TEL 53-1117

無料物忘れ相談

福祉

三田川児童館だより
【児童館の主な行事】
●１月６日(水) 14:00〜
映画まつり
●１月９日(土) 14:00〜16:00
工作室開放デー
●１月15日(金) 11:00〜12:00
親子のつどい（１〜３歳）
●１月16日(土) 14:00〜
手編みでマフラー作り（小学生）
●１月17日(日) 10:00〜17:00
日曜開館
●１月18日(月) 10:30〜
ドレミ広場（未就学児）
●１月23日(土) 10:00〜12:00
陶芸教室①（小学生）
●１月26日(火) 11:00〜12:00
０歳親子のつどい
●１月27日(水) 10:30〜11:30
フルーツ親子広場（１〜３歳）
●１月30日(土) 10:00〜12:00
陶芸教室㈪（小学生）
※陶芸教室は、①１月23日、②１月30
日、③２月６日の３回 来てください。
材料費500円（３回分です）
※３月28日(日)に第２回児童館ライブ

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 １月27日(水)・２月24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
●申込み･問い合せ おたっしゃ本舗
（東脊振庁舎）TEL 37-0344

環境

スチール缶と古着の回収開始
リサイクルセンターでは、１月から
スチール缶と古着の回収を始めます。
受入れ可能な条件は次のとおりです。
①スチール缶 スチールマークが付い

ているものに限ります。
・洗浄されていること。
・異物が混入していないこと。
・スプレー缶は回収できません
②古着 洗濯された衣類に限ります。
【出し方】
紐で十字に縛って出してください。
ボタン、ジッパーなどは付けたままで
構いません。
例…ポロシャツ、ワイシャツ、ブラウス、
Ｔシャツ、肌着、ワンピース、スカート、
ゆかた、パジャマ、ジーパンなど
【回収できないもの】皮、ビニール、
わた製の物または著しく汚れている物
は受入れできません。
例…防寒着、ジャンパー、ストッキン
グ、ダウンジャケット、軍手など
●問い合せ 環境課（三田川庁舎）
TEL 37-0335

浄化センター内の環境課
下水道係が三田川庁舎へ
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階で業務を行
います。
なお、下水道の使用開始･中止･人数
変更･免除申請などの届出は、今まで
どおり三田川庁舎及び東脊振庁舎の総
合窓口係で受付します。
●問い合せ 環境課 TEL 37-0335

肥料の販売と平板ブロック
販売予約受付を
三神地区汚泥再生処理センターでは
ＥＭ菌投入の有機入り汚泥発酵肥料を
販売しており非常に効果があると好評
を得ております。野菜類･果樹･花など
の栽培に使用してください。
●肥料販売日 毎週木曜日
13:00〜16:00

●価格 15Kg入り 75円
※また平板ブロックの販売予約の受付
を開始しています。
1世帯300枚までとし、予約数が1,200
枚になりましたら締め切ります。
●平板ブロック 30cm正方形 厚さ
８cm 重さ11kg
（材料代として1枚60円）
●問い合せ 三神地区環境事務組合
事務局 TEL 34-6555

催し

コミュニティーホール展示会
［吉野ヶ里小中4校連携:総合学習成果
発表会］
●展示期間
１月４日（月）〜１月19日（火）
[花の写真展]
●展示期間
１月４日（月）〜１月19日（火）
[透かし彫り作品展]
●展示期間
１月20日（水）〜２月19日（金）
●問い合せ 吉野ヶ里公園駅コミュニ
ティーホール TEL 55-8255

募集

アンテナショップ職員募集
観光コンシェルジュ事業として、店
舗における販売とガイドの活動を開始
することになりました。そこで次の通
り、職員を募集します。
【物品販売職員】
●応募資格 町内在住の人
●業務内容 物品販売および施設管理
●勤務日数 土、日、祝日を含む勤務
シフトによる月22日程度

新春卓球大会
●日時 １月31日(日)９:00〜
(８:30集合)
●場所 三田川武道館２階
●種目 男子シングルス(A･B･C級)、
女子ダブルス、混合ダブルス
＊ダブルスのペアは当日抽選により決
定します。
●参加資格 中学生以上の町内居住
者、町内勤務者
●参加費 １人200円
●申込期限 １月20日(水)まで
(電話申込可)
●申込み･問い合せ
町体育協会事務局(温水プール内)
TEL 52-1944

日展・院展・創画会他…人気作家多数揃えております

掛軸専門店

︵有料広告︶

︵有料広告︶

︵有料広告︶

たすけて 〜

●勤務時間 ８:30〜17:30
●雇用期間 平成22年２月〜平成24
年３月まで
●報酬日額 6,100円
●募集人員 ３名
【観光ガイド職員】
●応募資格 町内在住の人
●業務内容 地域観光ガイドおよび施
設管理業
●勤務日数 土、日、祝日を含む勤務
シフトによる月15日程度
●勤務時間 ８:30〜17:30
●雇用期間 平成22年４月〜平成24
年３月まで
●報酬日額 6,100円
●募集人員 ２名
●勤務地（共通） 吉野ヶ里歴史公園
東口の近く385号線沿い
●応募方法 指定の履歴書にてお申
込ください
●募集締切 １月31日（日）
●選考方法 面接
●問い合せ 吉野ヶ里公園駅コミュニ
ティーホール TEL 55-8255

表 装 承 ります

●佐賀県学校生協指定●佐賀市職員労組指定
■県内一円巡回販売中■お気軽にお電話下さい
TEL 0952-29-0085
携帯 090-3607-4059
吉野ヶ里町大曲2382-24
佐賀市新栄西1丁目2-41
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暴力に

負けるなひるむな

街ぐるみ

一呼吸

本当なのか

確かめて
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※「寄附御礼」は紙面の都合により来月号に掲載します。

庁舎庭桜裸木に群がりし
スズメ等お宿とばかり夕鳴く
横田
宮地カヨ子

●問い合せ 商工観光課（東脊振庁舎） ? 37-0350

総務課

37-0330

財政課

37-0331

企画課

37-0332

相談事例）国からの補助があり今がチャンスと言われ、300万円の太陽光発電
（ダム対策係） 37-0342
システムを契約したが、どうしても必要というわけでもないので解約したい。
（契約者 60代男性）
住民課
37-0333
なるほど！
１．国の補助金制度を受けるには要件がある。設置した人全てが補助金を受け
られるというわけではない。また申請後補助金を受けられるまで数ヶ月かかる。
２．自治体によっては補助金制度があるが要件がある。
３．設置費用の回収には10年から15年程度かかる。
国の補助金制度の要件
１． システム全部の新設。
２． システムの１kwの単価は工事費も含み70万円以下。
３． システム最大の出力ワットは10kw未満。
４． 居住している住宅に設置する。
＊本年度の予算枠はいっぱいである。11月27日の行政刷新会議の「事業仕分
け」では新年度の予算計上を見送るとの結論になった。

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

(三田川)

37-0337

(東脊振)

37-0352

初雪を好きな香りに溶け込ます
山下麻の葉

雪降るなと思う私は年をとり
橋本かのこ

まっ白な雪のような君だった
佐藤亜紀子

雪明かりいつもの寝坊どこへやら
長谷川久栄

わが息子子供をあやす父の顔
白井みすず

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

消費生活相談日と場所（市・町外の人も相談できます）

農業委員会

37-0353

●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

中央公民館

37-0341

東脊振公民館

52-3499

ここがポイント！
１．複数の見積りを取り納得できる事業者と契約をする。
２．契約を急がせる業者には注意する。高価な買い物なのでよく考える。
３．補助金、発電量、売電量については業者の言い分をうのみにせず、自分で
も情報収集する。
※県内の標準的な価格は3.5ｋｗで200万円〜300万円です。
※詳しいことはNPO法人太陽光発電所ネットワーク佐賀地域交流会
TEL 0952-29-0815に尋ねましょう。

（多重債務、
相続・遺言、登記関係等）

たしかめて

「きらら館」

51-1618

「ふれあい館」

51-1965

東脊振幼稚園

52-2936

吉野ヶ里保育園

52-3024

三田川児童館

53-1117

※温浴施設に関することは商工観光課へ

︵有料広告︶

生活の中でリハビリ出来ている
城野 憲子

理

散歩中おなじみさんと会う笑顔
原 ミツエ

亀川

一生の一という字で苦労した
斉藤 幾恵

医の道に励む親子の月今宵

井上千代子

干し柿が冬将軍をつれてくる
大塚美代子

主なき家に木犀香り立つ

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。
●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。

東脊振健康福祉センター
三田川健康福祉センター

司法書士による相談会を行い
ます。

［

花愛でし亡母の形見の鉢二つ
くじゃくサボテン冬覆いする
箱川
真木千津子

枝

ワクチンは届かぬ斗う覚悟する
中島三千子

ベコニアにご苦労様とパンジーが
那須 紀子

向井 初子

橋本みつる

カラオケで父子揃って外す音
三宅 あや

温かい父のあぐらで酒覚え

紅葉は人の心を浄化する

行列の夢を買う人みな笑顔

手ぶくろを買いに来たのね気をつけて
詫摩 綾子

香

松尾 利朗

次世代へすてきな遺産渡します
兵働己登子

乾杯の声が一番でかい僕

原岡 秀夫

気もそぞろ師走の声を聞きながら
橋本

ポカポカの机にもたれ夢心地
上滝 初代

手作りの机我が家の宝物
吉岡 昌子

叱られたままで眠ったのかまつ毛
松尾寿美子

強がっているのは冬のかたつむり
西崎久美子

良い言葉手に入れました敷き紅葉
西村 正紘

我が家にも十大ニュースぐらいある
真島 清弘

思うつぼ

鉢植えの皇帝ダリア二輪咲き
すんなり伸びた幹に気品添え
松葉
香月 啓子

いくさ

給油して戦に備えし九七戦
ともにおいたり揺れうごく枯木
︵ふれあい館 大刀洗記念館へ︶
目達原
中島 南角

二人とも無口になって冬仕度
田手
於保

脳裏にもこころに宿る紅葉谷
上石動
大坪カツヨ

せ ふ り

脊振嶺より風の道あり懸大根
田手
大澤ヨシノ

幸

欅通り木の葉時雨にあいにけり
永田ヶ里
井上 春枝

とも

香田 春枝

天高くバルーン浮遊の初試乗
上豆田
伊東

ほ ら

ふたり居の小さき聖菓に灯を点す
松葉
香月 啓子

みそかづき

晦日月はや一枚になる暦
吉田

火祭りや背振千坊法螺響く
上石動
西牟田紀美子
古机感謝をこめて拭きあげる
荒木 靖子

楽しいな八十路の足腰リハビリで
寺崎アサノ

リハビリは大きな声で笑うこと
田中 信子

リハビリは優しい言葉かけること
田中 秀子

振り込め詐欺の

年末の店頭旗がぱたぱたと
風にあをられ心せかるる
下三津東
松本メグミ

初めての小豆作りて亡き母を
たたせて想い出消えず干しあぐ
新宮田
中山 妙子

渡邊登志子

子

みごとなる紅葉と共に去りし友
鳥ノ隈
田中千津子

冬来たる一人居部屋の広かりし
萩原
楠 多美子

冬はじめ古墳の裾に住みなれて
苔野
金子 絹子

留守番のミルクとパンや縁小春
講師
村岡 和水
思い出に君の笑顔がいつもある
真島美智子

あわてるな

来年も花さかせむと鉢植えの
孔雀サボテン日溜りに置く
目達原
中村 悦子

国宝の五重の塔の美しさ
瑠璃光寺詣り晩秋の旅
上中杖上

中島

あまき香が人を誘へり満天の
星想はする柊の花
立野
土井 敏明

血圧を計る窓辺に千両の
赤実のゆれに心安らぐ
吉田

秋深く紅葉したる綾部山
ひまわり咲きて客の目うばふ
吉田
伊東 米子

友の顔脳裏に浮かべ賀状書く
師走の一日穏やかに過ぐ
伊保戸
中島 君子
リハビリを頑張るかたに金メダル
武富 直人
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吉野ヶ里町役場 電話帳

太陽光発電システムの
訪問販売トラブル急増

］栽培した農産物で
薬
す
農
は、ご連絡ください 。
無
方
。
要な
必
白米・玄米・大豆 ・そば粉・野菜（少しずつ増）

●お問合せ先は
吉野ヶ里町豆田1212 (パソコン支援センター内）
JA三田川支所前・大隈まで(農家)
TEL 090-9560-8317
※パソコン修理も!
TEL/fax 0952-55-9292

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（12月1日現在）
男性 7,825（＋14）
女性 8,336（ ＋2）
合計 16,175（＋16）
●世帯数 5,733（＋14）

1月のカレンダー

保健行事

※出生数10 死亡数14（10/15〜11/14届出）

日（曜）

行

事

名

健康相談

1 金 図書室休館日（〜１月３日） 温水プール休館日（〜１月４日）

毎週月曜日

９:00〜11:00

（18・25）

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 土
3 日

【４か月児】
13:00〜13:15
【７か月児】
13:15〜13:30

きらら館

H21.９月生

乳児健診

12
（火)

BCG予防接種

12
（火)

13:00〜13:15

きらら館

H21.９月生及び生後
６ヶ月未満の未接種児

母子手帳・予診票

7 木 消費生活相談【詳】

おやこ教室（ワン・ツー体操）

15(金)

９:50〜10:00

きらら館

乳幼児

水筒（お茶）

8 金 行政･人権相談（ふれあい館）13:30〜16:00

２歳６か月児相談

19(火)

13:00〜13:15

きらら館

H19.５月・６月生

母子手帳 健康相談票

12か月児相談（パクパク教室）

21(木)

13:00〜13:15

きらら館

H21.１月生

母子手帳 エプロン

11 月

２か月児相談

26(火)

13:00〜13:15

きらら館

H21.11月生

母子手帳

12 火 乳児健診【詳】 BCG予防接種【詳】 温水プール休館日

１歳６か月児健診

29(金)

13:00〜13:30

きらら館

H20.５・６月生

母子手帳 健康診査票

4 月 年詞交換会（きらら館）11:00〜
5 火
6 水

9 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
10 日

健康づくり事業

母子手帳

H21.６月生

13 水 おしゃべり広場きらきら10:30〜14:30中央公民館

個別予防接種のお知らせ

14 木 消費生活相談【詳】
15 金 おやこ教室（ワンツー体操）【詳】

22 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。

23 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

16 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
17 日
18 月 健康相談【詳】 温水プール休館日
19 火 2歳6か月児相談【詳】
20 水
21 木 12か月児相談(パクパク教室)【詳】

消費生活相談【詳】

予防接種（ワクチン）の種類

25 月 健康相談【詳】 温水プール休館日

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）

対 象 年 齢

27 水 おしゃべり広場きらきら10:30〜14:30中央公民館

麻しん・風しん混合ワクチン（1期）生後12〜24か月児

28 木 消費生活相談【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

29 金 1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。

30 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
31 日

よしのがリサイクル（11月搬出分）
新 聞
5,330

その他
紙

シュレッター

4,810

20

ダンボール
1,940

単位：kg

紙パック
100

アルミ缶
400

ペットボトル
600
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暴力を

追い出す力

地域の輪

１月３日
（日）

橋本病院

最所医院

しらいし内科

神埼病院

南医院

松本医院

和田内科小児科胃腸科

神埼市神埼町田道ヶ里
神埼市神埼町本告牟田
【外・内】
TEL 55-6566
【小】 TEL 52-2022
神埼市神埼町城原
吉野ヶ里町吉田
TEL 52-2452 【内・胃・呼】 TEL 52-3848
【内・循】
神埼市千代田町直鳥
神埼市神埼町田道ヶ里
TEL 52-3145【外・整外・胃】 TEL 44-2777【外・胃・整外】

≪新型インフルエンザワクチン接種について≫

86,020円

新型インフルエンザワクチン接種は、優先接種対象者か
ら順に開始されています。
●接種料金 １回目3,600円 ２回目2,550円（同じ医
療機関の場合）
ただし、生活保護世帯員の方、町県民税非課税世帯員の
方は、費用の助成があります。
該当する人は、接種前に、両庁舎の総合窓口係で必ず助
成証明書の申請をしてください。

暴力団

（日）

TEL 52-4185

【内・小】

神埼市神埼町神埼
TEL 52-2021 【内・小・胃】

ひらまつふれあいクリニック
古賀内科
１月11日 吉野ヶ里町目達原
神埼市千代田町境原
（月） TEL 51-1110 【内・胃】 TEL 44-2311

【内・小・胃】

おおつぼ内科医院

１月17日
神埼市神埼町本堀
（日） TEL 52-1525

和田医院
【内】

西谷クリニック
１月24日
吉野ヶ里町大塚ヶ里
（日） TEL 52-3139

【内・小・脳】

神埼市千代田町嘉納
TEL 44-2046
【内・小】

中下医院
神埼市千代田町
TEL 44-2488

江
【内】

【内・胃・呼】

売却金額

『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
※１月３日は収集しません。
☆南部地区臨時回収場所（中央公民館南駐輪場）
●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

１月２日
（土）

山田こどもクリニック

神埼クリニック
１月31日 目達原整形外科
神埼市神埼町田道ヶ里
吉野ヶ里町目達原
（日） TEL 52-3717
【整外】 TEL 53-1818

●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｣
TEL 51-1618

＊【詳】…詳しくはお知らせページなどを見てください。

１月１日
（金）

持参するもの／母子手帳・予診票 １月10日
吉野ヶ里町下三津東

24 日
26 火 2か月児相談【詳】

日曜・祝日在宅当番医

２月７日
（日）

中尾胃腸科医院

神埼市神埼町田道ヶ里
TEL 52-3295

【外・整外・胃・内】

２月11日 小森医院
吉野ヶ里町上豆田
（木） TEL 52-1136

【小・内】

栗並医院
神埼市神埼町枝ヶ里
TEL 52-2977

【内】

和田記念病院
神埼市神埼町尾崎
TEL 52-5521 【内・胃・小】

【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

追放できる

強い町
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親子でどうぞ!! 絵本まつり
22
1

朗読劇「しらゆきひめ」、古絵本市、子どもたちによる読書
感想画の展示など盛りだくさんの内容です。ぜひ親子でお出か
けください。

1

日時 １月31日（日）10:00〜12:00（受付9:30〜）
場所 東脊振健康福祉センター「きらら館」

2010 JANUARY No.047

●お願い 古絵本市で販売する絵本を寄贈してください。家
庭で不要になった絵本がありましたら、1月27日(水)までに中央
公民館か東脊振公民館にご持参ください。
●問い合せ 中央公民館
TEL 37-0341
東脊振公民館 TEL 52-3499

子育て講演会
家庭教育学級でもおなじ
みの吉村春生先生による講
演会を開催します。
高校生以下の子どもを持
つ保護者の皆さん。ぜひご聴
講ください。

日時 １月３０日（土）13:30〜15:30
場所 中央公民館講堂
●講師 吉村春生先生（臨床心理士）
●演題 「心がかぜをひく時」
●問い合せ 教育委員会社会教育課
（中央公民館）
TEL 37-0340

YOSHINOGARI

吉野ヶ里町
再発見シリーズ

DISCOVER

第７回

もういくつねると お正月・・・

たき れんたろう

一昔前、子ども達は、我が国最初の口語体の詩である「お正月（滝廉太郎作曲）」（明治
34年）を口ずさみ、正月を心待ちにしていた。豊かさとは縁遠い時代の子どもにとって、正月
はまさに心踊るものであった。一方、大人たちは、掃除や餅つき、おせち作りの傍ら、門松
（松飾り）やしめ飾り、鏡餅等をこしらえて新年の準備をした。

やなぎだくに

としがみ としがみ

これらの飾り物は、元々「年神（歳神）様」を迎えるためのものである。民俗学者の柳田國
お

男は、年神を「この一年を守る神、農作物を守る田の神、家を守る祖霊の３つを一つの神とし
よりしろ

た民間神である」としている。年神様を迎えるため、依代（目印で、降りてこられるところ）
として「門松」を立て、災いや不浄なものの侵入を防ぐ「しめ縄」をはり、年神への供え物と
して鏡餅を用意したのだ。飾り方や飾るものは、
時代や地方、それぞれの神社や家によ

しょうがつ

でんとうぎょうじ

正月と伝統行事

っても違いがある。かつて本町では、
みずひき

若松を半紙でまいて水引で結び、玄関
の柱につける門松を見かけたものだっ
た。室町時代からは松に加えて竹が、

更に江戸時代には梅が添えられて、松竹梅の門松

37-0330

祇園社（目達原）のしめ縄作り
となった。最近は、南天や千両、葉ボタンも添えら
だいだい
にぎ
松本農園の松本茂さんとれ一段と賑やかになっている。しめ飾りには、しめ縄にエビや橙、ウラジロをあしらったものを
成長中のニンニク畑（合成写真）
よく見かけるが、紙に印刷されたしめ飾りを玄関に貼っている町もあるが、いささか味気ない。
おに び た

松の内（7日または15日）を過ぎる節目の伝統行事がホンゲンギョウ（鬼火焚き、どんど焼
き）で、本町でも盛んに行われていた。燃え盛る火に正月飾りを納め、一年の無事息災を祈
ためし

るこの伝統行事も消えつつある。年配の人ならば、 年の始めの例とて・・・松竹立てて門ご
とに の「一月一日」という唱歌も懐かしいことだろう。
写真（左）は、筆者手製の門松だが、皆さんも門松作りに挑戦されては如何？
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