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確定申告の時期が近づいてきました
吉野ヶ里町成人式
10-11

●行政トピックス● 5-7

町長・町議・農業委員選挙、就学援助制度のご案内 ほか

●ハッピーバースデイ・図書室だより● 8-9
●TOWN-WATCHING（まちのわだい）● 12-13
手作りケーキでクリスマス・地域スポーツに貢献 ほか

凛として
2-4

1月10日、三田川中央公園のグラウン
ドで吉野ヶ里町消防団の出初式が行われ
た。
凍えるような寒さの中でのきびきびとし
た団員の通常点検や褌姿での勇壮な馬簾
回しは、『凛』としていて、町民を災害
から守るという意気込みが伝わってくる
訓練だった。

●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・文化講演会● 20
町花：さくら

町木：さざんか

今月から

確定申告
住民税申告
が始まります

・毎週金曜日は、受付を延長します
・収入が給与、年金のみの人の申告日を設けました
【所得税の確定申告をしなければならない人】
●年末調整をしていない人(事業所得者を含む)で、平成
21年中の所得の合計額が基礎控除や配偶者控除、扶養
控除などの所得控除の合計額を超える人
●サラリーマンで年収が2,000万円を超える人
●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で、その主たる給与以外
の給与収入や他の所得の合計額が20万円を超える人
●年末調整に誤りがあった人

【住民税申告をしなければならない人】
●上記、所得税の確定申告をしなければならない人以外
は、住民税申告が必要です。
●国民健康保険加入者の方
●申告書は申告会場または税務課（三田川庁舎）にあり
ます。
●後述する「確定申告の七つ道具」のうち、源泉徴収票
や印鑑など、当てはまるものを持参してください。

【未申告の場合 困ったことに】
●確定申告または住民税申告が未申告の場合、国民年金、
福祉関係、保育所、町営住宅などの手続に必要な所得証
明書などの発行ができません。
●適用者であっても国民健康保険の軽減措置を受けるこ
とができません。

【確定申告の七つ道具】
●税務署から申告書が郵送されてきた場合、その申告書
●給与所得や公的年金などの源泉徴収票
●生命保険料控除の証明書、地震保険料控除の証明書
,長期損害保険料控除証明書(平成18年12月31日までに
締結したもの)

●国民年金の保険料や国民年金基金の加入費として負担
する掛金の証明書
●医療費控除を受ける場合、領収書、保険などからの補
てん金額の明細書
●寄付金の領収書・証明書
●印鑑(口座振替納税をする人は、通帳の印鑑)･通帳の
口座番号(還付を受ける場合)

【平成22年度個人住民税注意点】
●平成21年度税制改正に伴い、個人町県民税の住宅借
入特別控除の制度の一部が改正されました。（詳細は広
報１月号に掲載）
・平成11年から平成18年までに入居された方
【平成22年度から控除申告書を提出しなくてもこの控
除が適用されます】
・平成21年から平成25年までに入居される（た）方
●昨年度より寄附金控除が改正になり、ふるさと納税、
指定法人への寄付が控除できるようになりました。

【早い提出 早い還付】
●所得税の確定申告は3月15日までですが、還付を受
けるための申告(還付申告)は、すでに税務署で受け付け
ています。還付申告書を早目に提出すると、税金の還付
も早くなります。3月になると大勢の人が申告するため、
税金の還付も4月以降になることがあります。
●申告書は電子申告（e-Tax）や郵送でも受け付けてい
ます。
〒841-8601 鳥栖市秋葉町3-12-2 鳥栖税務署
TEL 0942-82-2185

住宅借入金特別控除と農業事業者の
事前相談会を開催します
【住宅借入金特別控除事前相談】
対象者／平成21年中にマイホームを取得（増改築）し、
10年以上の住宅ローンを組んでいる人
※家屋調査がお済の人には事前に案内を差し上げており
ます。該当する人で案内がない場合は税務課資産税係
(37-0334)までお問い合わせください。

【農業事業者事前相談】

収支計算書の作成をお手伝いします。
●日にち
２月１日（月）〜６日（土）・ ８日（月）
＊土曜日も開設します。
●時 間

９:00〜12:00、13:00〜16:00

●場 所

中央公民館講堂（三田川庁舎西側）

役場での
納税相談
【問い合せ】
税務課(三田川庁舎) TEL 37-0334

２月16日（火）〜２月25日（木）
【時間】

９:00〜11:00、13:00〜16:00
金曜日は18:00まで受付
【場所】

きらら館多目的ホール
（土・日を除く）

２月26日（木）〜３月16日（月）
【時間】

９:00〜11:00、13:00〜16:00
金曜日は18:00まで受付
【場所】

中央公民館講堂
（土・日を除く）

平成21年分所得税・平成22年度住民税

納税相談日程

場所／きらら館多目的ホール
月 日 曜

午後（13:00〜16:00）

2 16 火 永山 坂本 松隈 下石動
2 17 水 収入が給与、年金のみの人
2 18 木 上石動 西石動 上三津東 大塚ヶ里
2 19 金 上三津西 下三津東 下三津西
2 22 月 横田（河原以外）
2 23 火

三津住宅 療養所官舎 白萩療 在川 松葉
横田（河原） 辛上

2 24 水 永田ヶ里 大曲
収入が給与、
2 25 木 年金のみの人

大曲アパート 横田住宅
川原団地 大曲宿舎
中の原団地

場所／中央公民館講堂
月 日 曜

午前（9:00〜11:00）

午後（13:00〜16:00）

新宮田 上中杖上分 第八住宅 若楠園 萩原団地

2 26 金 立野団地 田中 下藤
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月 収入が給与、年金のみの人

3

2

火 目達原 鳥の隈

3

3

水 目達原 苔野 吉野ヶ里

3

4

木 吉田

3

5

金 収入が給与、年金のみの人

3

8

月 吉田 下豆田

3

9

火 萩原

3 10 水 上豆田 上中杖 下中杖 曽根
3 11 木 田手村 衣村 伊保戸 田手宿
3 12 金 箱川上分 力田
3 15 月 乙ノ馬手 立野 箱川下分
２月17日、25日（午前のみ）、３月１日、５日については、給与、年金のみの収入の人
に限ります。なお、地区割を行っていますが、都合が悪い場合は他の地区の日においで
ください。会場は、きらら館、中央公民館どちらででも申告できます。

＊譲渡所得がある人は税務署での申告をお願いします。
＊農地・水環境保全向上対策で得られた報酬については『雑所得』に
なります。

確定申告に関するお問い合わせは 税務課（三田川庁舎）へどうぞ
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午前（9:00〜11:00）

TEL 37-0334
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母子保健推進員募集
吉野ヶ里町では、子育て中のお母さんたちを
サポートする子育てボランティア『母子保健推
進員』を募集します。
母子保健活動や子育て支援活動に興味がある
方、仲間とともに子どもたちの笑顔に囲まれな
がら活動してみませんか。

第3回

「少年の主張」大会
●日時 ２月６日（土） ９:00〜
●場所 東脊振健康福祉センター「きらら館」
●内容 町内の小・中学生、高校生による意見発表
●問い合せ 社会教育課 TEL 37-0340
（中央公民館）

●活動内容 町が実施する母子保健事業等への
協力、妊産婦及び乳幼児への訪問・相談など
●任
期 平成22年４月１日から２年間
●募集人員 16名以内
●申込み期限 ３月11日（木）
●問い合せ 保健課健康づくり係(きらら館内)
TEL 51-1618

「吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市」

ボランティアスタッフ募集

第１回開催にあたり、会場や駐車場の管理運営
などをお手伝いしてくださるボランティアを募集
します。初めて吉野ヶ里町内で開催される軽トラ
市、一緒に楽しく盛り上げてみませんか？
●日時 ３月７日（日） ７:30〜12:00まで
●内容 会場・駐車場・運営その他のアシスタント
●場所 ＪＲ吉野ヶ里公園駅北口〜吉野ヶ里歴史
公園までの連絡通路
●人数 30人程度
●申し込み締切日 ２月15日（月）
●申し込み･問い合せ 吉野ヶ里町商工会
TEL 52-4644

国民健康保険加入者は「住民税申告」が必要です
確定申告の時期が近づいてきましたが、国民健康保険に加入している人は、平成22年度国保税の算定や、平成22年８
月以降の医療費の自己負担限度額（所得区分）の判定などのため、平成21年中の所得の申告が必要です。
①確定申告をした人

住民税申告をしないでよい人

②給与所得のみの人で、「給与支払報告書」が会社から役
場に提出されている人
③公的年金等以外に所得がない人で、「公的年金等支払報告書」が
役場に提出されている人

住民税申告が必要な人

上記以外の人で、国保世帯の世帯主（国保に加入して
いない世帯主を含む）と、国保に加入している世帯員
※①②③の人に扶養されている人でも、住民税の申告が必要です。

国保加入者の申告期限

平成22年４月15日（木）まで
（国保税の賦課期日後（4月1日）に納税義務が発生した場合、
発生した日から15日以内）

▲前年度の大会の様子
■主催 吉野ヶ里町青少年育成町民会議
■共催 神埼ロータリークラブ・吉野ヶ里町
■協賛 神埼地区保護司会

「栄西茶もち」
「栄西茶あめ」発売
吉野ヶ里町が日本茶樹栽培発祥の地ということ
にちなんで、栄西茶を100％使用した栄西茶もち
と栄西茶あめが発売されました。
●販売場所 道の駅吉野ヶ里さざんか千坊館・ひ
がしせふり温泉山茶花の湯・ショッピングセンタ
ーマルシェ・麺食房たけひろ（あめのみの販売で
す）
※吉野ヶ里歴史公園では３月から販売される予定
です。

●申告をしなかったら
○国保税の軽減措置に該当する人でも軽減措置を受けられなかったり、国保税を追徴されたりすることがあります。
○医療費の自己負担限度額が高く設定され、自己負担が増えることがあります。
●国保税の申告窓口
三田川庁舎内税務課または東脊振庁舎内総合窓口

電子申告（ｅ-Tax）利用による
無料申告相談会のご案内
●場 所

中央公民館講堂（三田川庁舎西側）

●日にち
３月１日、３月３日（水）〜４日（木）
●受付時間

９:30〜16:00

●相談者

九州北部税理士会鳥栖支部の会員税理士

●内容
e-Tax（国税電子申告システム）を利用した、平成21年分所得税・消費税確定申告書の作成指導
【確定申告書は、電子申告(e-Tax)により作成し送信（提出）】

●栄西茶あめ 315円
●栄西茶もち 525円
▲宮崎軽トラ市の様子
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●問い合せ 商工観光課 TEL 37-0350

●お知らせ
○当日、電子証明書（住民基本台帳カード）を持参された方は、所得税額から最高5,000円の税額控除を受けることが
できます。（この税額控除は、１回限りの適用です）
○住民基本台帳カードを取得するには、吉野ケ里町役場では１〜２週間、手数料が1,000円程度かかります。

確定申告に関するお問い合わせは 税務課（三田川庁舎）へどうぞ

TEL 37-0334
YOSHINOGARI 4

援助費目
学用品費
通学用品費

１.就学援助とは
町内に在住し、町内の小・中学校に通学する子どもが
いる世帯で、経済的な理由により学用品費や給食費の支
払い困難な保護者に対して、その費用の一部を援助する
制度です。
２.申請方法
現在の受給者には学校を通じて用紙を配布します。新
規に希望される方は教育委員会学校教育課に申請用紙が
ありますので、必要事項を記入し、次の書類を添えて提
出してください。
〔添付書類〕
世帯の中で収入がある全員の収入を証明するもの（源
泉徴収票、年金源泉徴収票、確定申告書の写し、児童扶
養手当証書の写しなど）。
この制度は年度単位で実施しています。現在援助を受
けられている方も引き続き援助を希望される場合は、必
ず申請書を提出してください。
３.認定について条件
世帯全員の所得額合計で判断しますので、申請したい
方は所得のある世帯全員分の確定申告を、必ず済ませて
ください。（申告していないと審査ができません）
４.援助内容
就学援助対象児童生徒として認定されると次の援助が
受けられます。（学年や区域外就学等、状況によって該
当しないものもあります。）

学用品の購入にかかる費用の一部
通常必要とする通学用靴、雨傘、上履
きなど又はその購入費の一部（１年生
を除く）
修学旅行費
修学旅行に参加した場合の実費額(小学
校６年生、中学校３年生)
新入学用品費 新入学用品の購入に係る費用の一部
（小中学校新１年生の１学期認定者）
校外活動費
校外活動に参加した場合の実費のうち
交通費及び見学料
学校給食費
給食費として保護者が負担する実費額
医療費
学校保健法に基づく疾病(虫歯や中耳炎
など）の保護者負担額
５.支給方法
各学期ごとに学校を通じて支給します。年度途中での
申請は認定月の翌月分より支給することになります。
６.受付期間
平成22年度分受付は３月１日（月）〜３月29日
（月）まで。その後も随時受付けますが、月割り額とな
り支給されないものもあります。
※お子さんが学校生活を円滑に送れることを目的とした制度
です。虚偽の申請や目的外の使用（上記援助費の未納）が発
覚した場合は、認定を取り消すことがあります。

● 提出先・問い合せ
教育委員会 学校教育課（中央公民館内）
TEL 37−0339 FAX 52−2521

町長･町議会議員選挙が

農業委員会委員選挙が

【立候補者説明会】

●選挙区 ●第１選挙区 三田川地区
●第２選挙区 東脊振地区
●定数 各選挙区８人 計１６人
●告示･立候補受付 ２月16日(火)8:30〜17:00
三田川庁舎２階会議室

次のとおり執行される予定です。 次のとおり執行される予定です。
●日時 ２月12日(金)10:00〜
●場所 中央公民館講堂
※入室は立候補予定者を含む３人まででお願い
します。

【スケジュール予定】
●告示日 ３月23日(火)
●期日前投票期間 ３月24日(水)〜27日(土)
●投開票日 ３月28日(日)

【期日前投票･不在者投票】
●日時 ２月17日(水)〜20日(土) ８:30〜20:00
●場所 ●第１選挙区 町民集会所 ●第２選挙区 東脊振庁舎

【投票】

●日時 ２月21日(日)7:00〜20:00
●場所 ●第１選挙区 町民集会所 ●第２選挙区 東脊振庁舎

【開票】
●日時 ２月21日(日) 21:00〜 ●場所 中央公民館講堂

●問い合せ 吉野ヶ里町選挙管理委員会（三田川庁舎 総務課内）TEL 37-0330

明るい選挙を実現するための
寄附禁止のルール

政治家の寄附は禁止。有権者が求めることも禁止。
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。
違反すると、処罰されます。

寄附禁止のルールを守って、
明るい選挙を実現しましょう。

冠婚葬祭や地域のイベントなど、こんな時、
こんな物も寄附禁止の対象になります。

× 政治家の寄附の禁止
佐賀県屋外広告物条例が改正され、
平成22年４月１日から施行されます

農地の相続も
農地法の手続きが必要です。

佐賀県屋外広告物条例の主な改正内容は、次のと
おりです。
① 国定公園や県立自然公園などを広告物が表示で
きない禁止区域に追加しました。
② 禁止区域以外は全て許可区域としたので、知事
の許可が必要となります。
③ 自己の店舗や事業所等に表示する広告物は、小
規模なものを除き知事の許可が必要です。
●問い合せ
佐賀県まちづくり推進課 景観担当
TEL 25-7326

農地の相続も農地法の手続きが必要です。
平成21年12月の農地法の改正により、農地の相
続や法人合併などで農地の権利を取得した場合は、
農業委員会へ届出が必要になりました。
相続した方が地元を離れていて、自分では手入
れができない場合は、農業委員会が農地の管理に
ついてのご相談や、地元で借り手を探すなどのお
手伝いをします。
●問い合せ 農業委員会（東脊振庁舎）
TEL 37-0353

7 YOSHINOGARI

行政トピックス

行政トピックス

就学援助制度のご案内

政治家（候補者、候補者になろうとす
る者、現に公職にある者）は、寄附を
すると処罰されます。

× 政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

お歳暮やお年賀

入学祝・卒業祝

病気見舞い

秘書等が代理で
出席する場合の結婚祝

秘書等が代理で出席
する場合の葬式の香典

葬式の花輪・供花

落成式・開店祝の花輪

町内会の集会や旅行
などの催物への
寸志や飲食物の差入

有権者が、威迫あるいは政治家を陥れ
る目的で寄附を求めると処罰されます。

× 後援団体の寄附の禁止

後援団体が花輪、香典、祝福などを出
すと処罰されます。

× あいさつ状の禁止

政治家は、年賀状などのあいさつ状を
出すことが禁じられています。

× あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、有料広告を出す
と処罰されます。

お祭りへの寄附や差入

地域の運動会やスポーツ大会
への飲食物の差入

贈らない！
求めない！
受け取らない！
YOSHINOGARI 6

童
児 館

三田川

日にち
３日
(水)
５日
(金)
６日
(土)
13日
(土)
15日
(月)

時 間

だより

２月の
催 し

ハッピーバースデイ
̶ 吉野ヶ里町の宝 ̶

開館時間

Happy
Birthday

月〜土曜 ９:30〜18:00
（10月〜４月9:00〜17:30）

●問い合せ 三田川児童館 TEL 53-1117

行

事

対

象

定員

11:00〜

おはなしあそび

どなたでも

11:00〜
12:00
10:00〜
12:00

1,2,3歳親子のつどい

1,2,3歳児親子

10組程度

陶芸教室③

小学４年生以上

１月の①②に
参加した人

14:00〜

フォンダンショコラづくり

小学生以上

10:30〜
11:30

ドレミ広場

未就学児親子

材料代

申込締切

無料
無料

定員になり次第
いけだ

わ

か

池田 和香ちゃん

平成21年２月27日生まれ 【在川】

申込者多数の場合

200円 ２月８日抽選

10名程度

【家族からのメッセージ】１歳のお誕生日
おめでとう!!これからも元気いっぱいに育
ってね♡

【３月号募集】
●対象者 ３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 ２月４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。

てつか

り

ほ

手塚 梨歩ちゃん（写真左）
平成20年２月６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。これからもお姉ちゃんと仲良
く楽しく遊んでね。

無料

特 別 開 館 日 10:00〜17:00（３月で終了）

21日
(日)

13:00〜
（予定）

11:00〜
12:00
10:30〜
11:30
14:00〜
16:00

23日
(火)
25日
(木)
27日
(土)

児童館ライブ打合せ

ライブ申込者

０歳児親子のつどい

０歳児親子

10組程度

フルーツ親子広場

1,2,3歳児親子

12組程度

小学生以上

８名程度

（２月１日申込開始）

陶芸教室①
（3/6,3/13の３回コース）

無料
無料

定員になり次第
定員になり次第

500円
（３回分）

定員になり次第

●２月13日のフォンダンショコラづくりは、申込者多数の場合２月８日（月）に申込者を抽選し、当選者10名に連絡をします
のでその後材料費を持参してください●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●来る３月28日(日)に第２
回児童館ライブを開催しますので、２月20日まで引き続き出演者を募集しています

NEW

図書室だより
著 者

苫米地 英人

ゲゲゲの女房

武良 布枝

ラン

森 絵都

殺気

雫井 脩介

不連続の世界

恩田 陸

阪急電車

有川 浩

そっといちどだけ

なりゆきわかこ

じゃんけん

むらいきくこ

進化の迷路

香川 元太郎

雨ふる本屋

日向 理恵子

カールじいさんの空飛ぶ家

ジャスミン・ジョーンズ

ルルとララのチョコレート

あんびる やすこ

いのちのバトン

日野原 重明

他４５冊

※すべて東脊振公民館で取り寄せ可能です。
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!

おすすめの本

まずは親を超えなさい！

『阪急電車』

有川浩

恋の始まり、別れの
兆し、そして途中下
車･･･。人数分の人
生を乗せて、どこま
でも続かない路線
を走っていく。片道
わ ず か15分。その
時、物語が動き出す。

『進化の迷路』
香川元太郎 著
昔の生き物にあい
にいこう！迷路を
抜け、かくし絵を
みつけて、進化の
島の謎を、ときあ
かそう。

こうへい

平成21年２月６日生まれ 【立野】

かきもと

そ

ら

たかぎ

り

く

柿本 蒼空ちゃん

高木 璃久くん

【家族からのメッセージ】４月から１年生
になります。お友達いっぱい作って元気に
学校行こうね。

【家族からのメッセージ】お誕生日おめで
とう!!強くて、たくましい、そして優しい
男の子になってね!

平成16年２月４日生まれ 【中の原団地】

【家族からのメッセージ】お誕生日おめで
とう。元気で明るい男の子の育ってくださ
い。

平成20年２月４日生まれ 【中の原団地】

生まれてきてくれて

ありがとう

BOOKS
中央公民館に新しい本が入りました
本のタイトル

のぐち

野口 航平くん

著

鈴山
品川
中原
大園
伊東
平尾
北島
浦川
中村
中村

浩二
誠
良
泰介
貴志
太
幸治
貴弘
俊之
剛

様
様
様
様
様
様
様
様
様
様

琉生（るい）くん
大曲
実衣菜（みいな）ちゃん 吉田
璃徠（りこ）ちゃん
田手
力（ちから）くん
吉田
愛翔（まなと）くん
田手
晃士（あきと）ちゃん 大曲
知枝（ちえ）ちゃん
吉田
ひなたちゃん
三津
莉緒（りお）ちゃん
立野
柚子（ゆず）ちゃん
吉田

11月24日、４回目の支給式がきらら館で行われ、出生祝金を支
給された人は次のとおりです。（９月・10月申請者）

第４子
第３子
第３子
第３子
第３子
第３子
第２子
第２子
第２子
第２子

放課後子ども教室
放課後子ども教室
ボランティア募集
ボランティア募集
三田川･東脊振両小学校で実施している放課後子ども
教室(わくわく子ども教室・ふれあい子ども教室)の内容
を充実させるため、安全管理人などのボランティアを募
集します。子どもたちと一緒に楽しい時間をすごしませ
んか?(年齢不問)

石丸 実人
久永 大介
西口 正剛
副島 雅崇
眞島 優紀
和田 貴盛
永 伸
大川 省吾
松本健一郎
泊
裕人
古川 直道

様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様

楓（かえで）ちゃん
美華（みか）ちゃん
遥斗（はると）くん
丈（じょう）くん
恵多（けいた）くん
雅登（まさと）くん
龍健（りゅうけん）くん
莉奈（りな）ちゃん
莉紘（ちひろ）くん
佳音（かのん）ちゃん
京佳（きょうか）ちゃん

大曲
大曲
吉田
立野
吉田
吉田
立野
立野
大曲
吉田
大曲

第２子
第１子
第１子
第１子
第１子
第１子
第１子
第１子
第１子
第１子
第１子

●問い合せ 福祉課児童支援係 TEL 37-0343

●期間

平成22年５月〜平成23年３月までの毎週水曜日
15:00〜17:30
●場所 三田川小学校、東脊振小学校
●内容 子どもたちとスポーツ、文化活動、レクレーションの実施、
安全管理人(月２回程度)
●募集人員 各小学校１２名程度(登録制)
●謝金 １回 1,500円程度
●締切 ２月26日(金)
●申込･問い合せ 中央公民館
TEL 37-0341
東脊振公民館 TEL 52-3499
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平成 年町成人式が１月 日︑

きらら館で行われ︑平成元年４

月２日から平成２年４月１日ま

でに生まれた新成人２３８人が

大人の仲間入りをしました︒

式には真新しいスーツや晴れ

着に身を包んだ新成人が参加︒

式終了後のメモリアルパーティ

ーでは久々に会った友人と会話

が弾み︑デジカメを手にお互い

11 YOSHINOGARI

■交通安全宣言(松田早代さん)

の写真を撮り合う姿が見られま

■お茶席にて

した︒

■友人との記念撮影

また︑茶道サークルによるお

■式開会前に行われた「はたちの健診」

茶席が設けられ︑お茶をいただ

■メモリアルパーティーにて

きながら懐かしそうに語り合う姿も見られ︑会場は華

■誓いの言葉を述べる
筬島悠さん（左）と中島達也さん(右）

名の新成

■新成人代表の謝辞(石井晃一さん)

55

やかな雰囲気に包まれていました︒

■記念品を受取る小野崇史さん

このほか︑﹁はたちの健診﹂が行われ︑

22

【三田川校区】

人が受診しました︒

【ニュース】
消費税施行。税率は３%（４月）
天安門事件（６月）
リクルート疑惑や消費税導入による支持率の低下で竹下内閣が総辞職（６月）
参議院議員選挙で自民党が過半数を割る。 「マドンナ旋風」が流行語に（７月）
横浜ベイブリッジ開通（９月） ベルリンの壁が実質的に崩壊（11月）
【ベストセラー】
『TUGUMI』(吉本ばなな) 盛田昭夫・石原慎太郎『「NO」と言える日本』
【流行語･新語】
セクシャル･ハラスメント、オバタリアン
【吉野ヶ里町の出来事】
全国的に注目されていた吉野ヶ里遺跡が国史跡に指定（５月）
【旧三田川町の出来事】
目達原辯財天大祭（５月）
一億円ふるさと創生事業（７月）
三田川中央公園造成工事着工（３月）
【旧東脊振村の出来事】
東脊振中学校男子バレー部全国大会出場（８月）
百年記念塔起工式（８月）

平成 年吉野ヶ里町成人式

新成人が生まれた頃の出来事 (平成元年４月〜平成２年３月)

２３８人が
大人の仲間入り

【東脊振校区】

22

10

友人との再会を喜ぶ成人者

友人との記念撮影
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上空から見守る

手作りケーキでクリスマス

年頭編隊飛行訓練

子どもクリスマスケーキ作り教室

1月8日、陸上自衛隊目達原駐屯地の第4飛行隊に
よる編隊飛行訓練が行われました。
この日の訓練では、ＯＨ-6ＤとＵＨ-1Ｊの各3機
が筑紫野市上空から久留米市上空、佐賀市上空を高
度700ｍの高さで約50分かけて飛行しました。第
4飛行ー隊は、昨年のゲリラ豪雨で取り残された那
珂川町内の保養施設利用者の救助や、福岡西方沖地
震での救助でも出動した部隊で、こうした日々の訓
練により私たちの安心安全が守られているのです。

■編隊飛行訓練

■多目的ヘリコプター
ＵＨ-1Ｊ

■上空から見た東脊振地区

山に登って野鳥を観察
吉野ヶ里町ふれあい子ども教室親子登山

■野鳥観察地点まで山登り

12月23日、子どもクリスマスケ
ーキ作り教室で町内の小学校5・6年
の子どもたちがクリスマスに合わせ
てケーキ作りに挑戦しました。
この日参加した17人の子どもたち
は、色とりどりの三角頭巾に着替え
てみんなで協力しながらケーキを作
り、調理室には美味しそうな甘い香
りがいっぱいに広がっていました。

12月23日、ふれあい子ども教室の親子登山で小学校1〜3年生の子ど
もたちが上峰町の鎮西山に登り、バードウォッチングを楽しみました。
山頂付近では、一年を通してメジロやヤマガラ、モズ、コジュケイなど
が観察できるとのことで、日本野鳥の会佐賀支部の古川博英さんの「秋に
はこの場所でサシバやハチクマなどタカの渡りも観察できます」との説明
に参加者からは感嘆の声。参加した子どもたちは、山頂でお弁当を食べた
り、アスレチックで遊んだりと楽しい一日を過ごしていました。

■ほら、上手でしょう

地域スポーツに貢献
佐賀エレクトロニックスのバレーボール教室
12月12日、東脊振中学校体育館で、バレーボール教室が
開催されました。
東脊振中と三田川中の女子バレーボール部20名が参加
し、佐賀エレクトロニックスのバレーボール部の選手に指導
を受けました。パス、レシーブ、スパイク、ブロックなどの
基本プレーを中心にみんなで約3時間汗を流していました。

■指導を受ける中学生

笑い声が響き渡った収穫祭

地域の交流ますます盛んに！

根っこも赤いよ

"きっと、もっと、はっと！"

立野地区サツマイモ収穫祭

吉田地区しめ縄作り

東脊振幼稚園のたまねぎ植え

古川知事が東脊振駐在所を訪問

平成21年度のコミュニティ助成事業（青少年健全育成事
業）により、立野地区でサツマイモの収穫祭が行われました。
同地区では老人クラブと子供クラブの交流を目的として、種イ
モの植え付けから収穫まで、子供達を対象とした体験農業を行
ってきましたが、平成21年は開拓団入植60年にあたるため、
記念行事として盛大に行われました。収穫祭には地区役員によ
る模擬店が出店され、子ども達の楽しそうな笑い声が響き渡っ
ていました。
収穫祭で子供達に「食」に対する感謝の気持ちを抱かせると
ともに、交流による世代間の結びつきが強まりました。

■育てたサツマイモを親子で収穫
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コミュニティ助成事業と
は、宝くじの普及広報を目的
として、地域活動を支援す
るためのもので、公民館の
建設や地域のまつりなど多
方面にわたり利用されてい
ます。

12月21日、吉田地区で恒例のしめ縄作り
が行われました。当日は雪模様にもかかわら
ず子どもからお年寄りまで約100人が参加し
ました。慣れない「わら」を使った作業に大
人も子どもも苦戦していましたが、経験者や
お年寄りに手伝ってもらいながら、伊勢えび
や縁起の良い飾りを飾ってみごとに完成しま
した。今年はあつあつの豚汁も振る舞われ、
参加した子どもたちは交代でもちつきを体験
したりと大喜びでした。

■しめ縄作りをする参加者

12月9日、東脊振幼稚園のたんぽぽ組とひまわ
り組の園児35人が380本のたまねぎの苗を植え
ました。
たまねぎは赤たまねぎなど3種類。園児たちは
根を傷つけないようにそっと丁寧に植えながら、
「赤ちゃんの時も根っこは赤いね」と新しい発見
をしていました。収穫したたまねぎは収穫祭でカ
レーの具材になる予定です。

12月14日、"きっと、もっと、はっと"の14回目と
して、古川康知事が東脊振駐在所を訪問しました。
知事は、「駐在所という、家族が一緒になって24時
間対応するシステムは、他の国にも例がないと言われ
ている。その現場の様子を知りたい」と、今回はじめ
ての駐在所訪問となり、駐在所の江頭さんは、「私
は、地域の人々に支えられ、守っていただいていると
思います。私が
そのお返しとし
て地域の安全・
安心を守ってい
くという気持ち
で勤務していま
す」と話してい
ました。

■たまねぎを植える園児

■駐在所の江頭さん（左）と古川知事（右）
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年金

保険料は口座振替で
前納がお得です
国民年金保険料は、お支払い方法に
よってお得な割引があります。（平成
21年度の金額は下記のとおりです）
【１年度分を前納する】
●現金の場合年間 3,120円の割引
●口座振替の場合 年間3,690円の割引
【６ヶ月分を前納する】
●現金の場合 710円の割引
（年間割引額1,420円）
●口座振替の場合 1,000円の割引
（年間割引額2,000円）
【口座振替の引落方法】
●１年前納 ４月から翌年３月分を４
月30日に振替
●６ヶ月分前納 ４月から９月分を４
月30日、10月から翌年３月分を11月
１日に振替
●毎月納付(当月末振替) 納付期限よ
り１ヶ月早く口座振替(早割)
●毎月納付(翌月末振替)翌月末振替
(割引なし)
●口座振替の前納お申し込み方法
預貯金口座をお持ちの金融機関（郵便
局を含む）の窓口、または年金事務所
(郵送可)、役場年金係で受け付けてい
ます。
●申込締切日 口座振替での平成22
年度分１年前納（４月から９月分の６
ヶ月前納も含む）の締切日は２月26日
（金）までです。

すでに、口座振替で前納されている
人は再度申し込みの必要はありません。
（ただし、口座振替の引落方法を変更
される場合は再度申込が必要です。）
また、一部納付（半額免除など）の
口座振替は、毎月納付（割引なし）と
なります。
【前納の口座振替日は４月30日】です
残高不足で口座からの引き落としが
できなかった場合は、割引ができなく
なりますのでご注意ください。
(毎月の口座振替に切り替わります)
特に初めて口座振替で１年度分また
は６ヶ月分の前納を申し込まれた人は、
前納の保険料に加えて、前年度の3月
分保険料(14,660円)が同時に引き落と
されますので残高不足にご注意くださ
い。
●問い合せ 住民課年金係（三田川庁
舎） TEL 37-0333
佐賀年金事務所お客様相談室
TEL 31-4191

相談

県下一斉無料法律相談会
●日時 2月13日（土）
10:00〜15:00（予約不要）
●相談内容 不動産の相続、売買、贈
与などの登記、供託、債務整理、青年
後見、各種裁判手続
●場所
【神埼会場】
神埼中央公民館 TEL 53-2325
【佐賀会場】アバンセ TEL 26-0011
【鳥栖会場】
鳥栖商工会館 TEL 0942-83-3121
●電話相談
当日は電話相談もお受けします。
●専用ダイヤル

TEL 29-0665・29-0635
●問い合せ 佐賀県司法書士会
TEL 29-0626

無料もの忘れ相談室
●実施日
２月24日(水)･３月31日（水）
●時間 15:00〜17:00
１人30分程度(要予約)
●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

催し

95歳の華展 横手信江油彩画展
町文化功労者賞受賞記念
●日時 ２月15日(月)〜28日（日）
(土日も開催)
●場所 きらら館
●問い合せ 東脊振美術倶楽部
中島 TEL 090-2089-8457

コミュニティーホール展示会
[透かし彫り作品展]
●展示期間
１月20日(水)〜２月19日(金)
[吉野ヶ里ふるさと炎まつり写真展]
●展示期間
２月20日(土)〜３月31日（水）
※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。
●問い合せ 吉野ヶ里公園駅コミュニ

ティーホール TEL 55-8255

新春ラージボール卓球大会
●日時 ２月14日(日)８:30〜
●場所 三田川武道館２階
●種目 ダブルスによる個人戦
●競技方法 試合当日の抽選による組
でリーグ戦を行う
●参加費 1人200円
●申込期限 ２月８日(月)
●申込み・問い合せ 町体育協会事務
局(温水プール内) TEL 52-1944

目達原駐屯地を見学ツアー
●日時 ３月16日(火)９:30〜15:00
●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
●参加費 500円 (昼食代･記念写真代等)
●定員 30名(抽選)
●申込方法 往復葉書に㈰住所㈪氏
名㈫年齢㈬電話番号㈭職業㈮性別㈯
当日駐屯地までの交通手段を記入し郵
送してください。
●締め切り ２月19日（金）必着
●申し込み 〒842-0032吉野ヶ里町
立野７ 広報室見学ツアー係
●問い合せ 目達原駐屯地広報室
TEL 52-2161（内線206）

「美味しく食べよう食事会」

●日時 ２月10日(水)（要予約）
12:20〜14:30（12:00〜受付）
●場所 国立病院機構東佐賀病院
●内容 「佐賀県産の食材を使った献
立・糖尿病治療のこつ・ストレッチ体
操と簡単な筋肉増強法
●申込締切 ２月５日（金）
●参加料 弁当代600円(当日徴収)
●申込･問い合せ 東佐賀病院地域医
療連携室 TEL 0942-94-3748

赤十字幼児安全法
支援員養成講習会
こどもに起こりやすい事故の予防と
手当、病気と看病の方法などを学んで
みませんか。
●日時 ２月27日(土)･28日(日)･３月
７日(日) ９:00〜15:30
●会場 日本赤十字社 佐賀県支部
●講習内容 子供に起こりやすい事故
の予防と手当･AED･心肺蘇生法・誤飲
誤嚥の対応等･子供の病気と看病の仕
方
●受講資格 満15歳以上の人
●経費 教本教材費として1,500円必
要
●申込期間
２月８日(月)〜２月25日(木)
※筆記用具、大判ハンカチ１枚、スト
ッキング１足、教材費、昼食をご持参
ください。ジャージなどの運動ができ
る服装でご参加ください。
●申込･問い合せ 日本赤十字社佐賀
県支部へ電話で申し込みください。
日本赤十字社佐賀県支部事業課 担
当：大町 TEL 25-3108

若者自立支援セミナー
【セミナー①】職業ふれあいセミナー
〜農業が日本を救う！〜
「農業で地域貢献」
●日時 ２月18日（木）
14:00〜16:00
【セミナー②】自分みがきセミナー
「おさらい!ビジネスマナー」
●日時 ２月25日（木）
14:00〜16:00
●受講料 無料
●定員 各30名（先着順）
●会場 （独）雇用・能力開発機構
佐賀センター（佐賀市兵庫町若宮）

職業訓練生募集
平成22年４月期受講生を募集します。
●応募資格 雇用保険受給資格者お
よび求職者
募集訓練科名
テクニカル
オペレーション科

定員

機械加工技術科
金属加工科
電気設備科
住宅リフォーム技術科
建築CAD科

12
18
18
18
24

18

※他に委託訓練もあります
●申込期限 ３月２日（火）
●入所日 ４月２日（金）
●申込先 最寄りの公共職業安定所
●問い合せ 独立行政法人 雇用・能
力開発機構佐賀センター
TEL 26-9516

広報紙への有料広告を募集
「広報吉野ヶ里４月号」に掲載する
有料広告を募集しています。
●申込締切 ２月20日(水)までに、申
込書と広告の原稿など(内容が分かる
もの)を提出してください。
●掲載料金
【町内企業】
●縦５cm×横17cm
5,000円
●縦５５cm×横８cm 3,000円
【町外企業】
●縦５cm×横17cm 10,000円
●縦５５cm×横８cm 5,000円
＊２色刷り(色の指定はできません)
●問い合せ 総務課秘書･広報係(三田
川庁舎) TEL 37-0330

日展・院展・創画会他、若手作家の春の新作花鳥
画を中心に、水墨山水・お祝い掛けなど多数揃え
て展示販売を行います。どうぞこの機会をご利用
期
時
場

︵有料広告︶

︵有料広告︶

︵有料広告︶

たすけて 〜

●申込み・問い合せ （独）雇用・能
力開発機構佐賀センター
TEL 26-9498

２月11日（木）〜15日（月）
10:00〜18:00
さくら画廊
佐賀市新栄西1丁目2-41 タワラビル１階
問い合わせは
TEL 0952-29-0085
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その他

●地域別 １時間629円
(平成21年10月１日発効)
●産業別
●一般機械器具製造業関係
１時間745円

寄附御礼
●老人クラブへ
●三好 巴 様(坂本) 故司様
●北村ノブ子様(横田) 故光義様
●福田豊 様(下三津東)故敏江様
●福田豊春様(下三津東)故太郎様
●相良ナツノ様(下石動)故照様
●竹内 法子様(萩原) 故等様
●内田チヨノ様(目達原)故九州男様
●森園 喬 様（下藤）故チエ様

吉野ヶ里町役場 電話帳

●問い合せ
商工観光課（東脊振庁舎）? 37-0350

総務課

37-0330

訪問販売や通信販売を取り締まる法律（特定商取引法）及びクレジット
契約を規制する法律（割賦販売法）の改正法が12月1日施行されました

財政課

37-0331

企画課

37-0332

消費生活相談日と場所（市・町外の人も相談できます）

原岡 秀夫
雪止んで山も明るく息子立つ
那須 紀子

好奇心失せないように磨きます
井上千代子

着ぶくれで待合室があふれてる
大塚美代子

酒と餅メタボの罪を引き受ける
中島三千子

江口カズヨ

向井 初子

雪見酒君と毛布にくるまって
詫摩 綾子

手紙には言葉と違う力ある

水仙の遺伝子欲しい霜の朝

おとそだけ少しいただき祝います
兵働己登子

畑仕事いそぎなさいと冬日和
古川 清治

松尾寿美子

さあ行こう目標地点見定める
松尾 利朗

休憩中必ずやってくる上司

すこやかな春の音する茶を入れて
城野くみ子

城野 浩二

折り紙の白が迷ってばかりいる
西崎久美子

司法書士による相談会を行います。

住民課
税務課

37-0334

環境課

37-0335
53-7444

会計課(三田川)

37-0337

議会事務局

37-0338
37-0351

会計課(東脊振)

37-0352

福祉課

37-0343

（おたっしゃ本舗吉野ヶ里） 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

学校教育課

37-0339

社会教育課

37-0340

中央公民館

37-0341

東脊振公民館

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

振り込む前に

37-0333

(三田川庁舎総合窓口) 37-0336

（多重債務、相続・遺言、登記関係等）

たしかめて

37-0342

住民課（東脊振庁舎総合窓口）

中央公民館

橋本かのこ

山下麻の葉

香

●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

（ダム対策係）

（下水道係）

東 脊 振 庁 舎

散歩道小春日和に誘われて

お歳暮の桜の枝が春を連れ

①訪問販売、電話勧誘販売、通信販売でクーリングオフできるものの対象が原
則すべての商品やサービスとなりました。但し例外があります。
②クレジット契約は現在３回払い以上が規制の対象ですが、２ヶ月以上後の１
回払いや２回払いも対象になりました。翌月１回払いは対象となりません。
＜訪問販売規制の強化＞
③訪問販売によって通常必要とされる量を著しく超える商品などを購入する契
約した場合、契約後１年間は契約の解除ができます。
④訪問販売で契約をしない意思表示をした消費者には、契約を勧誘することを
禁止しました。「忙しい」とか「また後で」というあいまいなことばでなく
「いり ません」「お断りします」とはっきり断ることが必要です。
＜クレジット規制の強化＞
⑤個別クレジット（ショッピングローン）をクーリングオフすると販売契約も
クーリングオフされます。
⑥訪問販売者等がうその説明や過量販売をした場合個別クレジット（ショッピ
ングローン）も取り消すことができます。既に支払ったお金の返還も請求で
きます。
＜インターネット取引等の強化＞
⑦通信販売で返品ができる、できないを広告に表示していない場合は８日間送
料を消費者負担で返品ができます。
※これらの法律はすべて2009年12月１日以降にした契約に適用されます。

三 田 川 庁 舎

いさりぶね

白菊の色あせて咲く葉のかげに
鶏頭の紅霜に輝く
箱川
真木千津子

葦枯れの筑後川辺の漁舟
初陽をあびて年のおだしき
下三津東
松本メグミ
抜きたての大根の土春香る

破れ障子孫が帰ったすきま風
橋本

橋本 山椒

孫帰り部屋の広さが寒くなる
橋本みつる

九州の寒さにふるえ里帰り

孫達がよき成人になるように
古川千代子

ああうまい何でも食べてくれた父
田中 秀子

耕運機父の姿がそこにある
寺崎アサノ

父さんの背なのぬくもりまだ覚え
上滝 初代

父の目に間違いなかったむこ選び
吉岡 昌子

ほっかいろ雪が降っても負けないよ
田中 信子

雪合戦当たった泣いた知らんぷり
武富 直人

佐藤 隆史

気楽には程遠い日の風の色

今日だけは持たぬハンドル燗がつき
西村 正紘

友情の酒には借りも貸しもない
真島 清弘

思うつぼ

帰省の娘庭に作りし雪だるまの
溶けるを惜しみ明日は去り行く
松葉
香月 啓子

むしろ

針の筵になるきっとなる
列島のニュース吸い取る無数のアンテナ
目達原
中島 南角

やみ

めおと

大澤ヨシノ

幸

子供等の声高くして寒稽古
上石動
大坪カツヨ

寒晴れの物見櫓に夫婦鳩
田手

伊東

休日や訃報のとどき寒きびし
永田ヶ里
井上 春枝

戴きし貼絵の色紙冬温し
上豆田

釣り糸を垂らす夫の背冬温し
松葉
香月 啓子

西牟田紀美子

初春に感謝の念を抱負とす
吉田
香田 春枝

粛々と望楼高し初御空
上石動

田中千津子

手に溶ける雪の姿は冬蜻蛉

さざんかの群生みだれ雪のよう
城野 憲子

明日あると信じてねむる夢たのし
斉藤 幾恵

年と共気楽になった十二月
原 ミツエ

振り込め詐欺の

初の病老いにはつらきリハビリにも
好きな相撲も我ははげます
新宮田
中山 妙子

願ひ事たのみ詣づる人多く
香煙ただよふ七木地蔵尊
目達原
中村 悦子

元旦の吉野ヶ里公園清掃し
赤熊太鼓の熱気あふるる
上中杖上
渡邊登志子

子

甥っ子の合格祈願飛梅に
鳥ノ隈

凍空も名古屋のネオンの燦燦と
萩原
楠 多美子

枝

男手の欲しき師走や窓を拭く
苔野
金子きぬ子

枝打ちの杉の匂ふや 寒の山
田手
於保

かんがらす

歩くとは空を見ること寒鴉
講師
村岡 和水
真島美智子

スタートラインにゆっくり立っている闘志

あわてるな

明かり行く外柵にそひ隊員は
パトロールせり元旦の朝
立野
土井 敏明

嫁用意の七草がゆを頂きて
新年の体調あたためてをり
吉田
中島

御年賀に天気のよさのうれしさよ
実家に行きて御目出たを聞く
吉田
伊東 米子

父の忌は山茶花の花水仙の
むつき
群れに睦月の小雪舞い散る
伊保戸
中島 君子

うす陽さす生垣しげみに白蝶の
羽根堅く閉じ冬超さんとす
横田
宮地カヨ子
サンタにも予算があるといい聞かせ
荒木 靖子
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佐賀県最低賃金の改定

(平成21年12月18日発効)
●電気機械器具製造業関係
１時間703円
(平成21年12月20日発効)
●陶磁器･同関連製品製造業
１時間632円
(平成21年12月25日発効)
＊精皆勤手当、通勤手当、家族手当
や時間外手当は参入されません。
●問い合せ 佐賀労働局労働基準部
賃金室 TEL 32-7179

「きらら館」

52-3499
51-1618

三田川健康福祉センター
「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

もう一度
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●まちの面積 43.94km2
●まちの人口（1月1日現在）
男性 7,855（＋30）
女性 8,352（＋16）
合計 16,207（＋46）
●世帯数 5,760（＋27）

2月のカレンダー

保健行事

※出生数11 死亡数10（12/1〜12/31届出）

日（曜）

行

事

名

健康相談

1 月 健康相談【詳】

毎週月曜日

９:00〜11:00

（1・8・15・22）

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 火 乳児健診【詳】 BCG予防接種【詳】
3 水

【４か月児】
13:00〜13:15
【７か月児】
13:15〜13:30

きらら館

H21.10月生

乳児健診

２（火)

BCG予防接種

２（火)

13:00〜13:15

きらら館

H21.10月生及び生後
６ヶ月未満の未接種児

母子手帳・予診票

３歳６か月児健診

５(金)

13:00〜13:30

きらら館

H18.７月・８月生

母子手帳 健康診査票

おやこ教室（ワン・ツー体操）

８(月)

９:50〜10:00

きらら館

乳幼児

水筒（お茶）

２か月児相談

９(火)

13:00〜13:15

きらら館

H21.12月生

母子手帳

10 水 おしゃべり広場きらきら10:30〜14:30中央公民館 マザークラス【詳】

マザークラス

10(水)

13:00〜13:15

きらら館

妊婦

母子手帳

11 木 消費生活相談【詳】

パパママ学級①

21(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

12 金

12か月児相談（パクパク教室）

25(木)

13:00〜13:15

きらら館

H21.２月生

母子手帳 エプロン

13 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館

パパママ学級②

28(日)

９:45〜10:00

きらら館

妊婦と夫

母子手帳

4 木 消費生活相談【詳】
5 金 ３歳６か月児健診【詳】 行政･人権相談（農村環境改善センター）９:30〜12:00
6 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
7 日
8 月 健康相談【詳】 おやこ教室（ワン・ツー体操）
【詳】
9 火 ２か月児相談【詳】

14 日

個別予防接種のお知らせ

15 月 健康相談【詳】
17 水
18 木 消費生活相談【詳】
19 金
20 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
21 日 パパママ学級①【詳】

はたちの健診

22 月 健康相談【詳】

日曜・祝日在宅当番医

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。（平成21年４月１日から）
●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お持ちでない人は
ご連絡ください。

16 火

母子手帳

H21.７月生

２月７日
（日）

中尾胃腸科医院

和田記念病院

神埼市神埼町田道ヶ里
神埼市神埼町尾崎
TEL52-3295
【外・整外・胃・内】 TEL52-5521

【内・胃・小】

小森医院
栗並医院
２月11日 吉野ヶ里町上豆田
神埼市神埼町枝ヶ里
（木） TEL52-1136
【小・内】 TEL52-2977
福嶋内科医院
たけうち小児科医院
２月14日
神埼市千代田町境原
神埼市神埼町田本堀
（日） TEL52-2524
【小】 TEL44-2141

持参するもの／母子手帳・予診票
●乳幼児個別予防接種
２月21日 なかしま整形外科クリニック
予防接種（ワクチン）の種類
対 象 年 齢
神埼市神埼町本堀

23 火
24 水 おしゃべり広場きらきら10:30〜14:30中央公民館
25 木 消費生活相談【詳】 12か月児相談(パクパク教室)【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 金

麻しん・風しん混合ワクチン（1期） 生後12〜24か月児

27 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館

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 日 パパママ学級②【詳】
＊【詳】…詳しくはお知らせページなどを見てください。

よしのがリサイクル（12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

9,630

7,710

0

2,570

150

260

590

121,635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日曜日（２月７日）８:30〜17:00
☆南部地区臨時回収場所（中央公民館南駐輪場）
●回収日 月・水・金曜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

【内】

（日）

TEL51-1430

【整外】

【内・小】

橋本病院

神埼市神埼町本告牟田
【外・内】
TEL52-2022

山田こどもクリニック しらいし内科
２月28日
神埼市神埼町田道ヶ里
神埼市神埼町城原
（日） TEL55-6566
【小】 TEL52-3848

【内・循】

３月７日
（日）

最所医院

和田医院

神埼市千代田町嘉納
吉野ヶ里町吉田
TEL52-2452 【内・胃・呼】 TEL44-2046
【内・小】

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
和田内科小児科胃腸科
神埼病院
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。 ３月14日
神埼市神埼町神埼
神埼市神埼町田道ヶ里
（日） TEL52-3145【外・整外・胃】 TEL52-2021 【内・小・胃】
●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｣
【外】外科 【整外】整形外科 【内】内科 【胃】胃腸科
TEL 51-1618
【小】小児科【脳】脳神経外科 【呼】呼吸器科 【循】循環器科

≪平成22年度の各種健診について≫
●各種がん検診、骨粗しょう症健診、若年健診 今回は、『健診確認票』による希望調査を行いません。開催日
程・場所・ 時間等は健康カレンダー及び広報でお知らせしますので、確認のうえお越しください。
●問い合せ 保健課健康づくり係（きらら館） TEL 51-1618
●後期高齢者健診 今回は「健診確認票」による希望調査を行いません。ただし、健診には受診券、受診票が必要で
すの で、希望する人は４月に入ってから保健課まで連絡してください。
●問い合せ 保健課後期高齢者医療係（東脊振庁舎） TEL 37-0345
●特定健診（40歳から74歳） 国民健康保険被保険者は受診券、受診票を４月下旬に対象者にお送りします。
●問い合せ 保健課国民健康保険係（東脊振庁舎） TEL 37-0345
※社会保険等の人は各医療保険者に問い合わせてください。
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暴力を

追い出す力

地域の輪

暴力団

追放できる

強い町
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第3回

吉野ヶ里町文化講演会

22
2

2
2010 FEBRUARY No.048

●日時 2月１４日(日) 開場：１２時３０分
開演：１４時
●場所 三田川健康福祉センター「ふれあい館」
講師
島田 洋七 さん（タレント）
演題
「笑顔でいきんしゃい！」
【島田洋七さんプロフィール】
昭和25年2月生まれ。広島市出身。ＮＨＫ漫才コンテスト、上方
漫才大賞、読売テレビ・上方お笑い大賞など数々の賞を受賞し、
「もみじまんじゅう」のギャグは一世を風靡する。現在は、タレン
トとしての活動の傍ら、講演、執筆活動にも精力的に取り組む。
著書「佐賀のがばいばあちゃん」はシリーズ670万部を超え、韓
国版、台湾版など世界各国に広がりをみせている。平成19年正月
には、フジテレビ系列でテレビドラマが放映され、大ヒットとな
り、今年2月20日には第2弾が放送予定である。
また、5月には博多座にて、自らがおばあちゃん役となる座長公
演が決定している。
●問い合せ

教育委員会社会教育課（中央公民館）TEL 37-0340

※「教育委員会表彰」表彰式

13時40分から、表彰式を行います。

YOSHINOGARI

吉野ヶ里町
再発見シリーズ

DISCOVER

第８回

昨年の政権交代は、中央と地方を問わず、大きな渦を巻き起こしている。しかし、今回
とは比べようもない大変動が明治維新であり、天地がひっくり返る程であった。破壊と創
造を伴う大変革では民衆のエネルギーが爆発し、時に狂気が支配して愚行や蛮行がまか
り通ることがある。その一例が、ヨーロッパの中世から近世にかけての魔女狩りであり、
明治維新前後の廃仏毀釈運動である。
廃仏毀釈運動は、明治初頭の復古主義を背景とした神仏分離令（1868年）をきっかけ
に、仏寺の破壊や神社からの仏教的要素の排除が行われた。写真左下の阿弥陀如来と地
蔵尊は頭部が欠落して痛々しいが、同様の仏像を時折見かける。これらは、壊れたもの
いたずら

でも悪戯によるものでもなく、意図的に破壊されたものである。つい先頃までは信心の対
ねんご

象として懇ろにお参りしていた寺院や路傍の
ほっそうしゅう

仏像が叩き壊された。法相宗大
せ い け ん こ う た い

は い ぶ つ き しゃく

政権交代と廃仏毀釈

本山興福寺の五重塔（国宝）も、
２５円（今の18万円位）で売りに
たきぎ

出され危うく薪にされかけた。
写真の仏像から北に100ｍほど

行くと、農水省の「農村景観百選」、「２１世

37-0330

紀に伝えたいふるさと景観」の「新佐賀百景」
しもいしなり
下石動の天満宮
（小さな字も読んでみよう）
松本農園の松本茂さんとに選ばれた下石動の天満宮がある。
この天満
すがわらのみちざね
ひろはる
成長中のニンニク畑（合成写真）
宮は、下石動に住んでいた菅原道真公第１４代の孫、立石広玄が道真公を祀った由緒あ
る古社である。境内には、妙雲寺（伊保戸）から住職を招いて建立された妙楽寺の他、薬
師堂や観音堂があったが、明治の廃仏毀釈の嵐の中で廃寺となった。この天満宮は、学
阿弥陀如来と地蔵尊（下石動）

問の神様菅原道真公を祀った神社だけに、合格成就祈願宮として知られる。
２,３月は本格的な受験シーズン。受験を迎えた皆さん、大宰府と言わず、地元の天満
いかが

宮での合格祈願は如何。道真公も「おお、地元の子か！」とお聞き届けなさるやも。
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