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吉野ヶ里保育園の園児たち。この日
は、佐賀大学の学生による環境問題をテ
ーマにした紙芝居「ホタルのおんがえ
し」を観賞しました。私たち大人が発展
とともに作り上げてきた今の環境。未来
を担う子どもたちの目に今の環境は、そ
して、これからの未来はどのように映っ
たのでしょうか。

町花：さくら

町木：さざんか

日まで

日以前に吉

●投票日に冠婚葬祭の予定がある時

票できますが︑本人確認のため︑免
いただきます︒あとは︑投票日当日

期日前投票所で宣誓書を記入して
院や老人ホームなどに入院 所( 中)の人

︻病院や施設での不在者投票︼ 病

入院先や滞在先での
不在者投票

許証等の提示を求めることがありま
の投票と同じです︒

︻期日前投票の手続︼

す︒ご了承ください︒

①﹁不在者投票宣誓書兼請求書﹂を

次のとおりです︒

とができます︒この場合の手続きは︑

挙管理委員会で不在者投票をするこ

できない人は︑滞在中の市区町村選

遠方での仕事などで︑町内で投票が

︻滞在地での不在者投票︼

ください︒

員に不在者投票がしたい旨を伝えて

きます︒この場合︑病院や施設の職

施設内で不在者投票をすることがで

は︑その病院 施･設が不在者投票ので
きる施設として指定されている場合︑

︻投票時間︼ ７時〜 時

選挙人名簿に登録されている人は投

入場券が届いていない場合でも︑

３月 日は
吉野ヶ里町長と町議会議員の投票日です
︻選挙権のある人︼

月

●年齢要件 平成２年３月

年

ます︶

選挙人名簿に登録があれば投票でき

入場券︵届いていない場合でも︑

︻持参するもの︼

さい︒

たは中央公民館西側をご利用くだ

ります︒駐車場は三田川庁舎前ま

＊町民集会所は中央公民館南側にあ

町民集会所︵中央公民館裏︶

︻期日前投票所︼

８時 分〜 時

３月 日︵水︶〜３月 日︵土︶

︻期日前投票のできる期間と時間︼

︻投票所入場券︼ 告示日︵３月
日︶から有権者あてに郵送します︒

投票日に投票できない人は︑
期日前投票を！
︻期日前投票︼

●投票日に仕事がある時︵勤務 出･張

ましょう！

このような時は︑期日前投票をし
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に生まれた人
●住所要件
●転入 平成
野ヶ里町に﹁転入届﹂を行い︑引
き続き３ヶ月以上吉野ヶ里町内に
お住まいの人
●転出 前の衆議院議員総選挙とは
異なり︑町外に転出した場合には︑
選挙権を失うことになります︒

︻選挙当日の投票所︼
投票所と対象地区は別表のとおり
です︒入場券に記載していますので︑
確認のうえお越しください︒指定さ

20

自･営業の人など︶
●投票日に旅行やレクリエーション
などで出かける時

27

22

れた投票所以外では投票できません
ので注意してください︒
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12

みんなそろって投票へ行こう

!!
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自書し︑吉野ヶ里町選挙管理委員

します︒
挙の当日︑受け取った封筒を︑選

⑤吉野ヶ里町選挙管理委員会は︑選

②吉野ヶ里町選挙管理委員会は︑選
挙人の属する投票区内の投票所へ

会へ郵送します︒
挙人の滞在先に投票用紙などを郵
※﹁不在者投票宣誓書兼請求書﹂の

届けます︒

③選挙人は︑受け取った書類を持っ
様式は︑吉野ヶ里町選挙管理委員

新宮田、目達原、目達原西団地、
第八住宅、上中杖上分、営内
第５投票区

中央公民館

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

三田川健康
福祉センター

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

︻代理投票︼
身体的な障がいやケガなど
により︑自分で候補者の氏名
を書くことができない人のた
めに︑代理投票制度がありま
す︒代理投票を希望する人は︑
投票所受付にお申し付けくだ

日︵日︶

時

さい︒投票の秘密は固く守ら
れます︒
︻開票︼
開票は３月

から︑東脊振健康福祉センタ
ー﹁きらら館﹂で行います︒
︵開票開始時刻は︑変更とな
る場合があります︒︶

Q

A
＆

せっかく投票したのに︑１票が複数の候補
者に分けられてしまったりすることがあると聞
きましたが︑本当ですか？
あなたの１票が複数の候補にそれぞれの候
補者の得票数に応じて按分されることがありま
す︒同じ氏または同じ名の候補者が２人以上い
る場合︑その﹁氏のみ﹂または﹁名のみ﹂を記
入すれば︑誰に投票したのか分からないため︑
同じ氏または同じ名の候補者に分けられること
になります︒あなたの意思を正しく反映させる
ため︑正しくはっきりと記入するよう心掛けて
おくことが大切です︒

Q

投票所入場券をなくしてしまったら投票で
きないのですか？
投票所入場券は投票の日時や場所︵決めら
れた投票所︶を有権者のみなさんにお知らせす
るとともに︑投票所での本人確認をスムーズに
行うためのものですから︑なくさないように注
意してください︒しかし︑投票所入場券をなく
してしまっても︑有権者本人であることが確認
できれば︑投票することができます︒投票所入
場券をなくしてしまった場合などには︑投票所
での確認事務をスムーズに行うため︑できれば
運転免許証などを持参してください︒

A

送します︒
て︑滞在している市区町村選挙管
会のほか︑滞在中の市区町村選挙
管理委員会にもあります︒

目達原公民館
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理委員会へ行き︑投票用紙に記入︑

第４投票区

28

●問い合せ
三田川庁舎 選挙管理委員会(総務課内)
TEL 53-1111

Q

知り合いが選挙にでたので︑陣中見舞いに
お酒を届けようと思っているのですが？
なにびとも︑選挙運動に関して飲食物を提
供することは︑いかなる名義のものであっても︑
原則として禁止されています︒﹁なにびと﹂と
は候補者はもちろん︑第三者であるあなたも含
まれます︒ただし︑湯茶︑湯茶にともない通常
用いられる程度の菓子︵お茶うけ︶︑選挙運動
員などへの弁当で法律で定められた範囲内のも
のは除かれます︒

A

Q

A

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

※不在者投票は郵便を利用するため

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

内封筒 外･封筒に封入します︒
④滞在先の市区町村選挙管理委員会

東脊振庁舎

時間がかかります︒早めにお申し

第２投票区

は︑投票用紙の入った封筒などを

永山、坂本、松隈

出ください︒

坂本公民館

吉野ヶ里町選挙管理委員会へ郵送

第１投票区
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投票所の名称
投票区

横田公民館
第３投票区

対

象

地

区

私たちの声を反映させるための大切な選挙です︒大切な一票を投じてください︒

■投票所のご案内

子育て支援

おしゃべり広場「きらきら」は月に２回開
催され、全戸に配布された「LOVEレタ
ー」の情報誌を見た親子が集まり、日頃の
子育てに関する情報交換をおこないます。
工夫された手作りおやつも用意され楽しい
雰囲気です。現在では参加者も300人を越
えました。
300人目になった川上
乃愛（上豆田団地）ち
ゃん。

家庭教育支援チームをご存知ですか？

家庭教育支援チーム

家庭と地域でつなぐ

おしゃべり広場「きらきら」

嘉村惠子さん
那須紀子さん
子育ては色々な悩みやストレスがあります。
そんな時少しでもほっとできる情報や広場
をもっと活用して地域、学校との協力で楽
しい子育てになるようにしたいと思います。

子育ては、親だけの力だけでなく地域の
方々の力によって、支えられているもの
だと常に感じております。少しでもお役
に立つ活動ができればと思っています。

岡本千恵さん

24時間休みなしの子育ては、だれも大変な気持ちになるものです。

尾佳代子さん

一人で悩まず誰かに話してみてはいかがですか。

子育ては楽しい事ばかりではない
ですよね。家庭、学校、地域で一
緒に育てていきましょう。おしゃ
べり広場にも来てください。

きっと解決の糸口になるはずです。
気軽に話せる環境作りのために活動しています。
子ども達が健やかに安全に育つために
家庭・学校･地域が一緒になって子育て、

サークル愛唱歌の会
の皆さんと一緒に手
遊びをしました︒

家庭教育支援チームはそんな子育て中の方が

親育ちを支援することが支援チームの目標です。

地区出前「おしゃべり広場」
2月3日（水）、立野地区の団地集会所で節
分のお面を作って楽しみました。この日は
区長さんも参加して一緒におやつを囲みま
した。参加者からは「こんなふうに集会所
を利用して集まる会を作りたい」という希
望の声があがっていました。今後は他の地
区にも出前「おしゃべり広場」を広げてい
きたいと考えています。みなさんの地区で
も集まってみてはいかがでしょうか。
【写真左】立野地区の
集会所であった「節
分」の行事。
【写真下】支援チーム
手作りのおやつも!!

子育て支援、こんな事業もあります!!
絵本まつり

家庭教育支援チーム手作りの情報誌「LOVEレター」。
子育てに関する情報が満載で、4人が協力し
合って毎月発行している。

絵本を通して文字離れを
防ぎ、家族とのコミュニ
ケーションを図る事業で
す。1月31日（日）、東
脊振健康福祉センターで
絵本まつりが開催されま
した。

ブックスタート事業

平成21年度より「赤ち
ゃんと一緒に絵本の楽し
さを分かち合おう」とい
う呼びかけでブックスタ
ート事業が始まりました。

企業出前講座 勤務のため学校になかなか来られない保護者
（特に父親）に対して、企業に出向き家庭教育の大切さを伝える
事業。
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おしゃべり広場で町民の皆さんの
お会いできることを楽しみに待っ
ています。家庭、学校、地域をつ
なぐパイプ役になれるといいなと
思っています。

絵本まつり会場で。
「紙しばいのはじまり、
はじまり〜」。
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春の映画まつりにおいでよ！
春のお出かけは、家族揃って映画まつりにお越しください。幼児から大人まで一緒に
感動できる作品を上映します。もちろん、子ども同士・大人同士での来場も大歓迎です。
たくさんの参加をお待ちしております！

●日 時
●場 所

３月６日（土）10：00〜12：00
三田川健康福祉センター「ふれあい館」

●作品紹介 「ウォーリー」
10：10〜11：44（1時間44分）
700年もの間、たったひとりで働いてきた、ご
み処理ロボットのウォーリー。ある日ピカピカ
の≪天使≫が彼の前に現れた。地球の未来を
変える、驚くべき≪ヒミツ≫とともに・・・。
想像を超える未来の地球と驚きの興奮に満ち
た広大な地球を舞台に、一人ぼっちのロボッ
トウォーリーの奇跡の冒険が幕を開けます。
●問い合せ 中央公民館

TEL 37-0341

東脊振公民館 TEL 52-3499

「新春サークル発表会」
にお越しください
平成21年度

吉野ヶ里町文化協会に所属するサークル会員の皆さんが、日頃の練習の成果を発揮し
ます。日舞・楽器演奏・コーラスなど、多種多様なステージで楽しめます。ご家族お揃
いで、ぜひお出かけください。

●日時
●場所

３月７日(日) 10:00〜15:00
三田川健康福祉センター「ふれあい館」

34

●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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【注意】

①確定申告をした人
②給与所得のみの人で、「給与支払報告書」が会社
住民税申告をしないでよい人

③公的年金等以外に所得がない人で、「公的年金等

①「転送不可」のため、住所地以外には転送されません。やむを得ない事情により、住所地を離

支払報告書」が役場に提出されている人

れ、受け取ることができない場合は、「送付先変更申請」が必要です。
●受付 保健課（東脊振庁舎）

上記以外の人で、国保世帯の世帯主（国保に加入

②就学のため吉野ヶ里町を転出、特例制度の適用を受け、引き続き吉野ヶ里町国保に加入してい
る場合は、「在学証明書」や「学生証」など、就学中であることを証明する書類の写しを提出し
てください。
●受付 総合窓口（三田川庁舎）、保健課（東脊振庁舎）

住民税申告が必要な人

③町外の医療機関や施設に長期間入院・入所するために転出、特例制度の適用を受け、引き続き
吉野ヶ里町国保に加入している場合は、「在園証明書」など、入院・入所中であることを証明す
る書類の写しを提出してください。
●受付 総合窓口（三田川庁舎）、保健課（東脊振庁舎）

国保加入者の申告期限

④国保税が一定期間以上滞納となっている世帯には、保険証ではなく、「納税相談通知」を郵送
しますので、指定された日時・場所にお越しください。
●問い合せ

保健課（東脊振庁舎）TEL 37-0345

保険証の色が
変わります。
現在お持ちの保険証は、薄い紫色
（一般被保険者用）か、濃い緑色
（退職被保険者用）でしたが、平成
22年4月から使用する保険証は、オ
レンジ色（すべての被保険者用）に
なりました。
※今後も、年度ごとに色が変わります。

現在の保険証

新しい保険証

（一般被保険者用）

（一般被保険者用）

薄い紫色

オレンジ色

退

退

現在の保険証

新しい保険証

（退職被保険者用）

（退職被保険者用）

濃い緑色

オレンジ色

協会けんぽ加入者の皆様へ

健康保険料率が変わります。
【対象者】協会けんぽ佐賀支部に加入されている被保険者の方（水色
の健康保険証をお持ちの方）
【変更時期】平成22年3月分（4月納付分）から
任意継続被保険者の方は、平成22年4月分（4月納付分）から
【変更内容】 8.25％ → 9.41％
介護保険2号被保険者の方（40歳〜64歳の方）は、これに介護保
険料1.50％が加わります。
厳しい経済状況の中ですが、加入者の皆様の医療保険制度を支えるため、何卒ご理解いただきますようお
願いします。
●問い合せ 全国健康保険協会（協会けんぽ）佐賀支部 TEL 27-0612
11 YOSHINOGARI

から役場に提出されている人

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）

●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、高額療養費などの支給額が少なくなった
り、 支給されなくなったりすることがあります。
○入院中の窓口負担が少なくなる「限度額適用（標準負担額減額）認定証」が交付で
きなかったり、自己負担限度額が高く設定されたりすることがあります。
●国保税の申告窓口
税務課（三田川庁舎）、総合窓口（東脊振庁舎）
●問い合せ
税務課（三田川庁舎） TEL 37-0334

行政トピックス

現在お持ちの保険証と高齢受給者証の有効期限は、平成22年3月31日までとなっています。4月か
ら使用できる新しい保険証と高齢受給者証は、3月下旬に「簡易書留」で住所地に郵送します。なお、
有効期限を過ぎた古い保険証と高齢受給者証は、ご自宅で破棄してください。

国民健康保険加入者は
﹁住民税申告﹂が必要です

行政トピックス

３月下旬に保険証と高齢受給者証を郵送します

確定申告が始まっていますが、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。

平成22年４月から

肝臓機能障害による
身体障害者手帳が交付されます
●認定基準に該当する肝臓機能障害のある人●肝臓移植を受け、抗免疫療法を実施している人

●対象者
●認定基準

主として肝臓機能障害の重症度分類であるChild−Pugh分類によって判定します。
3ヶ月以上グレードCに該当する方が、概ね身体障害者手帳の交付対象となります。
ただし、診断前の6ヶ月間にアルコールを摂取している方等は対象とはなりません。
※Child-Pugh分類
肝性脳症、腹水、血清アルブミン値、プロトロンビン時間、血清総ビリルビン値によって肝臓機能障害
の重症度を評価します。
●手続き 申請書、診断書、写真（たて4cm×横3cm）を福祉課に提出してください。
※診断書は、身体障害者手帳指定医が指定の様式で作成したものに限ります。
詳しい手続き方法や認定基
準の内容は、医療機関か福祉課障害者支援係まで
お問い合わせください。
●問い合せ 福祉課（東脊振庁舎） TEL 37-0343
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美味しくなぁれ！
東脊振幼稚園味噌作り

1月21日（木）、東脊振幼稚園の年長児
35人が味噌作りを体験しました。
園児たちは、加工グループの池田さんと宮
地さんに教わりながら、昨年、自分たちで種
を植え、世話をして収穫した大豆を使って味
噌仕込みに挑戦。美味しそうな匂いの中で、
茹でてビニール袋に小分けされた大豆を小さ
な手で丁寧につぶしながら、とても楽しそう
に麹と混ぜて味噌の仕込みを学びました。出
来上がった味噌は、卒園式で園児たちに配ら
れるということです。

佐賀のよいものコンシェルジュ
『めいぶつ館』3月5日オープン！
アンテナショップ「めいぶつ館」は、吉野ヶ里をはじめ
とした佐賀の名産・特産品や新鮮な農産物を観光客ほか多
くの方々に販売することで、佐賀の良さを広くＰＲしてい
きます。
またここでは観光ガイドも常駐し、吉野ヶ里の各観光地
へと足をのばしてもらえるように魅力を案内する予定で
す。
吉野ヶ里を訪れたら必ず立ち寄りたくなるスポットとし
て、地域がにぎわう拠点として、多くのみなさんが利用で
きる『めいぶつ』となるようご期待ください。
この『めいぶつ館』は、平成23年度までは「ふるさと雇
用再生基金事業」を活用した「観光コンシェルジュ事業」
により実施されます。

久野利帆さん入選

大澤弘彫刻の世界展

「明るい選挙啓発ポスターコンクール」

友に捧げる作品展

平成21年度、明るい選挙啓発ポスターコン
クールが開催されました。各小中学校から92
点が出品され、三田川中学校2年久野莉帆さん
（立野）の作品が入選しました。入選作品は佐
賀県庁県民ホールにて作品展示会が開催され、
多くの人が観覧しました。

障害を力にかえて
松田徹さん作品展

農業の傍ら、彫刻家として様々なモニュメントを制作して
いる大澤弘さん（坂本）が、彫刻のすばらしさを知ってもら
おうと作品展を開催することになりました。
地元産の木材を使い彫刻に取り組んでいる大澤さん。
「触って重さや温もりを感じてほしい」と話していました。
●期日 3月9日(火)〜14日（日）
●時間 9:30〜18:00
(最終日は16:30まで)
●場所 佐賀県立美術館3号展示室
■熱心に作品を鑑賞する来場者

コミユニティーホールで松田徹さん（上豆田）の透
かし彫りの作品展が開催されました。
松田さんは2年前に脳卒中
で左半身が麻痺し、一時は希
望を失くしそうになりまし
た。リハビリにと始めた作品
作りがいつの間にか希望の光
となり、今回の作品展の開催
となりました。訪れた人は、
切り絵の型紙や題材など熱心
に作品を鑑賞し、作品から力
をもらったと話していまし
た。
■今年の干支の透かし彫り

新宮田など３地区が優勝
地区対抗ミニバレーボール大会
■作品展の案内

■作品展を企画した大澤さん

1月24日、三田川中学校体育館で地区対抗ミニ
バレーボール大会があり、下の3チームが優勝し
ました。
Ａパート・新宮田
Ｂパート・立野Ａ
Ｃパート・目達原Ａ

■表彰状を受け取る久野利帆さん。
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■優勝した3地区が一緒に記念写真。
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内閣府では、平成22年度に実施する国際交流事業（「国際青年育成
交流」「日本・中国青年親善交流」「日本・韓国青年親善交流」「青
年社会活動コアリーダー育成プログラム」「世界青年の船」「東南ア
ジア青年の船」）の参加青年を募集しています。
●募集期間 ３月１日（月）〜３月２６日（金）
●応募資格 18歳以上30歳以下（平成22年４月１日現在）
※「青年社会活動コアリーダー育成プログラム」のみ、23歳以上40歳
以下
●説明会 ・日時 ３月14日（日）10:00〜12:00
・会場 アバンセ 第２研修室A
（佐賀市天神3丁目2-11） TEL 26-0011
●問い合せ 佐賀県こども未来課青少年健全育成担当 TEL 25-7381
http://www.pref.saga.lg.jp/web/ik-seisyounen.html

ＳＯＨＯ開拓員が
アウトソーシングをお手伝いします
佐賀県では企業とＳＯＨＯ事業者をビジネスで結ぶ
「さがＳＯＨＯネットワーク」を佐賀県のホームペー
ジに構築し提供しています。
「さがＳＯＨＯネットワーク」には、Web制作・経
理代行・デザイナー・ライターなど様々な分野のスペ
シャリストが登録されています。 本サイトを活用して
業務の効率化や経費削減を考えてみませんか。 「ＳＯ
ＨＯ開拓員」がみなさまの事業所を直接訪問し、ＳＯ
ＨＯ や「さがＳＯＨＯネットワーク」をご紹介し、Ｓ
ＯＨＯ事業者への業務のアウトソーシングを提案させ
ていただきます。

︵有料広告︶
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【相談例】
・顧客リストの使い勝手を良くしたい
・ホームページを作ってもっと多くの人に会社を知っ
てもらいたい
・商品管理から納品書まで簡単に入力できるソフトが
欲しい
・通信販売、予約サイトを設けたい など
※ＳＯＨＯとは
「Small Office Home Office」の略語で、パソコン
やネットワークを使い、自宅などで仕事を請け負う就
業形態のことを言います。
●問い合せ 県事業受託者 担当：田栗、江口
TEL 0954-23-1118
佐賀県雇用労働課 労働福祉相談担当
TEL 25-7100

行政トピックス

行政トピックス

青年国際交流事業に
参加しませんか

吉野ヶ里町消防団団員大募集
〜自分の地域は自分で守る〜
消防団は、それぞれ仕事を持ち
ながら、「自分の地域は自分たち
で守る」という精神に基づき、地
域の安心・安全を守るために活躍
している人たちが集まる消防機関
の一つです。消防団員は、火災発
生時の消火活動、地震や風水害な
どの災害発生時の救助・救出活動、
警戒巡視、災害防ぎょ活動などに
従事し、地域住民の生命や財産を
守るために活躍しています。また、
災害発生時だけでなく、平常時に
おいても訓練、防火指導、広報活
動など防災力の向上や地域に密着
したコミュニティ活動などに「地
域の防災リーダー」として重要な
役割を担っています。
吉野ヶ里町消防団では、男女を
問わず消防団員を募集しています。

●資格要件
（１） 吉野ヶ里町内に居住し、または勤務する者
（２） 年齢18歳以上の者
（３） 志操堅固でかつ、身体強健な者
●消防団の待遇
（１） 活動に必要な被服は貸与します。
（２） 活動中に負傷した場合は、条例に基づき補償されます。
（３） 報酬・出動手当が支給されます。
（４） 勤続5年以上の退団者には、退職報償金が支給されます。
●申込み･問い合せ 総務課
●申し込み･問い合せ
総務課交通防災係（三田川庁舎）TEL
交通防災係 TEL 37-0330
37-0330

吉野ヶ里町消防団春季訓練について
３月１日（月）〜３月７日（日）まで春季全国火災予防運動が行われます。この運動は、火災が発生しやすい時季を
迎えるに当たり、火災予防思想の一層の普及を図り、もって火災の発生を防止し、高齢者等を中心とする死者の発生を
減少させるとともに、財産の損失を防ぐことを目的としています。吉野ヶ里町消防団でも３月７日（日）午前７時30分
より各部において春季訓練を行います。そこで、午前７時30分にサイレンを吹鳴しますので、実際の火事とお間違えの
ないようにお願いします。

文化財発掘作業員募集
教育委員会では、平成22年度の文化財作業員を募集します。あなたも、眠っている歴史が掘り起こされる瞬
間に立ち会ってみませんか？歴史に興味のある人、健康に自信のある人は奮ってご応募ください。
①発掘作業員
応募資格 町内在住の人
作業内容 スコップなどによる遺跡の発掘作業
作業時間 午前８:30〜午後５:15まで
雇用期間 平成22年４月〜平成23年３月まで
募集人員 25名程度
②実測整理作業員
応募資格 町内在住の人
作業内容 発掘現場での図面作成や、出土品の復
元・図面作成などの作業
作業時間 午前８:30〜午後５:15まで
雇用期間 平成22年４月〜平成23年３月まで
募集人員 ８名程度

●注意事項
・保険は労災保険（業務・通勤災害の補償）のみで、
社会保険等はありません。（実測整理作業員のみ雇
用保険適用）
・採用については、雇用希望者に説明会の開催日時を連
絡しますので、説明会終了後、履歴書（実測整理作業
員のみ）、住民票、所定の健康診断書を提出していた
だき、提出書類の審査（実測整理作業員は面接も
実施）により選考の上、決定します。
●申し込み方法・締切 教育委員会社会教育課（中央
公民館内）に用意している申込書に必要事項を記入 の
上、３月26日（金）までに社会教育課へ提出し てくだ
さい。
●問い合せ 社会教育課 文化財係 TEL 37-0340
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NEW

図書室だより

BOOKS
東脊振公民館に
新しい本が入りました

!

おすすめの本

本のタイトル
ホームレス大学生
半ケツとゴミ拾い
十二の嘘と十二の真実
贖罪
残しておきたい日本のこころ
Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ
新参者
鷺と雪
引出しの中のラブレター
母ちゃん（があやん）
ことばとこころ
はじめてのレース編み＆かぎ針編みレッスン
着物地でつくるおしゃれな小物
他115冊

ハッピーバースデイ
̶ 吉野ヶ里町の宝 ̶

著 者
田村 研一
荒川 祐二
あさのあつこ
湊 かなえ
重松
清
伊坂幸太郎
東野 圭吾
北村
薫
新堂 冬樹
川奈 凛子
林田 スマ
岡
まり子
成美堂出版

『半ケツとゴミ拾い』

荒川祐二

Happy
Birthday
著

「夢なし」「自信なし」「希望なし」誰もが認
めるダメ男が、 日本一汚い新宿でのゴミ拾
いを通じて「自分が好きだ」と言えるようにな
るまでの感動おもしろドキュメント「おまえ、
本当にダメ男だな」ダメ男三冠王。
１９８６年３月２５日大阪府生まれ。
上智大学経済学部経済学科卒。自身の体験を
もとにした「誰にでも出来ることが人生を変
える!!」という講演を全国で展開。

『鷺と雪』

北村

な

お

長谷川 菜央ちゃん

平成17年３月17日生まれ 【田手村】
【家族からのメッセージ】笑顔の絶えない、
思いやりのある子になって下さいね

【４月号募集】
●対象者 ４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 ３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。

なかむら

かずと

中村 一翔くん

平成16年３月14日生まれ 【下三津西】
【家族からのメッセージ】６歳の誕生日お
めでとう！４月から小学校だね。友達たく
さんつくろうネ！

薫

【第１４１回直木賞受賞作品】
昭和１０年秋、廉価で操作が簡単なカメラ〈オ
リムピック〉が発売され、
英子の級友たちもこぞって手に入れた。だが、
小松子爵家の千枝子が初めて撮影した写真の
中に、日本にいるはずのない婚約者が写って
いたという。英子はその謎を解決できるの
か？

※すべて中央公民館で取り寄せ可能です。

だより
童
児 館

はせがわ

なかしま

そ

ら

中島 宙来ちゃん

平成21年３月22日生まれ 【上豆田】
【家族からのメッセージ】♡かわいすぎる
子♡パート２♡

いのうえ

はちや

はるか

八谷 悠加くん

りゅうたろう

井上 龍太郎くん

平成21年３月25日生まれ 【苔野】
【家族からのメッセージ】1歳の誕生日おめで
とう。優しく、強い、元気な男の子になってね。

平成19年３月30日生まれ 【萩原】
【家族からのメッセージ】大好きな悠ちゃ
ん、３歳おめでと！わんぱく万歳!!

三田川

日にち
３日
(水)
５日
(金)
６日
(土)
９日
(火)
13日
(土)
15日
(月)
18日
(木)
20日
(土)
28日
(日)
31日
(水)

時 間
11:00〜
11:00〜
12:00
14:00〜
16:00
11:00〜
12:00
14:00〜
16:00
10:30〜
11:30
10:30〜
11:30
13:00〜
17:00

行

事

３月の
催 し

●開館時間●月〜土曜 ９:00〜17:30
●問い合せ 三田川児童館 TEL 53-1117

対

象

おはなしあそび

どなたでも

1,2,3歳親子のつどい

1,2,3歳児親子

陶芸教室㈪

小学生以上

０歳児親子のつどい

０歳児親子

陶芸教室㈫

小学生以上

ドレミ広場

未就学児親子

フルーツ親子広場

1,2,3歳児親子

児童館ライブリハーサル

ライブ出演者

定員

材料代

申込締切

無料

定員になり次第

【家族からのメッセージ】楽しかったくる
み保育園もあと少し。小学校に行ってもた
くさん遊んでね。

やまだ

のぶくに

りゅうや

山田 龍躍くん

たいが

信國 泰我くん

平成21年３月８日生まれ 【立野】

平成21年３月16日生まれ 【吉田】
【家族からのメッセージ】1歳おめでとう!!
とってもわんぱくな泰我☆今からもみんな
を楽しませてね♡

【家族からのメッセージ】１歳のお誕生日
おめでとう。これからもかわいい笑顔をみ
せてね♡

生まれてきてくれて

10組程度

無料

定員になり次第

無料
12組程度

無料

定員になり次第

特 別 開 館 日 10:00〜17:00（３月で終了）
13:00〜

２０１０児童館ライブ

どなたでも

無料

14:00〜

出前エコ講座

どなたでも

無料

●フルーツおやこ広場の申込は３月１日（月）からお願いします●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●
５月１日(土)に第３回児童館まつりを開催します。(午前中は、久保泉おはなしボランティアの方々による人形劇、午後は、 と
り＋かえっこ をします。みんなで遊びにおいで!)●児童館まつりのお手伝いをしてくれる児童館まつり実行委員を１２名程度
募集します。小学新５年生以上で、４月の各土曜日に児童館に来て、お手伝いのできる人、３月31日までに児童館に連絡しにき
てね!（中学生、高校生もぜひどうぞ）
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かずき

富永 和樹くん

平成16年３月10日生まれ 【中の原団地】

無料
10組程度

とみなが

ありがとう
小池 勝久
北原 陽介
里居 和洋
石川 茂樹
泉
達也
川
富雄
後藤
孝
長谷川 智
福田 光洋
塩月 勇岐
安 信之
堤
隆紘

様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様

侃央（かんち）くん
三津
綸（りん）ちゃん
大曲
歩優（あゆ）ちゃん
吉田
優（ゆう）ちゃん
吉田
里希彩（りのあ）ちゃん 吉田
柑奈（かんな）ちゃん 大曲
あやねちゃん
豆田
莉央（りお）ちゃん
田手
明莉（あかり）ちゃん 田手
拓翔（たくと）くん
大曲
那南（ななみ）ちゃん 豆田
隆翔（りゅうと）くん 立野

１月26日、５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。（11月・12月申請者）

第５子
第４子
第３子
第３子
第２子
第２子
第２子
第２子
第２子
第２子
第２子
第１子

森永 隼人 様
福田 元気 様
平野 尚一 様
中牟田亮一 様
末廣 嘉和 様
福永 浩史 様
古川 尚孝 様
村上 敏樹 様
一番ヶ 大樹様
横尾
昇 様
古川 正則 様

健（けん）くん
姫愛（ひめ）ちゃん
蓮（れん）くん
賢一（けんいち）くん
陸人（りくと）くん
好誠（こうせい）くん
あかりちゃん
寛仁（ひろと）くん
心奏（ここな）ちゃん
智優（ちひろ）くん
奨英（しょうえい）くん

立野
大曲
吉田
吉田
立野
吉田
立野
吉田
大曲
立野
立野

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
第１子

●問い合せ 福祉課児童支援係 TEL 37-0343
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全額所得控除の対象となります。
確定申告の際忘れずに申告してくだ
さい。平成21年中の保険料納付額に
ついては、「国民年金保険料控除証明
書」が被保険者の方へ送付されていま
すのでご確認ください。
●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

年金

国民年金保険料の納め
忘れはありませんか
●納付の時効は２年間
国民年金は20歳になったときから
一生かかわっていく社会保障制度で、
年金はやがて訪れる老後や、いつおこ
るか分からない万が一の時に備えた世
代と世代の支え合いの制度です。
あなたが納付する保険料が、高齢者
世代の生活を支えていると同時に、あ
なたや家族の年金権を守るためにも、
保険料は忘れずに納付しましょう。保
険料を納付期限までに納めていないと、
年金を受け取れないことがあります。
また、納付期限から２年間を経過する
と保険料を納付できなくなるため、将
来受給する年金が減額されたり、受け
取れなくなったりする場合があります
ので納め忘れがないようご注意くださ
い。
経済的な理由で保険料が納められ
ない時は、申請により免除されること
もありますので窓口にてご相談くださ
い。
●保険料の額 定額保険料月額
15,100円（平成22年度） 付加保険
料月額400円（定額保険料に加えて月
額400円の付加保険料を納めることに
より、納付月数×200円で計算した金
額が老齢基礎年金に加算されます）
●社会保険料として全額控除
納めた保険料は、社会保険料として

福祉

無料もの忘れ相談室
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 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（東脊振庁舎）
TEL 37-0344

赤十字の講習会・研修会
●赤十字救急法基礎講座講習会
●期日 ３月25日(木)
●時間 ９:00〜17:00
●講習内容 赤十字救急法について
●受講資格 15歳以上

●経費 教材費として1,500円

●赤十字救急法救急員養成講習会
●期日 ３月26日(金)27日(土)29日(
月) 計３日間
●時間 ９:00〜17:00
●講習内容 症状と手当、けが(止血法
･包帯法)、骨折の手当(固定法)、搬送な
ど
●受講資格 15歳以上、救急法基礎
講座修了者
●申込 ３月１日(月〜15日(月)までに
電話で受講者氏名、連絡先をお知らせ
ください。申込者が30名になり次第締
め切ります。
●経費 教材費として1,500円

●赤十字防災ボランティア研修会
●期日 ３月14日(日)
●時間 ９:30〜15:30
●講習内容 赤十字の災害救護活動
●受講資格 一般
●募集人員 30名
●教材費 無料 昼食として米1合を
ご持参ください。
●申込締切 ３月５日(金)
【申込･問い合せ】 日本赤十字社佐
賀県支部 TEL 25-3108

募集

自衛官募集
●募集種目 ①予備自衛官補（一般）
②予備自衛官補（技術）
●受験資格
平成22年７月１日現在
①18歳以上34歳未満の人②18歳以上
53歳未満の人で国家資格を有する人
①②共に自衛官だった人はその期間が
１年未満の人）
●受付期間 ①②共に平成22年１月
12日〜４月９日

●１次試験 ①②共に４月17日〜19
日の間のいずれか１日を指定
●試験会場 ①陸上自衛隊目達原駐
屯地 ②受付後通知
●問い合せ 自衛隊佐賀地方協力本
部鳥栖地域事務所
TEL 0942-83-4077

佐賀中部広域連合嘱託職員募集
●業務内容 介護保険料に関する相
談受付業務など
●雇用期間 平成22年５月１日〜平
成23年３月31日(ただし、２ヶ月間は、
試用期間となります)
※勤務成績が良好な場合は、雇用期間
を更新する場合があります。
●応募要件 以前嘱託職員として佐賀
中部広域連合で雇用された人で、退職
後、平成22年５月１日の時点で１年を
経過していない人は受験できません。
●資格･免許等の条件 パソコンが実
務レベルで使用できる人で普通自動車
運転免許取得者
●募集人員 ２名
●勤務形態 月曜日〜金曜日 ９:00
〜17:00 週35時間勤務（時間外の勤
務有り）
※21年度報酬月額(参考)155,000円
※報酬月額以外に手当の支給はありま
せん。
●応募方法 市販の履歴書(顔写真貼
付)を郵送または、ご持参ください。
●応募締切 ３月12日(金)必着
●選考方法 書類選考および面接
※面接日時および場所については、後
日ご連絡いたします。
●申し込み･問い合せ 〒840-0831佐
賀市松原四丁目２番28号
佐賀中部広域連合総務課庶務係
TEL 40-1131

募集

コミュニティーホール展示会
[吉野ヶ里ふるさと炎まつり写真展]
●展示期間
３月１日(月)〜３月31日(水)
[えびね作品展示会]
●展示期間
４月26日(月)〜４月30日(金)
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

その他

桜の開花時期に合わせた
駐屯地一般開放
●日にち ３月27日(土)、28日(日)、
４月３日(土)、４日（日）
●時間 10:00〜20:00（４月４日は
午後１時から３時まで）
※ライトアップされた夜桜も楽しめ、
隊内販売もご利用できます。）
●注意事項
●カラオケなどは終日使用できません。
●駐屯地内は火気使用厳禁となってい
ます。
●ゴミ箱は設置しておりませんので、
ゴミは各人で持ち帰ってください。
●車を運転する人は、飲酒は絶対にし
ないでください。
●問い合せ 目達原駐屯地広報室
TEL 52-2161（内206）
平日８:00〜17:00

大隈武夫展
〜人と自然の共生〜
佐賀平野からインドの大平原まで、
14歳から74歳までの油彩、水彩、デ

旧指定ごみ袋の使用期限
と交換について
旧指定袋は、平成22年３月31日を
もって使用できなくなります。
旧指定袋は、環境課または東脊振庁
舎総合窓口にて新指定袋と交換します。
１枚単位で交換します。
詳しくは環境課にお問い合わせくだ
さい。
●問い合せ
環境課（三田川庁舎） TEL 37-0335

鳥栖市高齢者職業
相談室の廃止
３月26日（金）をもって、鳥栖市高
齢者職業相談室を廃止します。３月
29日（月）以降はハローワーク鳥栖で
引き続き職業相談を行いますので、ご
理解とご協力をお願いします。
●問い合せ 鳥栖公共職業安定所（ハ
ローワーク鳥栖）
TEL 0942-82-3108

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下さいませ。
期
時
場

︵有料広告︶

︵有料広告︶

︵有料広告︶

たすけて 〜

ッサン約50点を展示
●期日 ３月16日(火)〜22日(月祝)
●場所 佐賀県立美術館
●問い合せ TEL 24-3947

３月12日（金）〜16日（火）
10:00〜18:00（最終日16:00まで）
アートえる（吉野ヶ里町豆田1803-1）
（三田川健康福祉センター前）
主 催 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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暴力に

負けるなひるむな

街ぐるみ

一呼吸

本当なのか

日
間
所

確かめて
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その他
たくましい男滝のつららとしなやかな
女滝のつららフォールインラブ
松葉
香月 啓子

一斉に翔びたつ雀宙を舞い
枯田の中に沈む束の間
目達原
中島 南角

逝かれいし翁の庭に蝋梅の
灯り点すがに咲き盛りをり
目達原
中村 悦子

子

初めての蝶ネクタイで音大の
舞台演奏夢は大きく
上中杖上
渡邊登志子

雪の夜を手話サークルに来る人は
雪をはらひし指で挨拶
立野
土井 敏明

としおんな

年女の吾れ七回目を頂きて
今日は節分豆まきをせり
吉田
中島

曇り日の寒さをしのぎ家の中
太陽の光待ちわびてゐる
吉田
伊東 米子

寒ぼたん肩寄せ合いて楚楚と咲く
日本庭園夫と巡りぬ
伊保戸
中島 君子

湯にひたる幼等はしゃぐ声聞こゆ
脱ぎしブラウスの子リス可愛ゆき
横田
宮地カヨ子

警官の制服いかめしき孫に添ふ
ドレス真白き新婦のほほえみ
箱川
真木千津子

住民基本台帳閲覧者のお知らせ
当町の住民基本台帳の閲覧を次の
とおり許可しましたのでお知らせし
ます。
●請求機関 東京都中央区銀座6-

16-12 社団法人中央調査社
●調査委託をした機関 東京都練馬
区上石神井4-8-23
独立行政法人労働政策研修機構
●請求事由 平成21年度日本人の就
職実態の関する総合調査
●閲覧日 平成22年１月20日
●閲覧に係る住民の範囲 大字大曲
20歳以上65歳以下の男女･抽出34件

お詫び
２月号で掲載しました福田豊治様
のお名前を誤って掲載しておりまし
た。お詫びして訂正します。

商工観光課（東脊振庁舎）? 37-0350

クレジットカードのリボルビング払いに関する相談が増加しています。「申
し込み時にリボ払い専用カードと認識せず契約し、気づかないまま利用してい
た」「手数料ばかり支払って支払い残高が減らない」「複数のクレジットカー
ドでリボ払いを利用し、支払えなくなった」等。
リボ払いは分割払いの支払い方法で、年13〜15％の手数料がつきます。定
額リボ払いは何回買い物したかに関係なく月一定額を支払い、定率リボ払いは
カード利用残高の一定割合を支払います。

①クレジット代金はあくまで後払いの借金です。
②カードは自分で管理できる2，3枚までにしましょう。
③リボ払いはどの買い物の代金を支払っているのか、返済総額がいくらなのか
いつ終わったのかがわかりにくく、借金という意識がもてず多重債務に陥る
危険があります。

ご愛用ぶきっちょさんのセーターを
詫摩 綾子

江口カズヨ

中島三千子

大塚美代子

水仙が咲いて背筋もまっすぐに
井上千代子

（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。
●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。

たしかめて

振り込む前に

中央公民館

香
道の駅地産地消で人を呼ぶ

みそ仕込む夜の窓辺に寒椿

校庭にはじける声の雪遊び

向井 初子

梅一輪今年も待って絵手紙に
兵働己登子

寒椿赤の魂雪を受け

司法書士による相談会を行います。

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
税務課

37-0334

環境課

37-0335

会計課(三田川)

37-0337

議会事務局

37-0338
37-0351

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
「消費生活相談場所の変更」 これまでの三田川庁舎、東脊振庁舎の交互に開催をして
いましたが、４月からは東脊振庁舎のみでの開催となります。

総務課

住民課（東脊振庁舎総合窓口）

東 脊 振 庁 舎

H22年１月30万円のパソコンを買物、定額リボ払い（5000円）の返済額
支払い回数 支払年月
支払い額 支払い元金 手数料 元本残額
１
H22年1月
5000
1250
3750
298750
２
H22年2月
5000
1266
3734
297484
３
H22年3月
5000
1282
3718
296202
４
H22年4月
5000
1298
3702
294904
５
H22年5月
5000
1314
3686
293590
６
H22年6月
5000
1331
3669
292259

三 田 川 庁 舎

橋本

雪合戦長靴はいてぐしょぐしょに
三宅 あや

新しい長靴履いて雨を待つ

投げやりな政治の始末させられる
橋本みつる

豆撒いて病一緒に投げ飛ばす
山下麻の葉

寒い日はこたつに入り春を待つ
原岡 秀夫

小沢家のタンスは銀行金庫なみ
橋本かのこ

千両が葉ばかりになるめじろ来る
向井 美鈴

野菜とる手が好きになる農作業
古川 清治

念仏を唱えるように立つ土筆
城野くみ子

猫の手もロボットの手もかりません
松尾 利朗

西崎久美子

ドングリを光らせている小さな手
松尾寿美子

一日を嘘でも光らせる日記

真島 清弘

冬眠の羽根をくすぐる花便り
西村 正紘

白椿素直に咲いて美しい

キラキラの苺笑顔で届けられ
真島美智子

思うつぼ

収賄と政治資金に明け暮れど
季は巡り来て今日は立春
下三津東
松本メグミ

大澤ヨシノ

幸

成し終へぬことの多きを悔いつつも
入浴剤に浸る安らぎ
新宮田
中山 妙子

よく眠る赤子預り梅八分
田手

伊東

霜の朝時計の針とにらめっこ
仲宗根マミ子

寒い冬太陽ほほえみ投げかける
原 ミツエ

父親とキャッチボールは忘れない
武富 直人

君に届け投げた飛行機我が思い
佐藤 隆史

ハンドベルみんなで鳴らしうっとりし
上滝 初代

木々囲むわが家は美風共に住む
斎藤 幾恵

吉岡 昌子

城野 憲子

あかね空川柳会へいそいそと
寺崎あさの

初孫の歩き始めに春陽射し

季節感教えてくれる渡り鳥

嬉しくて何度も背負うランドセル
荒木 靖子

振り込め詐欺の

幼な児の笑ってくれし日向ぼこ
永田ヶ里
井上 春枝

冬空を大曲りして飛行雲
上豆田

春空にヒコーキ雲が横たわる
吉田
香田 春枝

よそお

春の風邪引けど陽気に装える
松葉
香月 啓子

芭蕉句碑巡る河畔や春近し
上石動
西牟田紀美子

癒えし母春雨の中背をのばす
鳥ノ隈
田中千津子

みくじ引く玉じゃりの音梅香る
萩原
楠 多美子

梅の香を傘にたゝみてバスに乘る
苔野
金子きぬ子

枝

大坪カツヨ

早春のカバン軽くし旅仕度
田手
於保

さら

散歩道全てが匂う春近し
上石動

づ

床屋出て頭を早春に晒しけり
講師
村岡 和水
ブラックチョコほろ苦き味青春よ
那須 紀子

あわてるな

●老人クラブへ
● 島和彦様(上中杖上)故久子様

吉野ヶ里町役場 電話帳

●問い合せ

クレジットは借金̶リボルビング払いに注意

21 YOSHINOGARI

寄附御礼

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

52-3499

東脊振健康福祉センター
「きらら館」 51-1618
三田川健康福祉センター
「ふれあい館」
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

51-1965

温水プール（体育協会） 52-1944

もう一度
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●まちの面積 43.94km2
●まちの人口（2月1日現在）
男性 7,849（− 6）
女性 8,346（− 6）
合計 16,195（−12）
●世帯数 5,759（− 1）

3月のカレンダー

保健行事

※出生数20 死亡数18（1/1〜1/31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・29）

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

乳児健診

２(火)

5 金 行政･人権相談（ふれあい館）13:30〜16:00

BCG予防接種

２(火)

6 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館

乳がん検診

4 木 消費生活相談【詳】

7 日 乳がん・子宮がん検診【詳】

子宮がん検診

8 月 健康相談【詳】 温水プール休館日

【４か月児】
13:00〜13:15
【７か月児】
13:15〜13:30

きらら館

13:00〜13:15

きらら館

H21.11月生及び生後
６ヶ月未満の未接種児

母子手帳・予診票

きらら館

無料クーポン券対象者
＊予約受付は終了しています

無料クーポン券
健康保険証

７(日)

９:00〜10:50
９:30〜10:30

H21.11月生
母子手帳

H21.８月生

おやこ教室（ワン・ツー体操）

９(火)

９:50〜10:00

きらら館

乳幼児

水筒（お茶）

12か月児相談（パクパク教室）

11(木)

13:00〜13:15

きらら館

H21.３月生

母子手帳・エプロン

２歳６か月児相談

16(火)

13:00〜13:15

きらら館

H19.７月・８月生

母子手帳・健康相談票

12 金

２か月児相談

23(火)

13:00〜13:15

きらら館

H22.１月生

母子手帳

13 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館

１歳６か月児健診

26(金)

13:00〜13:30

きらら館

H20.７月・８月生

母子手帳・健康診査票

9 火 おやこ教室（ワンツー体操）【詳】
10 水 おしゃべり広場きらきら10:30〜14:30中央公民館
11 木 消費生活相談【詳】 12か月児相談(パクパク教室)【詳】

14 日

個別予防接種のお知らせ

15 月 健康相談【詳】 温水プール休館日
16 火 ２歳６か月児相談【詳】
17 水
18 木 消費生活相談【詳】
２か月児相談

19 金

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。

20 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
21 日
22 月
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】

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 １歳６か月児健診【詳】

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

日本脳炎はH21.6.2から「乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン」が
使用できるようになりました。３歳から７歳半までの人で接種
を希望する人は、きらら館（保健師）までお問い合せください。

29 月 健康相談【詳】温水プール休館日
30 火
31 水
＊【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（1月搬出分）
新 聞

その他
紙

8,560

7,200

単位：kg

シュレッター ダンボール 紙パック アルミ缶 スチール缶 古着
150

2,530

130

320

40

110

ペットボトル

売却金額

400

114,180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（３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
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暴力を

追い出す力

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】

和田内科小児科胃腸科
３月14日 神埼病院
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】
３月21日
（日）

持参するもの／母子手帳・予診票
●乳幼児個別予防接種
３月22日
予防接種（ワクチン）の種類
対 象 年 齢

23 火 ２か月児相談【詳】 温水プール休館日

地域の輪

●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

和田医院

最所医院

３月７日
（日）

（月）
３月28日
（日）
４月４日
（日）

松本医院

古賀内科

吉野ヶ里町下三津東
神埼市千代田町境原
TEL52-4185
【内・小】 TEL44-2311
【内・小・胃】

おおつぼ内科医院
神埼市神埼町本堀
TEL52-1525

【内】

ひらまつふれあいクリニック

南医院

神埼市千代田町直鳥
TEL44-2777 【外・胃・整外】

中下医院

神埼市千代田町
吉野ヶ里町目達原
TEL44-2488
TEL51-1110
【内・胃】

西谷クリニック

神埼クリニック

目達原整形外科

和田記念病院

江
【内】

神埼市神埼町田道ヶ里
吉野ヶ里町大塚ヶ里
TEL52-3139 【内・小・脳】 TEL53-1818 【内・胃・呼】

４月11日
（日）

神埼市神埼町尾崎
吉野ヶ里町目達原
TEL52-3717
【整外】 TEL52-5521
【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

≪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。

暴力団

追放できる

強い町
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健康福祉フェスタ

食育推進全国大会（佐賀大会）吉野ヶ里町プレイベント

第4回
3

3
2010 MARCH No.049

21

3/

日曜日

22

吉野ヶ里町

「いのちのまつり」講演隊

「いのちのまつり」トークライブ
10:30開演

9:45〜

東脊振健康福祉センター

「きらら館」
絵本「いのちのまつり」を
もとに、トークと読み語り、
歌・演奏をとりまぜた
ステージが展開されます

イベント内容
◆ 「 い の ち の ま つ り 」 トークライブ
◆食材飾り切りコンテスト
◆お弁当コンテスト
◆各種特設コーナー
●エアロバイク体験
●インボディチェック
●各種体験・相談
●インスピレーション書きおろし
●物販・バザー
●ミニＳＬ、ボールプール ほか

出演
ナビゲーター：草場一壽
朗読
：副田ひろみ
ピアノ・うた ：弓削田健介

YOSHINOGARI

吉野ヶ里町
再発見シリーズ

DISCOVER

第９回

早春の川辺や路傍に、オオイヌノフグリやホトケノ
のぞ

ザが可愛い花を覗かせ始めた。やがて田手川などの
じゅうたん おお

川べりはナノハナの黄色い絨毯に覆われる。かつて
春の田園風景といえば、レンゲソウの紫紅色、ナノハ
いろど

ナの黄色、麦の薄緑の3色に彩られていたが、レンゲ
ソウが姿を消して久しい。川岸などに黄色いナノハ
ナが目立ってきたのは、元号が昭和から平成に代わ

吉野ヶ里公園駅北口のナノハナ

った頃からあろうか。

こんせき

アブラナ科のナノハナは、弥生時代から利用された痕跡があり、特に江戸以降はその
しぼ かす

あぶらかす

種子から油が採取されて食用油や灯火に、その絞り粕は肥料の「油粕」として利用され
おぼろづきよ

よ さ ぶそん

た。与謝蕪村の俳句「菜の花や 月は東に 日は西に」や、文部省唱歌の「朧月夜」の「菜
な

は な

菜の花

ばたけ い

ひうす

な たね つ ゆ

の花畠に入り日薄れ」、春の菜種梅雨などは、人々との関わりの深さを物語っている。
さて、アブラナ科は交雑しやすく分類が難しいが、私達がふだん目にしている黄色い
ナノハナには、セイヨウアブラナとセイヨウカラシナの二つがあり、蕪村の句や「朧月夜」
のナノハナは、セイヨウアブラナのことである。見分け方は、葉が茎を抱いているのがセ
ようへい

ふち

イヨウアブラナで、セイヨウカラシナの葉は茎を抱かず葉柄があり、葉の縁にギザギザが
と

37-0330

ある。また、セイヨウアブラナが油用であるのに対し、セイヨウカラシナは油を採るほか、
松本農園の松本茂さんと
から し
カラシナの名のとおり、その種子は芥子（マスタード）
成長中のニンニク畑（合成写真）
の原料となる。
本町での菜の花ウォッチングには、吉野ヶ里公園駅北
口、田手川沿いの在川から永道橋付近、吉野ヶ里歴史
きんむら

あた

すす

公園から衣村橋辺りがお奨めである。川べりのナノハナ
を手に取り、セイヨウアブラナとセイヨウカラシナのどち
らかを確かめて頂きたいものである。（文責：於保 忠）

田手川（歴史公園夢の浮橋付近）

24

