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人と動物が楽しく暮らしていくために 2-3
〜飼い主に守ってほしいこと〜

●行政トピックス● 4-11

行政相談委員・人権相談委員、吉野ヶ里町農業委員会委員決まる ほか

●TOWN-WATCHING（まちのわだい）●12-14
子どもクラブ実績発表会・めいぶつ館 ほか

●花見にお出かけしませんか〜町内桜の名所紹介〜●15
●スポレク祭・中部広域連合職員募集ほか●16-17
●図書館だより・ハッピーバースデー● 18
●第3回吉野ヶ里町「少年の主張大会」●19-21
●お知らせ● 22-24
●吉野ヶ里文芸● 25
●保健・健康・カレンダー● 26-27
●吉野ヶ里町再発見シリーズ● 28

お茶をどうぞ
2月27日（土）、桃の花や雛人形が飾ら
れた華やかな雰囲気の中、くるみ保育園で
お茶会が開催されました。園では、日本の
伝統文化を通じて集中力を養うため約20
年前からお茶会を始め、保護者は「普段家
で見るのと違い、しっかりしていた」とわ
が子の成長ぶりに目を細めていました。

町花：さくら

町木：さざんか

Love your pet
Love your pet

犬によるトラブル

飼い主に守ってほしいこと
ペットを飼う人が増えてきて︑
町に犬や猫に関する苦情や相談が跡を絶ちません︒
人と動物が仲良く暮らしていくには︑
飼い主がペットに責任を持って

人間も動物も同じ命です

しまうことがあります︒そのため﹁飼い猫﹂と
わかるよう首輪や迷子札をつけること︑不幸
な命を生み出さないように不妊手術を行うこ
とが大切です︒
手術を行うことにより︑雄猫はマーキング
行為を抑え︑雌猫は子宮内膜炎などの病気を
防ぐことにもなります︒

室内飼育をすることにより交通事故や感染
症から猫を守ることができます︒
また︑室内飼育をしていても猫が外に出て

猫を飼うときに絶対守
って欲しい３つの約束を
紹介します︒
１ 屋内飼育
２ 身元の表示
３ 不妊︵避妊去
勢手術︶手術
一般的に猫は﹁外
に縄張りがあるため︑
放 し 飼 いに す る も
の﹂と思われがちで
す︒でも︑本来縄張
りに 重 要 なのは﹁ 広
さ ﹂で は な く﹁ 質 ﹂︒
つまり︑自分が安心でき
る場所なのです︒
猫が運動しやすいようおも
ちゃを置いたり︑爪とぎを準備するな
どの配慮をすればストレスになりません︒

トラブルにならない
飼い方

飼うことが大切です︒

・近所の犬がうるさい
・犬のフンを片付けない飼い主がいる︒
・犬を放し飼いにしている
これらの苦情も︑飼い主が愛犬に目の行き届
いた﹁飼い方﹂をすれば︑解決できるものです︒

トラブルにならない飼い方
○犬の鳴き声○
犬はもともと吠える動物ですが︑飼い方によ
っては異常な吠え方をし︑騒音にもなりかねま
せん︒飼い主は十分な運動やコミニケーション
が取れているかなど︑犬の置かれている状況を
把握し︑対処することが必要です︒
また︑犬は自分の群れのリーダーになろうと
する﹁権勢本能﹂とリーダーに従おうとする
﹁服従本能﹂を持ち合わせています︒むやみに
吠えたり︑飼い主の言うことを聞かないのは︑
犬が飼い主を下位に見ているため︒食事や散

歩にメリハリをつけて犬と接することで﹁服
従本能﹂を伸ばすこと︵しつけ︶が大切です︒
○フンの始末と放し飼い○
飼い犬のフンの片付けは︑最低限のルールで
す︒フンの後始末は責任を持って行いましょう︒
放し飼いは︑町犬取締条例で禁止されており︑
繋がれていない犬は﹁狂犬病予防法﹂により捕
獲の対象になります︒
犬を放すと万が一︑人に噛み付いた場合︑取
り返しのつかない事になる恐れがあります︒
﹁うちの犬に限ってそんなことはない﹂と︑
放し飼いにしている人を見かけますが︑実際に
町内でも咬傷事故が発生していますので︑絶対
に放し飼いはしないでください︒
飼いきれなくなった犬や猫を捨ててしまう
人がいます︒
飼うのが面倒になった︑子犬・子猫がたく
さん産まれたから︑育てられない︑などの理
由で捨てないでください︒動物も私達と同じ
生き物です︒人間の身勝手な考えや行動で数
多くの動物の命が失われています︒ペットを
飼うなら終生飼育が当然です︒子犬や子猫が
産まれたら育てられないのであれば︑事前に
不妊手術を受けさせてください︒
不幸な命をこれ以上増やさないように︑責
任と愛情を持って︑飼育してください︒
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場 所
大塚ヶ里公民館
坂本公民館
リサイクルセンター
リサイクルセンター
目達原公民館
箱川上分公民館
中央公民館
時 間
9：30〜10：30
「狂犬病予防法」で飼い犬には、年に１回狂犬病予
11：00〜11：30
防接種を受けさせることが義務化されています。平 4月2日（金）
成２２年度狂犬病予防注射の日程をお知らせします。
13：00〜14：30
なお、右の日程での接種が無理な場合は、最寄の動 4月4日（日）
9：30〜11：30
物病院でも接種は可能です。動物病院で接種後は、
9：00〜10：00
注射済証明証をお持ちになって役場の総合窓口係ま 4月6日（火）
10：30〜11：30
でお願いします。その際、注射済票を発行します。
13：30〜15：00
日

種

接

平成22年度
狂犬病予防注射

猫によるトラブル
・猫が敷地に入ってきて花壇を荒らしたり︑フ
ンをしたりする︒
・近所で野良猫にエサを与えている人がいて野
良猫が地区に住み付いて困っている︒
猫の捕獲は﹁動物愛護法﹂で禁止されていま
すので︑被害を受けている人には︑敷地に猫が
寄り付かない工夫をお願いしているのが現状です︒
このようなトラブルを防ぐには﹁飼い方﹂が
とても大切です︒

●問い合せ
環境課
︵三田川庁舎︶
ＴＥＬ
０３３５
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人と動物が共に暮らしていくために

ご存知
ですか
？

2月21日執行の吉野ヶ里町農業委員
会委員選挙は、定数16名(第1、第2選
挙区各8名)を超えなかったため無投票
となり、2月22の選挙会において当選
人が決定しました。また、各種団体か
らの推薦に基づき5名が町長から選任
され、計21名の新しい農業委員が決
定しました。(敬称略)

新しい農業委員会委員の皆さん

第1選挙区 ●福岡昌弘(鳥ノ隈)●

安輝雄(吉田)●材木馨(下豆田)●内川一好(下中杖)●中島岩男(箱川下分)

●増岡俊幸(田中)●松村詞暢(伊保戸)●山 茂人(吉野ヶ里)
第2選挙区 ●柿本利憲(永田ヶ里)●佐藤勝行(西石動)●野中博文(下三津東)●荒木泰二郎(辛上)●上瀧高範(上石動)
●香月正佳（大曲）●池田純(原谷川)●小林宏(横田)
選任委員

●筒井治喜(農協推薦)●寺 敏春(共済)●大隈清秋(土地改良)●中島初枝(議会推薦)●宮地えつ子(議会推薦)

日々雇用職員募集 (保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士)
●応募資格 保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士の資格を持つ人
●応募人数 資格ごとに若干名
●職務の内容 健康診査、健康相談、訪問指導などの保健予防業務
●勤務場所 吉野ヶ里町役場保健課
●雇用条件 ①保健予防業務の日々雇用職員として登録し、平成22年度中に町が実施する保健予防業務のう
ち指定された日のみ勤務します。
②看護師、栄養士／日給7,200円
保健師、歯科衛生士／謝金6,000円（1回）
＊通勤手当などの、手当の支給はありません。
●応募方法 随時。履歴書（写真添付）と資格を証明する書類の写しを保健課に持参してください
●応募先・問い合せ 保健課健康づくり係（きらら館内）TEL 51-1618

童
児 館

三田川

日にち
3・10・17・24日
(土)
５日
(月)
10日
(土)
12日
(月)
17日
(土)
19日
(月)
26日
(月)

時 間

だより
事

対

●開館時間●月〜土曜 ９:30〜18:00
●問い合せ 三田川児童館 TEL 53-1117
象

児童館まつり実行委員によるお手伝い 児童館まつり実行委員

12名程度

無料

14:00〜

吉野ケ里歴史講座

「吉野ヶ里町の文化財」

どなたでも

30名程度

無料

14:00〜

映画まつり

どなたでも

無料

親子のつどい

0・1・2・3歳児親子

無料

吉野ヶ里町産いちごで

いちご大福を作ろう！

小学４年生以上

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

12名程度

（抽選）

申込締切

100円 ４月12日正午
無料

10組程度

無料

定員になり次第

第３回児童館まつり ５月１日（土）午前10時˜午後４時 午前の部・久保泉お話ボランティアによる人形劇 午後の部・「とり
＋かえっこ」（自分の使わなくなったおもちゃと楽しいゲームでポイントをもらって、他のほしいおもちゃをゲットしよう）
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川原

茂人

中島

明彦

野口

力

澄雄

井上千代子

柿本

一義

平成２２年度特設人権・行政相談所開設計画

材料代

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

行

４月の
催 し

●行政相談委員

●人権擁護委員

山田

定員

14:00〜
16:00

行政相談委員
人権擁護委員は
あなたの身近な
相談窓口です

三田川健康福祉センター
相談時間：１３時３０分〜１６時まで
月 日 曜日 行政相談委員 人権擁護委員
山田 澄雄
５月 ６日 木
野口 力
井上千代子
山田 澄雄
６月 １日 火
野口 力
井上千代子
山田 澄雄
７月 ５日 月
野口 力
井上千代子
山田 澄雄
９月 ３日 金
野口 力
井上千代子
山田 澄雄
11月 ５日 金
野口 力
井上千代子
山田 澄雄
１月 ７日 金
野口 力
井上千代子
山田 澄雄
３月 ４日 金
野口 力
井上千代子

農村環境改善センター
相談時間：９時３０分〜１２時まで
月 日 曜日 行政相談委員 人権擁護委員
中島 明彦
４月 ５日 月
川原茂人
柿本 一義
中島 明彦
６月 １日 火
川原茂人
柿本 一義
中島 明彦
８月 ５日 木
川原茂人
柿本 一義
中島 明彦
10月 ５日 火
川原茂人
柿本 一義
中島 明彦
12月 ３日 金
川原茂人
柿本 一義
中島 明彦
２月 ４日 金
川原茂人
柿本 一義
※｢農村環境改善センター｣では偶数月に、
｢ふれあい館｣では奇数月に開催します。
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行政トピックス

行政トピックス

農業委員会委員決まる

私たちの日常生活は、行政(役所の仕事)と深くつながっています。例えば、税
金、年金、保険、道路などあらゆる面にわたっています。
｢道路の段差を改善してほしい｣｢役所の処理に納得がいかない｣など、悩んでい
る人はいませんか？
また毎日の生活の中で、困ったり、悩んだり、これは人権上問題ではないだろ
うかと感じたことについてのさまざまな悩みや心配ごとの相談を無料で行ってい
ます。
このようなときには、『行政相談委員』『人権擁護委員』にご相談ください。
秘密は守られますので、いつでもお気軽にご相談ください。
●問い合せ 総務課(三田川庁舎) TEL 37-0330

２０歳以上の人の『集団健診』〜あなたはどの健診の対象者？〜

平成22年度 吉野ヶ里町健康診査等のご案内
項

目

受診 受診料（自己負担金額）
間隔 69歳以下 70歳以上

対象年齢

問診・身体計測・検尿
血圧測定・血液検査・診察

後期高齢者医療
被 保 険 者

毎年

若

問診・身体計測
血圧測定・血液検査

20歳以上
39歳以下

毎年

胸部エックス線検査

65歳以上

毎年

年

健

診

診

結核健康診断

問診・胸部エックス線検査
・喀痰検査（必要と思われる方のみ）

40歳以上

毎年

国保加入者の特定健診・がん検診
５月１２日〜２４日
（15日・19日・22日を除く）

無料
無料

感染症予防法

*************************

無料

感染症予防法

300円

100円

500円

300円

胃がん検診

問診・胃部エックス線検査

40歳以上

毎年

500円

300円

大腸がん検診

問診・便潜血検査

40歳以上

毎年

300円

200円

子宮がん検診

問診・子宮頸部の細胞診

20歳以上
の女性

200円

乳がん検診

２年※
問診・視触診・
40歳代の女性
マンモグラフィ（乳房レントゲン）検査
（40歳代2方向,50歳以上1方向） 50歳以上の女性

500円

骨粗しょう症検診 問診・手のレントゲン撮影

40歳以上

５年

後期高齢者健診
若 年 健 診・がん検診
特定健診（国保以外）
①７月９日〜13日（11日を除く）
②９月９日〜11日

500円

300円

①９月28日〜30日
②11月29日〜12月１日
③１月19日・20日
④２月16日・17日

300円

100円

12月７日〜９日

800円

※子宮がん・乳がん検診は２年に１回の受診間隔ですが、平成22年度は対象年齢内(子宮がん：20歳以上・ 乳がん：
40歳以上)のすべての人が対象となります。なお、平成23年度は西暦で奇数年生まれの人、平成24年度は西暦で偶数
年生まれの人を対象に実施します。

今年も健診を受けよう!!
発症

健康の判断を何でしていますか？
「自覚症状で判断している」という人が多いと思いますが、
自覚症状が出る前に、体の中では
何が起こっているのでしょうか？

▲
▲

▲

▲

Aさん・70歳が脳梗塞で倒れるまで

▲

実例から…

１か月くらい前から
・右手がしびれ出す
・孫の名前を時々忘れる

・マヒ
・失語症
・要介護状態

脳梗塞発症

健診結果

心肥大
自覚症状はありませんでした

尿糖
高血糖

39
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54歳

60歳

62歳

67歳

68歳

はい
あなたは、町が実施する
『若年健診』の対象者です。
７月と９月の集団健診で
「若年健診」を受診できま
す。
※女性は「子宮がん検診」
を受診できます。

ですか？
はい
あなたは、
『特定健診・特定保健指
導』の対象者です。
加入されている医療保険
は「吉野ヶ里町国民健康
保険」ですか？

５月の「国保加入者の集団健診」を受診できます。
対象者には、４月末に特定健診受診券・問診票
を郵送します。
●町が実施する「がん検診等」が受診できます。

いいえ
次に掲げるうちに加入され
ている医療保険者はありま
すか？
①全国健康保険協会佐賀県支部
②健康保険組合連合会佐賀連合会
③地方職員共済組合佐賀県支部
④警察共済組合佐賀県支部
⑤公立学校共済組合佐賀県支部
⑥佐賀県市町村職員共済組合

いいえ
●問い合せ●
［若年健診・がん検診］
加入されている医療保
健康づくり係 TEL 51-1618
険者の指示により、そ
［国保特定健診・後期高齢者健診］ れぞれで『特定健診』
国民健康保険係TEL 37-0345
を受診してください。
ただし、町が実施する
「がん検診等」は受診
できます。

受けよう健診!
早めの受診が大切です。
20歳でも71％に異常が！

７月と９月の集団健診で「特定健診(国保以外)」
を受診できます。
加入医療保険者からの受診券が必要ですので、
詳しくは加入医療保険者にお問合せください。
また、受診前に予約が必要です。
予約はTEL３１-８８３５（成人病予防センター）
●町が実施する「がん検診等」が受診できます。

後期高齢者健診【お申し込み案内】
後期高齢者健診の受診を希望される人は、
下記により事前にお申し込みください。
【対象者】 生活習慣病※などで通院していな
い人※高血圧・糖尿病・高脂血症など
【お申し込み期限】 ５月１４日(金)
【お申し込み・お問合せ先】
保健課国民健康保険係（東脊振庁舎内）
TEL（0952）37-0345
※お申し込みされた人には、６月末頃に受
診券・問診票を郵送予定です。
異常なし４％

ん。
皆さんもぜひ年に一度は健康診断を受け、
自分の体のことを知りましょう!!
20歳の健診総合判定の結果

27.1

BMI 25以上
（肥満）
40〜45歳

134
170/86

高血圧

ですか？

１月10日の成人式の際に、希望者に対し血液検査・
血圧測定を実施しました。結果は右のグラフのとおりです。 軽度の異常はあるが
心配ない
約３分の１の人に何らかの異常がみられました。
25％
元気そうに見える20歳の若者でも、体の中のことはわかりませ

（＋）

低HDL

２０歳〜３９歳

あなたは、

４０歳〜７４歳

はい

●各種がん検診は、加入医療保険に関係なく対象年齢であれば受診できます。
●各種健康診査やがん検診等の詳しい日程等については、広報等でご確認ください。
●大腸がん検診の容器は検診期間中に配布します。※容器回収日程は、配布時にお知らせします。

あなたは、

はい

が ん 検 診 等

肺がん検診

無料

あなたは、「後期高齢者健診」の対象者です。
７月と９月の集団健診で「後期高齢者健診」を
受診できます。受診を希望される方は、町保健
課国民健康保険係へお申し込みが必要です。
●町が実施する「がん検診等」が受診できます。
※詳しくは

現在

こちらをご覧ください︒

後期高齢者健診

健

（年齢基準日：平成23年３月31日）

いいえ

毎年 医療保険ごとに金額設定
※吉野ヶ里町国保加入者は無料

定

受診可能健診早わかり表
いいえ

問診・身体計測(腹囲測定有)
40歳以上
検尿・血圧測定・血液検査・診察 74歳以下

特

集団健（検）診の日程

「要精密」「要治療」となった検
査項目は、血圧、脂質が多く、す
でに生活習慣病が始まっています。

要治療２％

要精密
22％

要再検査・要経過観察
47％
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以 上の 方の
歳
5

平成22年度の介護保険料は４月１日現在の世帯における住民税の課税状況
等によって７月に確定します。
このため、保険料が確定するまでの納付方法は、次のとおりとなります

特別徴収（年金天引き）

介護保険料の

お知らせ

４・６・８月の納付額は、平成22年度の住民税の課税状況が確定していな
いため、平成２１年度２月と同額を天引きするようになります。

後期高齢者医療制度

平成２２年度・平成２３年度の保険料のお知らせ
後期高齢者医療制度では、法律により２年ごとに保険料率を決定しています。
保険料は、被保険者一人当たりいくらと決められる「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて決め
られる「所得割額」を合計した額となり、対象となる被保険者の方全員に納めていただきます。

１ 保険料の計算方法（平成２２年度・２３年度）

普通徴収（納付書・口座振替）
４月から７月までは平成22年４月１日（賦課期日）現在の世帯の状況と、
平成21年度住民税の課税状況等により算定した保険料を暫定的に納付するこ

とになりますので、送付される納付書または口座振替により納付してください。

年間保険料
（限度額５０万円）

平成22年度の納入通知書は、４月中旬頃に送付します。

=

２ 所得の低い方等への保険料の軽減

となりますので、送付される納付書または口座振替により毎月納付してください。

(１)被保険者均等割額

年金からの天引きが開始されるのは、65歳到達からおおむね６か月後からとなり

○世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者全員と世帯主の総所得金額等の合計額が次のいずれかに該当する場合、
被保険者均等割額が軽減されます。

ます。

●口座振替が便利です●

世帯の所得状況（総所得金額等）

手続きは、納入通知書に同封されている申込書に記入してポストに投函するだけです。

●介護保険料の減免●
火災などの特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、保険料を減免する等の制度があります。
また、保険料段階が第３段階の方を対象とした減免制度もあります。こちらの申請は、７月下旬から受付けます。
市町の介護保険窓口か佐賀中部広域連合で申請してください。
■お問合せは……市町の介護保険窓口または、佐賀中部広域連合（TEL０９５２‐４０‐１１３５）

平成22年度 65歳以上の方の段階別介護保険料額
保険料

第１段階

基準額
×0.5

月額２,１４６円
（年額25,752円）

第２段階

世帯全員の住民税が非課税で、前年の合計所得金額
＋前年の課税年金収入額が８０万円以下の人

基準額
×0.5

月額２,１４６円
（年額25,752円）

第３段階

世帯全員の住民税が非課税で、第２段階に該当しない人

基準額
月額３,２１９円
×0.75 （年額38,628円）

世帯に課税者がいる場合に本人の住民税が非課税の人で、
前年の合計所得金額＋前年の課税年金収入額が８０万円
以下の人
※通知書等での標記は、特例第４段階となります。

基準額
月額３,９０６円
×0.91 （年額46,872円）

世帯に課税者がいる場合に本人の住民税が非課税の人で
上記以外の人
※通知書等での標記は、第４段階となります。

基準額

第５段階

本人に住民税が課税されており、前年の合計所得金額が
１２５万円未満の人

基準額
月額４,９７９円
×1.16 （年額59,748円）

第６段階

本人に住民税が課税されており、前年の合計所得金額が
１２５万円以上２００万円未満の人

基準額
月額５,３６５円
×1.25 （年額64,380円）

第７段階

本人に住民税が課税されており、前年の合計所得金額が
２００万円以上の人

基準額
×1.5

9 YOSHINOGARI

軽減後の額（年額）

軽減割合

「基礎控除（３３万円）」を超えない世帯で、
かつ被保険者全員が年金収入８０万円以下の世帯

４，７００円

９割軽減

「基礎控除（３３万円）」を超えない世帯

７，１００円

８.５割軽減

「基礎控除（３３万円）+２４．５万円×世帯の被保険者数
（被保険者である世帯主は除く）」を超えない世帯

２３，７００円

５割軽減

「基礎控除（３３万円）+３５万円×世帯の被保
険者数」を超えない世帯

３７，９００円

２割軽減

(２)所得割額
算式

生活保護を受給している人。または、世帯全員の
住民税が非課税で老齢福祉年金を受給している人

第４段階

被保険者に係る
基礎控除後の総所得金額
×８.８％

※平成２０年度・平成２１年度の保険料率と同じです。

介護保険料の通知書を65歳になる月の翌月に送付します。徴収方法は、普通徴収

対 象 者

+

１人当たり
４７，４００円

４月２日以降に65歳になる方

保険料段階

所得割額

被保険者均等割額

所得割を負担する方のうち、賦課のもととなる所得金額（基礎控除後の総所得金額等）が５８万円以下の方（年
金収入のみの場合の例としては、年金収入１５３万円から２１１万円までの被保険者）は、５割軽減となります。

(３)被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入される前日において、被用者保険の被扶養者であった方は、所得割は課されず、均等
割が９割軽減（年額４，７００円）となります。

３ 保険料の納め方
(１) 年金の受給額が年額１８万円以上の方は、次のいずれかの方法により保険料をお支払いいただきます。
①２か月ごとに払われる年金からのお支払い。
※後期高齢者医療保険料と介護保険料を合計して、年金額の半分を超える場合、納付書又は口座振替でのお支払
いとなります。

月額４,２９２円
（年額51,504円）

月額６,４３８円
（年額77,256円）

②被保険者ご本人、世帯主、配偶者等の方の口座からの口座振替によるお支払い。
※役場各庁舎の総合窓口での手続きが必要です。
※世帯主、配偶者等の口座からのお支払いに変更された場合、これらの方の社会保険料控除となることによって、
世帯としての所得税・住民税は減額となることがあります。

(２) 年金の受給額が年額１８万円未満の方は、納付書又は口座振替で、保険料をお支払いいただきます。

●問い合せ
保健課 後期高齢者医療係（東脊振庁舎） TEL３７−０３４５
YOSHINOGARI 8

納税者・納付者の皆さんの納付の利便性向上の一環として、平成22年４月から税金、町営住宅の家賃・使用料、吉野
ヶ里保育園の保育料が、全国の下記指定コンビニエンスストアで納められるようになります。町内の方はもちろん町外
の方も時間や曜日、場所を気にすることなく納付できますので、これまでの金融機関などと併せてご利用ください。

●納付できるもの
・ 税金

個人町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税

・ 町営住宅の家賃・使用料
・ 吉野ヶ里保育園の保育料
●必要なもの バーコード付き納付書、現金
●利用方法

バーコード付き納付書を下記のコンビニエンスストアのレジに現金とともにお出しください。

●取扱コンビニエンスストア（全国の各店舗）
セブンーイレブン
デイリーヤマザキ
●ヤマザキデイリーストア
●ミニストップ
●コミュニティストア
●くらしハウス

吉野ヶ里町男女共同参画基本計画
策定部会委員を募集します
〜男女共同参画社会づくりに向けてあなたの意見を基本計画や町政に〜

町では、吉野ヶ里町男女共同参画を進める会から出された「提言書」を基に、平成22年度において「吉野
ヶ里町男女共同参画基本計画」を策定します。この策定作業を策定部会が中心となって行います。
●募集期間
４月１日（木）〜４月23日（金）
（当日消印有効、持参の場合は17:15まで）
●募集人数
４名
●応募資格
町内に居住又は通勤、通学する20歳以上の人。ただし、国又は地方公共団体の議員及び常勤
の公務員を除きます。
●応募方法
応募用紙に所定の事項と「私が描く吉野ヶ里町男女共同参画社会」をテーマとした意見をご
記入いただき、吉野ヶ里町役場総務課に郵送、メール又は持参により申し込んでください。

11 YOSHINOGARI

ポプラ
スリーエイト
●セイコーマート
●ココストア
●ファミリーマート
●サンクス

エーエム・ピーエム
生活彩家
●エブリワン
●ＳＰＡＲ（北海道）
●ハート・イン

●

●

●

●

●

●

●

※一部のコンビニエンスストアで取扱が出来ない場合もありますので、ご了承ください

!!

利用のポイント
POINT.1

収める税金等の納付書（期別等）の確認
・コンビニエンスストアでは、納付書の記載内容は確認せず、バーコードを読み取るだけです。間
違った期別のバーコード等を読み取ると訂正ができません。

POINT.2

領収証書を必ず受け取り、大切に保管してください
・領収証書は、あなたの納税などの支払いを明確にする大切な書類です。

POINT.3

レシートを必ず受け取ってください。
・コンビニエンスストアでは、レシートが発行されるとともにチエーンの本部などへ収納データーを転
送します。このため、レシートを受け取ることは収納のミスや事故防止に重要な役割を果たします。

注意!!
●取り扱いができない場合

納付書の納期限が過ぎている場合 ●バーコードが印字されていない納付書
●傷や汚れでバーコードが読み取れない場合
●納付書１枚の金額が30万円を超える場合
上記の場合には、コンビニエンスストアでは納付できませんので、お手数ですが従来どおり金融機関など
で納めてください。
●

●問い合せ

税務課（三田川庁舎）

TEL 37-0334

︵有料広告︶

応募用紙は、両庁舎、健康福祉センターの窓口のほか、町のホーム
ページからも取り出せます。
（http://www.town.yoshinogari.saga.jp）
●選考方法
書類選考
●結果の通知 決定後、速やかに応募者に通
知します。
●任
期
平成22年５月〜平成23年３月
（６回程度会議等を開催予定）
●主な業務
男女共同参画基本計画策定に
関する調査、審議及び策定作
業です。
●応募先･問い合せ
吉野ヶ里町吉田321番地2
吉野ヶ里町役場総務課（三田川庁舎）
TEL 37-0330

ＲＩＣマート
セーブオン
●Kiox設置店
●ローソン
●サークルＫ
●スリーエフ

●

おっ︑これは便利

税金などが
4月
コンビニエンスストアで
から 納付できます

〜吉野ヶ里町男女共同参画を進める会提言書提出〜

２月５日（金）、「吉野ヶ里町男女共同参画を進める会」大隈正道
委員長と檜枝初子副委員長が、江頭町長に男女共同参画社会実現に向
けた施策の取組内容を盛り込んだ提言書を提出しました。提言書作成
にあたっては、26名の進
める会のメンバーが３年
に 渡 り 、研 修 や 講 演 会 、
住民アンケート調査など
を行い、町の現状や問題
点について話し合ってき
ました。今後は策定部会
を新に立ち上げ具体的な
施策を基本計画に盛り込
む作業を行う予定です。
提言書を手渡す委員長

行政トピックス

行政トピックス

男女共同参画社会実現に向けて
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地域のコミユニティー作りに

１年間の活動内容を発表

立野60周年記念･立野公園開園式

子どもクラブ実績発表会

3月7日（日）、立野地区に公園が開園しました。
これまでは、立野地区にグラウンドがなく、夏休みの
ラジオ体操も企業のグラウンドを借りて行っていまし
た。立野地区の開墾60周年に合わせて公園を整備
し、地域のコミユニティー作りに活用される予定で
す。

■完成した公園（上）と子どもクラブを
代表してお礼を述べる竹中ひかりさん

みんなで勝ち取った！

たすきを繋いで

三田川男子ミニバスケットボールクラブ

県内一周駅伝

2月21日、27日、28日の3日間、佐賀ライ
オンズクラブ旗佐賀県ミニバスケットボール新
人交歓大会が開催され、3位入賞をしました。キ
ャプテンの坂本耕大くん（吉田）は初めてみん
なで勝ち取った3位でとても嬉しいと話していま
した。現在16人で活動し、練習は週3回。新し
いメンバーも募集中です。一緒にバスケットを
始めませんか。

第50回郡市対抗県内一周駅伝大会が2月19日から21
日にかけて開催され、町内から2名のコーチと17名の選
手が出場しました。
初日は、豆田や吉田、箱川を通り、三田川庁舎前を走
りました。沿道には多くの小学生や町民が応援に駆けつ
けました。地元「神埼･吉野ヶ里」チームの漆原選手(吉野
ヶ里町)が姿を見せると、沿道に駆けつけた人々は小旗を
振り、身を乗り出して熱い声援を送っていました。

■3位入賞したメンバー
■声援を背に力走する漆原選手

【特別賞】諫里、永田ヶ里、上三津東
■各クラブで取り組んだ活動を子どもたちが自ら発表

笑顔でいきんしゃい！
吉野ヶ里町文化講演会
第3回吉野ヶ里町文化講演会
が2月14日、ふれあい館で開
催され、タレントの島田洋七さ
んが「笑顔でいきんしゃい！」
と題して講演しました。
当日は立ち見が出るほどの盛
■会場は笑いに包まれました
況ぶりで、約800人が訪れ会
■講演をする
場に入りきれなかった人は、別室のモニターを通して講演に聞き入りました。
島田洋七さん
洋七さんは、佐賀のがばいばあちゃんが教えてくれた「前向きに物事を捉える
明るい生き方」を子どもの頃の体験談を交えながら話し、会場は終始笑いの渦に巻き込まれました。訪
れた人は「こんなにお腹がよじれるほど笑ったのは久しぶりです」と話していました。

地域の名産・観光案内でにぎわいを
3月5日（金）、吉野ヶ里歴史公園東口近
くに「めいぶつ館」がオープンしました。
開館時間にはたくさんの人が並び、先着
200人にエコバックが配られ、館内にはみ
かんやいちご、お弁当、切花、花苗など吉
野ヶ里町の名物が所狭しと並べられていま
した。訪れた人は、「新鮮で作った人の顔
がわかるから安心」と話していました。

肥前精神医療センター
独立行政法人国立病院機構肥前精神医療センターと町及び地域
住民との間で平成20年8月29日、覚書の調印が交わされまし
た。
21年6月中旬から医療観察病棟建設工事と併行して屋外訓練場
の整備も行われ、22年1月29日完成。2月16日には地域住民の
方々への内覧会が実施されました。地域住民と交流のためのグラ
ウンドゴルフ場等の多目的グラウンドも合わせて完成しました。

【最優秀賞】目達原、大曲
【優秀賞】萩原、松隈

めいぶつ館オープン

医療観察法病棟完成

13 YOSHINOGARI

町子どもクラブ活動実績発表会が2月7日、きらら館で行なわれ
ました。
町内20子どもクラブから180人が参加。ボランティア活動や防
災マップづくり、夏祭りへの参加など、各クラブで取り組んだ1年
間の活動を、手作りの資料や写真などを用いて発表しました。
審査の結果、三田川校区では目達原子どもクラブ、東脊振校区は
大曲子どもクラブが最優秀賞を受賞し、同月28日にきらら館で行
なわれた「神埼市・吉野ヶ里町合同実績発表会」に出場しました。
入賞した子どもクラブは次のとおりです。

■完成した医療観察法病棟

■とれたて新鮮たまご

■たくさん並んだ花苗

■多くの人で賑わう店内
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花見にお出かけ
しませんか

桜（町花）の季節になりました。
桜
（町花）
の季節になりました。
町内の桜の名所も見頃を迎え、
町内の桜の名所も見頃を迎え、
桜の香りを漂わせています。
桜の香りを漂わせています。
町内の名所４か所を紹介します。
町内の名所４か所を紹介します。
皆さんぜひお出かけください。
皆さんぜひお出かけください。

異文化交流
三田川中学校2年生

English

■国際交流員との質問タイム

❶

3月9日（火）、三田川中学校2年
生 101名が、 1 日 を 英 語 で 過 ご す
EnglishDayに取組ました。多くの外
国人と触れ合うことで異文化を理解
■韓国の文化も興味津々
し、ゲームなどを通して英語でコミユ
ニケーションをとることの楽しさを味わい、実践的コミュニケーション能力
の向上を図るために約7年前から始められました。参加した生徒は「先生の
話は分かりやすくてとても楽しい！」と積極的に質問をしていました。

元気発信！吉野ヶ里

さざんか
千坊館

吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市

ひがしせふり温泉
山茶花の湯

❷

①坂本修学院／慶長年間、
佐賀藩主鍋島直茂の命に
より再興された天台宗の
由緒ある寺です。
東脊振IC

②村制施行100周年記念塔
付近／平成元年に、旧東脊
振村制施行100周年を記念
して設置。展望台からは佐
賀平野が一望できます。

❸
④目達原駐屯地／
みなさんご存知の 吉野ヶ里歴史公園
吉野ヶ里歴史公園
桜 の 名 所 で す 。
（駐屯地内に入れ
るのは4月4日(土)
の10時から20時
です。）

❹
三田川小学校
三田川庁舎

※環境保全のため、ゴミ等はお持ち帰り
ください。
●問い合せ 商工観光課（東脊振庁舎）
TEL37-0350
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③新池農村公園／
吉野ヶ里町のかくれた桜の
名所です。

Day

3月7日（日）、吉野ヶ里夢ロマン
軽トラ市が開催されました。
ＪＲ吉野ケ里公園駅から吉野ケ里
歴史公園までの沿道で、軽トラック
など１１１台が開店。県内外から約
5,000人が訪れました。駅から公園
入り口へ続く約900メートルのカラ
ー舗装の町道沿いに、軽トラックや
軽ワゴン車がずらりと並び、 新鮮な野菜や果物、海産物などの食品か
ら、木工品まで多くの店が並びました。 また、抽選会やたまごのつか
み取り、猪汁の振る舞いが行われました。

法務大臣表彰

地域の人に支えられて

人権擁護委員の西牟田さん

放課後子ども教室

西牟田政次さん（上石動）が法務
大臣表彰を受けられました。
西牟田さんは3期9年間にわたり
人権擁護委員として、毎月の人権相
談など積極的に活動されました。現
在は地区の老人クラブの事務局長を
され、地域に貢献されています。

■賞状を手にする西牟田さん（写真中央）

教育委員会では、三田川小と東脊振小で毎週水曜日の放課後、いろいろ
な体験活動、世代間交流ができる放課後子ども教室を開催しています。
この事業は、地域・家庭における教育力の低下や青少年の問題行動が
深刻化するなど、子どもを取り巻く環境が多くの問題を抱えているた
め、このような問題に対応するため、地域の教育力を結集した安心・安
全な子どもの居場所づくりを目的にしています。この事業は平成22年度
も実施します。地域の皆さん、これからもよろしくお願いします。

■わくわく子ども教室（三田川小1年〜4年生） ■ふれあい子ども教室（東脊振小1年〜
による交流と感謝の「ふれあい会」。
4年生）による「終わりの会」。
（子どもたちによる肩たたき）
皆勤賞のプレゼントで大喜び。（また
来年も参加したいナー。）
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佐賀中部広域連合 嘱託職員募集
※②の業務は車での対象者訪問が可能でパソコンが実務
レベルで使用できる人
●勤務形態 月〜金 週35時間（時間外の勤務有り）
●報
酬 ①の業務
月額 190,000円
②の業務 （常勤）月額183,200円
●応募方法 次の書類を揃えて、郵送または持参。
（1）市販の履歴書（顔写真貼付）
（2）資格等証明（写し）
●選考方法
書類選考及び面接
※面接日時・場所は後日連絡
●応募締切
4月16日（金）必着
●その他
採用された人には研修を行います。
●応募･問い合せ
〒840−0831 佐賀市松原四丁目2番28号
佐賀中部広域連合認定審査課 TEL 40-1132

平成22年度第1４回さわやかスポーツレクリエーション祭が、５月23日(日)に、鳥栖市・神埼市・基山町・みやき
町・上峰町・吉野ケ里町及び佐賀市で開催されます。参加を希望する人は、社会教育課までお問い合わせください。
●参加料 １人 800円（監督・選手）
●申込締切 ４月12日（月） ＊参加申込書に参加料を添えて申し込んでください。
●問い合せ･申込 社会教育課（中央公民館）担当:伊東･加々良 TEL 37-0340

【種目･会場一覧】
種 目 名

会

担当市町

場

グラウンド･ゴルフ

鳥栖市陸上競技場

鳥栖市

ゲートボール

上峰町中央公園多目的広場
（延期の場合：三根運動場）

上峰町

壮年サッカー

鳥栖市北部グラウンド

鳥栖市

ソフトバレーボール

神埼中央公園体育館

神埼市

女子ソフトボール

千代田グラウンド

神埼市

吉野ヶ里町心身障害児通学奨励費補助金支給

ラージボール卓球

基山町総合体育館アリーナ

基山町

ターゲット･バードゴルフ

日の隈公園グラウンド

神埼市

町外にある特別支援学校の小学部または中等部に通学 ・補助金支給申請書兼請求書（添付）
している児童の保護者に通学奨励費補助金を支給します。 ・通学証明書
≪対 象 者 ≫ 町内に住所を有し特別支援学校へ通学し ・身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手
ている児童と同居している保護者
帳の写し
≪ 助 成 額 ≫ １登校につき200円
・登校日数が確認できる書類（例：通知表など）
≪申請方法≫ 通学日数が確定してから７日以内に福祉 ●問い合せ 福祉課障害者支援係（東脊振庁舎）
課へ次の書類を提出してください。
TEL 37-0343

男女混合綱引

若基小学校体育館

基山町

年齢別テニス

基山町営テニスコート

基山町

年齢別ソフトテニス

鳥栖市民庭球場

鳥栖市

バウンドテニス

中原体育館

みやき町

年齢別バドミントン

北茂安体育館

みやき町

壮年ボウリング

メテオライト鳥栖

鳥栖市

マスターズ陸上競技

県総合運動場陸上競技場

佐賀市

インディアカ

三田川小学校体育館

吉野ケ里町

フォークダンス

佐賀県職員互助会館体育室

佐賀市

泉流 月の会・邦楽舞踊 幸の

トランポリン

佐賀女子短大６号館

佐賀市

会・泉流 玉の会・貴山流 観

ペタンク

鳥栖北小学校運動場

鳥栖市

京翁の会・藤間流 霞会 ・藤

オリエンテーリング

吉野ケ里歴史公園

吉野ケ里町

間流美風会・藤間流 志潤会・

ハイキング

九千部山周辺（本部：鳥栖市民の森駐車場） 鳥栖市

邦楽舞踊 幸佐妙会・ひまわり

リズムダンス

麓小学校体育館

鳥栖市

会・泉流 福苑・花柳流 久登

３Ｂ体操

次郎体育館

神埼市

女会 以上11サークル

ミニテニス

鳥栖市民体育館・鳥栖中学校体育館

鳥栖市

よさこい

上峰町民センター

上峰町

ニュースポーツ体験コーナー

三根体育館

みやき町

第１回

ふれあい合同舞踊公演

鳥栖・三神地区において、「第1回ふれあい合同舞踊講演会」が開催されます。
各地区から60のサークルが参加し、吉野ヶ里町からも11のサークルが出場します。
みなさんお誘い合せの上ご来場ください。
●日時 平成22年４月25日（日）10:00〜16:00
●会場 上峰町民センター
●主催 鳥栖・三養基・神埼地区文化団体連絡協議会
●後援 佐賀県文化団体協議会 ※入場無料
●問い合せ 吉野ヶ里町文化協会事務局 TEL37-0341（吉野ヶ里町中央公民館内）
鳥栖市文化連盟 TEL 0942-85-3645

2010年は「国民読書年」

町では、平成22年４月からスタンプキャン
ペーンを実施しています。
本を読んで応募された図書使用者の中から、
抽選で1,000円分の図書カードを年間40名に
贈呈します。
●図書の貸出の際に、所定の応募用紙に貸出
１回につき１個スタンプを押して、５個集
まったら応募できます。抽選は３か月ごと
に年４回行います。
●問い合せ 中央公民館
TEL 37-0341
東脊振公民館 TEL 52-3499

じゃあ、
読もう。
2010年は「国民読書年」です。みなさん本を読みましょう!!
「吉野ヶ里町読書推進スタンプキャンペーン実施中!!
本を読んで1,000円分の図書カードをゲットしよう!!
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【吉野ヶ里町出演サークル】

し尿収集運搬手数料が
次のとおり変更になりました
地

（1リットル当たり）
変更前
変更後

区

旧三田川町

10円75銭

11円25銭

旧東脊振村

12円30銭

12円

●問い合せ

環境課（三田川庁舎） TEL 37-0335

さわやかスポレク

●業務内容（介護保険法に基づく業務）
①審査会の補助事務
②対象者の訪問調査を行い、調査表を作成
●募集人員 若干名
（①のうち１名は育児休暇代替職員）
●雇用期間 平成22年5月1日から平成23年3月1日
ただし、2ヶ月間は試用期間。勤務成績が
良好な場合は、雇用期間を年度毎更新。育
児休暇代替職員は、雇用期間が変更になる
ことがあります。
●資格･免許等の条件
①の業務 保健師の資格及び普通自動車運転免許取得者
②の業務 保健師、看護師、准看護師、介護支援専門員、
社会福祉士、介護福祉士のいずれかの資格及び普通自
動車運転免許取得者

スポレク祭に参加しませんか！

野山に入る人はご注意を！
４月１日から５月末まで県下で集中的にイノシシ
の捕獲が行われています。
万が一の事故を防止するため、ハイキングなどで
野山に入られるときは、目立つ服装やラジオなどを
流すようにして、人が居ることが分かるような対策
を心がけてください。
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第３回・吉野ヶ里町

24

古賀 千尋
三浦
愛

■中学校２年の部
●最優秀賞
東脊振中
●優秀賞
東脊振中

山田 百香
林
雅人

ハッピーバースデイ
̶ 吉野ヶ里町の宝 ̶
三養基高校 石松 悠斗
佐賀北高校 宮地ひろこ
■高校生の部
●最優秀賞
●優秀賞

Happy
Birthday

【家族からのメッセージ】笑顔の素敵な智
亮くん。いっぱい食べて、元気に大きくな
ってくださいね！

【家族からのメッセージ】１歳のＢＤおめ
でとう!!家族みんなでそよ風さんに癒され
てます♡

【家族からのメッセージ】バンザイ3歳。
たくさんハッピーな３歳になろうね。

︻たばこの無い世界へ︼

ぼくは︑たばこにとても悪いイメージがあり
ます︒実際に父が吸っているのですが︑﹁体に良
くないからやめて︒﹂と言ってもなかなかやめ
てくれません︒また︑クリーンデ̶で地区を掃除
しながら回っていた時は︑たばこの吸いがらを
たくさん見つけました︒たった一本でも落ちてい
ると︑周りの風景がとても悪くなったような気
がします︒このようなことから︑ぼくはたばこ
の使用を禁止しても良いのではないかとおもう
ようになりました︒そこで︑たばこの害について
さらに詳しく調べてみることにしました︒
たばこには︑ニコチンやタールという毒が含ま
れています︒ニコチンは毒性が強く︑こどもの場
合は︑たばこ一︑二本分のニコチンで命を落とす
そうです︒タールには︑二千種類以上の薬物が入
っていて︑その中には﹁がん﹂の原因となるもの
が何百種類も入っていることも分かりました︒
次に煙について調べました︒たばこを吸って
いるひとの煙を︑そばにいる人が吸わされるこ
とを受動喫煙というそうです︒日本では︑受動
喫煙による肺がんの死亡者数が︑年間千人を上
回るといいます︒ぜん息や気管支炎の病気にな
る人もいます︒たばこの煙は︑すっている人の
命だけでなく︑近くにいる人の命まで奪うおそ

【家族からのメッセージ】４日で１歳☆誕
生日おめでとう。これからも健康で元気な
桜輝でいてね。パパ＆ママ
【家族からのメッセージ】ハードボイルド
?!を目ざし、がんばれ〜！

おうき

ここまで色々なことを調べ︑気になることを
挙げてきましたが︑やはりたばこは悪い物だと
分かりました︒ですから︑いっそのことたばこ
のない世界にすれば︑世界の平均寿命がもっと
延び︑健康な生活を送ることができる人が増え
ると思います︒たばこの吸い殻が落ちている光
景を見ることもなくなるでしょう︒もちろん︑
父にもたばこをやめてほしいです︒
たばこがなくなれば︑日本や世界が変わると
思います︒たばこをなくすと世界の人々の未来
が変わると思います︒ぼくは︑たばこのない世
界のほうが︑明るい未来になると信じています︒
これからも︑たばこの危険性について訴え続け
ていきたいと考えています︒

れがあるのです︒
ぼくは︑たばこの箱に書いてある注意書きに
も注目してみました︒そこには﹃健康のため吸
い過ぎに注意しましょう︒﹄たったこれだけし
か書いてありませんでした︒これほどの危険性
があり︑被害を招くかもしれないたばこの注意
書きにしては︑あまりにも短い文章だと思いま
す︒さらに一九七〇年以前には︑何の表示も警
告もないまま売られていたということにも衝撃
を受けました︒皆さんはこれらのことをどう受
け止めますか︒
最後に分煙について調べました︒レストラン
や乗り物の中などは︑禁煙席と喫煙席に分か
れています︒でも同じ空間の中では︑禁煙席に
も有害な煙は流れてきます︒空気清浄機を置
いても︑全ての有害物質を取り除くことは不可
能で︑換気の悪い場所では︑たばこ一本で︑環
境基準の数倍以上の粉じん濃度になるそうで
す︒多くの人が利用する場所での分煙について︑
もっと真剣に考えてほしいと思います︒

【家族からのメッセージ】３才おめでと
う！これからもにこにこ笑顔で元気にあそ
ぼうね。

平成21年４月24日生まれ 【箱川下分】

平成19年４月22日生まれ 【上豆田】

平成18年４月19日生まれ 【立野】

中島 桜輝くん

ひびき

なかしま

廣渡 響くん

こうすけ

ひろわたり

徳安 孝祐くん
とくやす

平成21年４月７日生まれ 【立野】

平成20年４月３日生まれ 【永田ヶ里】

たなか

ゆういち

小学校五年の部 最優秀賞

田中 健太郎くん

か
ふくい

【家族からのメッセージ】元気いっぱいの
ユウイチ。大好きです♡これからも妹のあ
やかと遊んでね！
【家族からのメッセージ】１歳のお誕生日
おめでとう。二人共元気一杯ですがケガに
は気をつけて下さい♡

平成19年４月22日生まれ 【横田】

福井 そよ風ちゃん

さとあき

平成18年４月２日生まれ 【目達原】

平成21年４月13日生まれ 【若楠園】

けんたろう

中村 智亮くん

なかむら

西原 雄一くん

にしはら

八戸 陸仁くん・唯仁くん

【５月号募集】
●対象者 ５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 ４月７日
(水) ●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。
ゆいと
りくと

他45冊

■中学校１年の部
●最優秀賞
東脊振中
●優秀賞
三田川中

え

爆笑問題
ウォルター・ウィック
草場 一寿
千葉 幹夫
西本 鶏介
キャリー・ウェストン

﹁少年の主張大会﹂

中澤 悠樹
石田 侑輝

第３回吉野ヶ里町﹁少年の主張大会﹂︵町青少年育成町民会議
主催︶が２月６日︵土︶︑東脊振健康福祉センター﹁きらら館﹂
で行われました︒
大会には三田川 東･脊振両小学校の５ ６･年生の児童と両中学校
の１ ２･年生︑高校生の 名が参加︒町民や保護者の前で命や差別
の問題︑などについて自分の考えや意見︑体験談を発表しました︒
また︑三田川金曜学級 東･脊振小金曜学級による﹁雨ニモマケズ﹂
の朗読の発表が行われました︒
大会の結果は次のとおりです︒︵敬称略︶また︑今回最優秀賞
を受賞した作品を紹介します︒

■小学校６年の部
●最優秀賞
三田川小
●優秀賞
東脊振小

YOSHINOGARI 18
19 YOSHINOGARI

※すべて東脊振公民館で取り寄せ可能です。

永富 祐哉
荒尾恵美佳

や

著
『ほかならぬ人へ』白石一文

著 者
本のタイトル
著 者
本のタイトル

爆笑問題が読む龍馬からの手紙
チャレンジミッケ！６
つながってる！いのちのまつり
母と子のおやすみまえの小さな話365
ぼくがラーメンたべてるとき
はじめましてぼく、ボリス
四十万 靖
磯 憲一郎
白石 一文
筑紫 哲也
夏川 草介
町田 康
頭のよい子が育つ家
終の住処
ほかならぬ人へ
若き友人たちへ
神様にカルテ
宿屋めぐり

愛の本質に挑む純粋な恋愛小説。愛するべき真の相手は、どこに
いるのだろう？「恋愛の本質」を克名に描きさらなる高みへ昇華し
た文芸作品。第22回山本周五郎賞受賞第一作。

おすすめの本

!

図書室だより
■小学校５年の部
●最優秀賞
東脊振小
●優秀賞
三田川小

東脊振小学校
五年 永富 祐哉

BOOKS
中央公民館に新しい本が入りました

NEW
少年の主張 最優秀賞・優秀賞受賞者

小学校六年の部 最優秀賞

︻言葉はおくりもの︼

﹁勉強マニア﹂
ぼくは︑算数が好きで︑勉強をがんばっていた
だけなのに︑こういう悪口を休み時間や下校の
途中によく言われました︒今では︑言われても
別に平気になりましたが︑最初に言われた時は︑
とても傷つきました︒
︵どうして︑ぼくがこんな目にあうのだろう
か？ぼくは︑何も悪いことはしていないのに︶
と︑深く︑深くなやみました︒その時の気持ち
は︑大変つらく︑今でも思い出したくありませ
ん︒﹁勉強マニア﹂という︑たったこの一言が︑
ぼくの心をひどく苦しめました︒
﹁口はわざわいの元﹂ということわざがあり
ます︒こんなふうに︑悪口やかげ口を言ってい
る人は︑その時は︑それで気分が晴れるのかも
しれません︒でも︑それは︑その時だけだと思
います︒ぼくは︑悪口やかげ口を言う人は︑言
う人や聞いた人の心を悲しくさせ︑最悪の気持
ちにさせると思います︒もちろん︑言われた人
の心を傷つけます︒
言葉には︑不思議な力があります︒例えば︑
﹁ありがとう︒﹂という言葉は︑﹁ありがと
う︒﹂と口に出して相手に言うと︑幸せな気持
ちになれます︒また︑﹁ありがとう︒﹂と人か
ら言われても︑幸せな気持ちになれます︒
つまり︑﹁ありがとう︒﹂という言葉は︑自

︻差別と向き合う︼

金属といわれる貴重なレアメタルや石炭︑ボー
キサイトなどが採掘されています︒また︑雇用
面で︑非常に賃金が安価な上︑工場などを建設
する場合も︑日本に比べとても安く土地を購
入でき︑日本の一般企業にとって︑中国に進出
する魅力となっています︒事実︑中国の近年の
大発展も手伝って︑近年の日本企業の進出は
とても多いのです︒
しかしここに︑一つの構図ができあがってし
まいます︒
﹁日本が中国を利用し︑利益を得て
いる﹂という構図です︒日本の企業は︑自分た
ちの会社に利益があると見込んでいるからこ
そ中国へ進出するのであって︑それ以上の︑例
えば中国の環境︑公害問題や︑現地の労働者や
一般の人々との交流というような精神は︑持ち
合わせていないでしょう︒利益優先という考え
自体は間違ではないのですが︑日本だけが利益
を増大し︑中国が十分な恩恵を受けられない
ならば︑永遠に日本と中国が一定以上歩み寄る
ことは不可能です︒
そこで考えるのは︑
﹁利益以外の努力﹂とい
う精神を︑中国でも活かせないか︑ということ
です︒いわゆる﹁サービス精神﹂です︒
特に環境に関してです︒今の中国は︑いうな
れば高度経済成長期の日本だと思っています︒
当時︑日本は急速な成長とは裏腹に︑環境に
対しての理解が低かったため︑環境を壊してき
ました︒中国がそうならないように︑環境に配
慮した技術の提供や︑人材育成をしていかな
ければなりません︒それを日本の企業に行って
ほしいのです︒
私が日本企業にこのようなことを要求する
のには︑私が日本企業を中国とのきずなを深
め︑お互いに発展していくための︑日本からの
﹁先陣﹂と考えているという理由があります︒
日本と中国は歴史的に見ても非常に近い間柄
です︒私たちも中国と日本の良い点︑良くない
点を知り︑お互いが分かち合うことが必要な
のです︒

犬も人間も同じ﹁生き物﹂です︒犬にも心があ
分も人も幸せにするという言葉だと思います︒
中学校一年の部 最優秀賞
るのです︒犬も大事な一つの命なのです︒
それから︑ぼくたちは︑﹁おはようございま
さて︑人間が捨てているのは犬だけでしょうか︒
す︒﹂と︑毎朝あいさつをしています︒そうす
︻大切にしたい︑自分以外の命も︼ いや︑違います︒他のいろんな種類のペットもです︒
る事によって︑心の中に︑さわやかな空気を入
究極は︑人間の赤ちゃんです︒赤ちゃんさえも捨
れることができます︒また︑おたがいの気持ち
てられているのではありませんか︒
を伝え合うことができます︒しかし︑残念なこ
これらのことから私は︑﹁物事に責任をもつ﹂
とに︑ぼくたちは︑
﹁うざい﹂
﹁きもい﹂などの
ということが︑世の中の人から失われているので
言葉もよく耳にします︒そういう言葉で︑いっ
はないかと思わずにはいられません︒ペットにし
たい相手にどんな思いが伝わるのでしょうか︒
ても︑
﹁この子犬かわいい︒﹂と思ったからすぐ飼
たぶん︑言われた人は傷つくし︑言った人もい
う︒﹁今︑はやりの犬だから︒﹂と思ったので飼う︒
やな悲しい気持ちになるにちがいありません︒
私は最近﹁責任﹂というものを考えるようになっ こういうことで簡単に飼ってもいいのでしょうか︒
だから︑そんな言葉を軽い気持ちで︑当たり前
た︒そのきっかけは︑新聞や雑誌︑インターネットに︑ 飼う前に﹁私は︑この犬を幸せにしてあげられる
に使ってはいけないと思います︒
いらなくなった犬の里親探しの情報があまりにも多 か︒この犬を死ぬまで世話してあげられるか︒﹂
このように︑一つ一つの言葉には︑いろいろな
いのに驚かされたことです︒
と自分の心に問いかける必要があると思います︒
意味があります︒そして︑言葉は︑相手に自分
これらの情報に載らない︑日本での捨て犬や保健 そういう自身がない人︑犬に責任が持てない人は︑
の気持ちを伝える大切な役目を持っています︒
所に不要犬として持ち込まれる犬は︑年間約三十七 飼うべきではないでしょう︒
だから︑言葉を使うことで︑相手に自分の心を
次に人間の赤ちゃんのことを考えてみましょう︒
万匹もいるそうで︑その中で︑引き取り手のない約
おくりものとして︑おくっていると思います︒
三十四万匹は処分︑つまり︑殺されているそうです︒ 熊本の﹁こうのとりのゆりかご﹂に︑だれが産み︑
相手を喜ばせたり︑感謝の気持ちを伝えたり︑
犬が捨てられる理由は︑引っ越し先で犬が飼えな だれが入れたのかわからない赤ちゃん達・・・・︒
また︑はげましたり︑勇気づけたりすることの
い
か
ら
と
か
︑
子
犬
が
た
く
さ
ん
産
ま
れ
て
︑
飼
え
な
く
な
赤ちゃんの命は助けられ︑施設で育ててもらうの
できるすばらしい力を持っていると思います︒
っ
た
からなど︑さまざまです︒
ではないかと思いますが︑赤ちゃんが育ち︑大き
しかし︑相手の気持ちを考えながら使わない
このようなことを聞くと︑私は犬がかわいそうで くなり︑私達と同じ学生になったとき︑自分のこ
と︑相手を悲しませたり︑傷つけたりする武器
なりません︒心がとても痛みます︒せっかく飼った とを考えるのではないでしょうか︒親はどこのだ
にもなってしまいます︒ぼくは︑自分のおくっ
ペットなのに︑なぜ最後まで責任をもって飼おうと れで︑自分は捨てられたのかと︒きっと悩み︑心が
た言葉を相手がどう感じるのか︑考えて使う
しないのでしょうか︒
深く傷つくと思います︒
ことができる人になりたいと思います︒
こんな本があるのを皆さんごぞんじですか︒それ
ではどうすれば︑このようなことを防ぐことが
言葉は︑目に見えませんが︑言った人の心が︑ は︑
﹁犬の飼い主への十戒﹂という本です︒作者が犬 できるのか︒やはり︑一番大切なことは︑責任を自
相手の人の心の中に映しだされます︒だから︑ になりかわって︑犬の気持ちを飼い主に伝えている 覚することだと思います︒赤ちゃんを育てること
ものです︒その中のいくつかを紹介しましょう︒
ができないのならば︑予防する行動を取らなけれ
ぼくは︑一言一言を大切に思い︑相手におくる
一︑私にも心があることを忘れないでください︒一︑ ばならないと思います︒また捨て犬を減らすため
ことができるように努力したいです︒おたがい
私には人の言葉は話せないけど︑話しかけられるこ には避妊手術で︑もらい手のない子犬を産ませな
に︑思いやりのある言葉で話をすれば︑けんか
いことです︒それに︑日々︑殺されている殺処分の
やトラブルもなくなると思いますし︑もっと︑ とは全部わかっています︒
一︑私にはあなたしかいません︒だから︑できるだけ 犬の現状を子供の時から知ることも大切だと思い
明るく︑楽しく︑住みやすい世の中になるので
一緒にいてください︒
ます︒
はないでしょうか︒
一︑私が死ぬとき︑お願いです︒そばにいてください︒ 私達人間が︑しっかり責任を自覚して︑﹁捨て
みなさんも︑言葉の大切さについて︑一度考
そして︑どうか覚えていてください︒私はずっとあ られた犬﹂﹁捨てられた赤ちゃん﹂がなくなる世
えてみませんか︒
なたを愛していたことを︒
の中にしていかなければならないと思います︒

高校生の部 最優秀賞

今︑みなさん﹁中国﹂と聞いて︑どんなこと
を連想するでしょうか︒﹁食べ物の安全性が
低い﹂であるとか︑﹁言論の自由が無い﹂︑
﹁チベットの人々への対応が酷い﹂等々︑持つ
イメージはあまりよくないことの方が多いの
ではないでしょうか︒ましてや︑
﹁中国をここ
ろから愛している﹂などという人は︑おそら
く少ないと思います︒
しかし私は︑これからの日本にとって中国は︑
アメリカと同等か︑それ以上に必要不可欠な
存在になっていくに違いないと思っています︒
はるか昔︑朝鮮半島などの︑いわば﹁ストロ
ー﹂をつたって︑日本は中国から様々な技術
や文化︑更には政治制度までをも学びました︒
そして聖徳太子の時代に当時の日本は︑中国
の隋王朝の属国という立場を脱し︑それから
は独立国家として対等に中国と関わり︑学ん
だものを﹁日本的﹂文化︑伝統︑精神として
変化させ︑また︑成長させてきました︒です
ので︑今︑私たちが当たり前の︑普通と思って
いる事のまわりの出来事の多くは︑元をたど
れば中国の影響を受けたものなのです︒
このように︑古くから交わりのあった日本
と中国ですが︑なぜ私がこれからの日本に中
国が必要かという︑決定的な理由があります︒
それは産業的な問題です︒中国の人口は世
界一︑日本の実に十倍程もあり︑面積におい
ても︑その広さは日本よりはるかに広大です︒
その領土の地下にある鉱物資源として︑希少

︻日本と中国︼

ん︒反対に︑他の人より頭がよくて︑他の人より運
中学校二年の部 最優秀賞
動ができて︑他の人よりたくさんのことができる︒
そういう状況だったらどうでしょう︒きっと︑
﹁自
分は何でもできるんだ︒﹂という優越感に浸り︑つ
いには人を見下し︑馬鹿にしたくなってしまうか
もしれません︒そう︑差別をする側になってしま
うと思います︒
みんな︑
﹁差別はだめだ︒﹂と言います︒しかし︑
みんな知らず知らずのうちに差別をしているので
はないでしょうか︒私は︑﹁差別をしてはいけな
い︒﹂というのはきれい事だと思います︒だって︑
私は﹁差別﹂とは︑人間の本能だと思います︒
人は自分より劣っている人を探しては安心するも
なぜなら︑人はみんな﹁誰かより上にいないとき のだから︒そんな弱い心を持っているのに︑口では
がすまない﹂と考えていると思うからです︒そう きれい事を言う︒そういうことでは世の中から差
して誰かに勝ったと感じれば優越感を感じ︑負け 別がなくなるなんてことは難しいと思います︒
﹁人
たと感じれば劣等感を感じるのです︒
権﹂という言葉があり︑みんなその人権を尊重し
私は元々運動が苦手で︑足も遅く︑小さいころ ようと言いますが︑その心の中では偏見や差別を
から運動会が大嫌いでした︒私の周りの友達のほ しています︒すべての人間の心が変わらない限り︑
とんどが運動が得意だったので︑みんなができる ﹁偏見や差別﹂から﹁いじめ﹂︑そして﹁戦争﹂への
のに私だけができないなんてことがあると︑
﹁情 連鎖は終わらないと思います︒
けない︒﹂﹁みんながうらやましい︒﹂と︑私の心
それでは︑本当にこの世の中から差別をなくす
の中では劣等感が渦巻いていたのを覚えています︒ ことはできないのでしょうか︒私は差別を止めるた
この他にも︑劣等感を感じたことはたくさんあり めに︑どのようなことができるのでしょうか︒
ます︒
人の心に優越感や劣等感がある限り︑差別をな
また︑それとは逆に優越感を感じたこともあり くすことは確かに難しいでしょう︒しかし︑減らす
ます︒私は昔から水泳をやっていました︒運動音 ことはできると思います︒そのためには︑一人一人
痴な私でも水泳だけは大の得意でした︒だから︑ の違いを認めることが大切だと考えます︒それは︑
泳げない人を見ると︑
﹁なぜこの人は泳げないの その違いが人間の最大の魅力だと思うからです︒
かなぁ︒﹂と思いました︒人ができないことを自 誰もが同じような顔︑同じような考えではつまら
分ができると思うと気持ちがよく︑それと同時に ないし︑逆にみんな同じだと気味が悪いです︒違い
安心感を覚えます︒つまり︑私は優越感に浸って があるからこそおもしろい︒
いたのです︒この他にもそういう感覚になったこ 長所も短所も︑それぞれの違いを﹁個性﹂として受
とはあります︒
け入れることが大切なのではないでしょうか︒
もし︑自分の周りにいる人がみんな自分より頭
これから先も︑様々な状況の中で自分の弱い心
がよくて︑自分より運動ができて︑自分より技術 に負け︑優越感を感じて人を馬鹿にしてしまうこ
が上で︑自分ができないことを楽々とこなしてし とがあると思います︒しかし︑私はその弱い心を否
まう人たちばかりだったとしたらどうでしょう︒ 定せず︑きちんと正面から向き合うことで︑差別
恐らく私は劣等感でいっぱいになり︑何もかもが という現実を乗り越えていけるような道を探って
﹁どうでもいい︒﹂と思ってしまうことでしょう︒ いこうと思います︒
最悪の場合は︑引きこもってしまうかもしれませ
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三田川小学校
六年 中澤 悠樹
東脊振中学校
二年 山田 百香

東脊振中学校
一年 古賀 千尋

県立三養基高校
一年 石松 悠斗

少年の主張

少年の主張

を受けると在学期間中の保険料を後
●場所
払いにできます（申請手続きは毎年必要）
。
●アイスクエアビル（佐賀市）
○申請できる人 学生本人の前年所
●鳥栖市役所（鳥栖市）
得が一定以下の人
●相談内容 不動産の価格、取引、
※所得のめやすは118万円+扶養親族
不動産に関する法律等
等の数×38万円で計算した額以下の
●問い合せ 佐賀県不動産鑑定士協
場合。
会 TEL 28-3777
年金
●対象となる人 国の指定する大学
自動車保険請求相談
（大学院）、短大、高等学校、専門学
国民年金保険料の改正と 校、専修学校、各種学校などに在籍
自動車損害賠償責任保険並びに任
学生のための特例制度
する昼間、夜間、定時制、通信課程
意自動車保険の請求について無料で
公的年金制度の改正が順次実施さ
の学生。
相談を受け付けています。
れておりますが、平成22年度（平成
●特例の承認期間 ４月から翌年の
●相談日 月曜〜金曜日（祝日除く）
22年４月から平成23年３月まで）の
３月まで。（20歳で加入した場合は
９:00〜12:00 13:00〜17:00
国 民 年 金 保 険 料 は 、定 額 で 月 額
加入月から）
●弁護士相談日 毎週水曜日
15,100円となります。これは、急速
※申請が遅れても年度内であれば４
13:00〜16:00（予約制・相談無料）
な少子高齢化に対応するため、年金
月まで遡って特例が認められます
●問い合せ 佐賀自動車保険請求相
を支える力と給付のバランスを図る
●申請に必要なもの
談センター TEL 29-8768
ためで、段階的に保険料の引き上げ
・学生証(コピー可)又は在学証明書
を行っているものです。（保険料は
・印鑑（本人が署名する場合は不要）
毎年度物価や賃金の伸びなどにより
※学生納付特例期間は、年金を受給
催し
見 直 さ れ 、平 成 2 9 年 ４ 月 以 降 は
するために必要な期間(25年) には入
16,900円で固定される予定です）
りますが、年金の額には入りません。
第32回吉野ヶ里川柳大会
●平成22年度の年金額
また、免除期間分の保険料は10年以
前年度（平成21年度）と同額
内であれば遡って納める（追納）こ
●日時 ４月18日（日）10時開場
●学生のための「学生納付特例制度」
とができます。ただし、２年を過ぎ
投句締切りは11:30までです。
国民年金制度は、日本に住んでい
ると当時の保険料に加算額がつきま
●会場 東脊振健康福祉センター
る20歳から60歳までのすべての人が
すので、就職したら早めに追納され
「きらら館」
加入することになっており、学生の
ることをお勧めします。
●宿題 『道草』『泡』『黄色』『去
皆さんも20歳になったら国民年金に
●問い合せ 住民課年金係（三田川
る』『雑詠』各二句
加入して、保険料を納めることが義
庁舎） TEL 37-0333
●会費 1,000円(昼食付)
務付けられています。この制度は、 佐賀年金事務所お客様相談室
※当日は、JR吉野ヶ里公園駅(北口)
所得がない学生の方が将来年金を受
TEL 31-4191
に９:30から11:00まで車を用意しま
け取ることが出来なくなることや、
す。
不慮の事故等により障害が残ってし
相談
まった場合に、障害基礎年金を受け
さくら祭り
レクリエーション大会
取ることが出来なくなることなどを
防止するため、学生本人の申請によ
●日時 ４月15日（木）
不動産鑑定士による
り保険料の納付が猶予される制度で
不動産の無料相談
10:30〜12:00
す。役場窓口で申請すると、年金事
●日時 ４月６日（火）
●場所 三田川健康福祉センター
務所で前年所得などが審査され承認
10:00〜15:00
「ふれあい館」大広間

●対象者 町内一般・高齢者
●内容 レク遊び･ストレッチ、ゲー
ムで楽しく動こう、リズムダンス、よ
さこいソーランを楽しもう
●問い合せ 吉野ヶ里長体育協会
TEL 52-0944

エビネ蘭展示会
今年も花の季節となり、展示会を
開催します。ご近所お誘いあわせの
上おこしください。
●期日 ４月20日(火)〜25日(日)
●場所 コミュニティーホール
※21日・22日は植え替え及び育て方
の講習会を13:00より行います。
※会員募集中
●問い合せ 古川清治
TEL 52-5288

コミュニティーホール展示会

[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

募集

平成22年の歌会始
●お題 「葉」

「若葉」「落葉」「葉緑素」のように
「葉」の文字の入った熟語を使用し
ても差し支えありません。
●詠進要領 詠進歌は、お題を読み
込んだ自作の短歌で1人１首とし、未
発表のものに限ります
●詠進期間 お題発表の日から９月
30日までとし、郵送の場合は、消印
が９月30日までのもの
●郵送先 〒100-8111宮内庁 ※封
筒に「詠進歌」と記入
●問い合せ 疑問がある場合には、
宮内庁式部職あてに、郵便番号、住
所、氏名を記入し、返信用切手をは
った封筒を添えて、９月20日までに
問い合せてください。

②平成23年4月1日現在18歳以上27
歳未満の者
【受付期間】①・②平成22年４月１
日〜５月10日
【一時試験日】
①平成22年５月15日、５月16日
②平成22年５月22日
【試験会場】
①佐賀商工会館予定
②佐賀JA会館予定
※平成22年４月19日から４月２日ま
で、鳥栖地域事務所において一般幹
部候補生募集説明会を実施します。
●問い合せ 鳥栖地域事務所
TEL 0942-83-4077

第9回町民チャリティー
ゴルフ大会

その他

●日時 ５月９日（日）
●会場 日の隈カンツリークラブ
●参加資格 町民、町内事業所勤務者
●プレー料 8,000円（ビジター）
●参加費 3,000円（全員に参加賞
あり）
※当日、会場にて表彰式を行います。
●申込･問い合せ ゴルフガーデン三
田川 TEL 53-1090

【募集種目】
①一般幹部候補生
②一般曹候補
【 受験資格】
①平成23年4月1日現在
・22歳以上26歳未満の者
・大学院正規の課程を2年以上修め修
士の学位を受けた者については、28
歳未満の者

｢広報吉野ヶ里｣では、有料広告を募集しています。
●掲載料金（１回あたり）
【町内企業】
●問い合せ・申し込み
●縦５cm横17cm 5,000円
総務課秘書・広報係
●縦５横 ８cm
3,000円
（三田川庁舎）
【町外企業】

負けるなひるむな

街ぐるみ

一呼吸

配置されたアパッチ

寄附御礼
●老人クラブへ
●田中利徳様(吉野ヶ里)
故城島利郎様
●田中壽惠様(永山)故國雄様

尺八同好会員募集中！
初心者歓迎
都山流大師範

本当なのか

︵有料広告︶

︵有料広告︶

広報紙への有料広告を募集中です！

暴力に

３月12日に目達原駐屯地の現対戦
車ヘリ（通称コブラ）の1機が、後継
機である戦闘ヘリ（通称アパッチ）
に更新･配置され３月下旬から運用さ
れています。なお、22年度末に更に1
機の更新･配置が予定されています。

平成22年度
自衛官募集案内

TEL 37-0330まで
●縦５cm横17cm 10,000円
●縦５cm横 ８cm 5,000円
＊２色刷り(色の指定はできません)
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目達原駐屯地に「アパッチ配置」

福岡倖山

（茂幸）

問い合せ TEL 52-4526
吉野ヶ里町吉田1392番地1

確かめて
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吉野ヶ里町役場 電話帳

●問い合せ

架空請求詐欺に注意！

三 田 川 庁 舎

独り居に相棒ほしいと娘は言いて
あがな
可愛い熊のプーさん購う
松葉
香月 啓子

架空請求詐欺とは「利用していない」サービスの料金や「買ったおぼえのな
い」商品の代金を支払うようメールやはがき、
封書で請求してくる詐欺の手口です。

な・る・ほ・ど

1. 一方的に送られてきた連絡先には絶対連絡せず無視してください。
2. 信頼できる会社名などを名乗っていても安心できません。
必ず確認しましょう。
家族に相談し、
心配なら消費生活センターや警察に相談しましょう。
3. 万一相手から電話がかかってきた場合は支払い義務のないことを毅然と伝えて
4. ください。
ごくまれに過去に相手業者から少額訴訟裁判が提起された例があります。
裁判
5. 所からの書留郵便
（特別送達）
は無視せず、
裁判所に内容確認してくだ
さい。

ここがポイント

消費生活相談日と場所（市・町外の人も相談できます）
中央公民館

●吉野ヶ里町： 東脊振庁舎/毎週木曜日
●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。

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

具体策としては電話の着信拒否、
メールの拒否設定、
できるなら電話番号の変更、
また郵便物の受領拒否をしてください。

架空請求に関する相談件数が多い上位10業者
（2009年10月現在）
１．日本管財事務局 ２．
日本管理事務局 ３．
生活保全情報センター
４．消費者情報確認センター ５．
国民消費者生活センター
６．全国相談消費者センター ７．
中央管理事務局
８. 国民消費者相談センター ９．
ゼロライフ １０．
ユニオンジービー

総務課

住民課（東脊振庁舎総合窓口）

東 脊 振 庁 舎

朝明けの日々変りゆき春めくを
心弾ませラジオ体操
目達原
中村 悦子
この齢でまた読み返す母の手紙
向井 美鈴

橋本かのこ

意味不明だけど嬉しい児の手紙
三宅 あや

達筆の手紙を前に四苦八苦

文箱の中で眠れり父の文字

香

長谷川久栄

橋本

ラブレター書く年頃にもどりたい
仲宗根夫美子

行きよりは帰り短い通学路

ランドセル贈る楽しみありがたし
橋本みつる

各選手メダル夢見たバンクーバー
原岡 秀夫

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

司法書士による相談会を行います。

東脊振健康福祉センター

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。

三田川健康福祉センター

（多重債務、相続・遺言、登記関係等）

︵有料広告︶

悩み事投げるサインに気がついて
荒木 靖子

ランドセルご主人様は一年生
詫摩 綾子

ふる里の梅の木すでに春は散り
那須 紀子

言われたい梅の香のするお人だと
井上千代子

梅干しに母の願いを背負わせる
中島三千子

大塚美代子

たんぽぽの綿に似たよな恋心
江口カズヨ

春まきの命ひしめく種袋

兵働己登子

電話の声ＤＮＡが邪魔をする
向井 初子

梅林に人それぞれの歩く道

ポツポツと咲く花に問う子等のこと
城野くみ子

癒された暮らしの中に妻の背な
古川 清治

子の寝顔とても素直に見えてくる
松尾 利朗

思うつぼ

空豆のつぼみふゝえみ色ずきぬ
春の曇天うたげ宴のごとし
目達原
中島 南角

幸

妊りをそっと撫でやる弥生かな
永田ヶ里
井上 春枝

ウォーキング早咲きこぶしの白
上豆田
伊東

菜の花や田手川沿いに咲きほこり
吉田
香田 春枝

春秋やわらべ童に返り絵本読む
松葉
香月 啓子
望楼や一直線に落ち雲雀
上石動
西牟田紀美子

鳩山さんは金に埋って春遠い
藤戸 峯夫

齢をとり家族の大事さ身にしみる
原 ミツエ

佐藤 隆史

人生を投げるならまた死んだ気で
武富 直人

長靴の足跡きれい雪遊び

一滴の黒が私にしてくれる

踊ってる跳ねてる赤いランドセル
松尾寿美子

悲しみも欲もあります形見分け
斎藤 幾恵

中国へ帰りたいとは言わぬ梅
西村 正紘

立春だ里のお山でホーホケキョ
上滝 初代

好きな歌カラオカ会で高らかに
寺崎あさの

古希の手にときめきくれる入門書
真島 清弘

西崎久美子

あれこれと計画立てて春を待つ
吉岡 昌子

振り込め詐欺の

春休み孫の帰省でにぎやかに
我家毎日音楽会に
上中杖上
渡邊登志子

子

ジュース用完熟みかんの半切りを
桃の木に挿しメジロ待つ朝
立野
土井 敏明

立春の裏川の水ゆるやかに
雲一つなき青空写す
吉田
中島

いい訳もせずいさぎ潔よし藪椿
鳥ノ隈
田中千津子

やはらかき花のつぼみに春動く
萩原
楠 多美子

枝

喪服着てうなじに走る余寒かな
苔野
金子きぬ子

︵飛騨︶
雪吊や声あげてみし旅となす
田手
於保

大澤ヨシノ

犬ふぐり地面に咲くも春の風
上石動
大坪カツヨ

箒目の流るる神苑梅真白
田手

ころぶなと云われて梅の径めぐる
講師
村岡 和水
ゆらゆらとラクダのコブが眠くなる
真島美智子

あわてるな

風邪ぎみに庭の草取りしてみれば
天気はよいが風のつらさよ
吉田
伊東 米子

紅梅の小枝をゆらしうぐいすの
番い飛び交う春昼さがり
伊保戸
中島 君子

むぎ

麥青む農道行けば枯草の
溝より白鷺不意に飛び立つ
横田
宮地カヨ子

床の間の南天の実を拾いつつ
生花をくずす老のやすらぎ
箱川
真木千津子

自動車の免許をとれよとかたくなに
勧めし夫の十七回忌
下三津東
松本メグミ
父と子はキャッチボールで仲直り
城野 憲子
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商工観光課
（東脊振庁舎）
TEL 37-0350

カット

¥1,000

「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

温水プール（体育協会） 52-1944

カット専門店

髪 き り 屋

《シャンプー、ブロー、髭剃りなし》

吉野ヶ里町吉田２６４−７

お子様からご年配の方まで、男女を問わずご利用いただけます。

吉野ヶ里町吉田２６４−７

前髪のみ￥５００ ☆抱っこカットは応相談☆
ご来店の際は整髪料などを付けずにお越しください

●080-1765-8647

≪営業時間≫９：３０〜１９：００≪定休日≫水曜日、不定休有

られないこともあります

たしかめて

接客のため、電話に出

振り込む前に

もう一度

吉野ヶ里公園駅

国道34号
GS

ココ
Pあり
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●まちの面積 43.94km2
●まちの人口（3月1日現在）
男性
7,859（+10）
女性
8,359（+13）
合計 16,218（+23）
●世帯数 5,759（− 1）

4月のカレンダー

保健行事

※出生数14 死亡数 9（2/1〜2/28届出）

日（曜）

行

事

名

健康相談

1 木 消費生活相談【詳】

毎週月曜日
９:00〜11:00
（5・12・19・26）

きらら館

一般町民

＊母子手帳交付については、東脊振健康福祉センター「きらら館」にて随時交付します。

2 金

13:00〜13:15

４か月児健診

3 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館

６（火)

H21.12月生

きらら館

母子手帳

4 日

７か月児健診

5 月 健康相談【詳】温水プール休館日 行政･人権相談（農村環境改善センター）９:30〜12:00

BCG予防接種

６（火)

13:00〜13:15

きらら館

H21.12月生及び生後
６か月未満の未接種児

母子手帳・予診票

ワン・ツー体操

12(月)

９:50〜10:00

きらら館

２歳以上の幼児と保護者

水筒（お茶）

8 木 消費生活相談【詳】

12か月児相談

21(水)

13:00〜13:15

きらら館

H21.４月生

母子手帳・エプロン

9 金

３歳６か月児健診

23(金)

13:00〜13:30

きらら館

H18.９月・10月生

母子手帳・健康相談票

パパママ学級

25(日)

９:45〜10:00
（要予約）

きらら館

H22.７・８月出産予定の
妊婦と夫

母子手帳・健康相談票

２か月児相談

27(火)

13:00〜13:15

きらら館

H22.２月生

母子手帳

6 火 ４か月児健診【詳】 ７か月児健診【詳】 BCG予防接種【詳】
7 水

10 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
11 日
12 月 健康相談【詳】 ワン・ツー体操【詳】 温水プール休館日

H21.９月生

13:15〜13:30

13 火
14 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

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

19 月 健康相談【詳】 温水プール休館日

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。
●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 火
21 水 12か月児相談【詳】
22 木 消費生活相談【詳】
24 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
25 日 パパママ学級【詳】

三種混合
生後３〜90か月児
（ジフテリア・百日咳・破傷風）

26 月 健康相談【詳】 温水プール休館日

麻しん・風しん混合（1期）

生後12〜24か月児

麻しん・風しん混合（2期）

平成16年４月２日〜
平成17年４月１日生まれ

27 火 ２か月児相談【詳】
28 水 おしゃべり広場きらきら10:30〜14:30中央公民館

日本脳炎
３歳〜７歳半
乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン
1期初回からの人
H21.6.2より使用

29 木
30 金
＊【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（2月搬出分）
新 聞
8,580

6,060

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
170

2,190

130

250

60

480

ペットボトル
480

売却金額
111,118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（４月４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）? 37-0335
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暴力を

追い出す力

吉野ヶ里町大塚ヶ里
TEL52-3139
【内・小・脳】

４月11日
（日）
４月18日
（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
＊現在、「積極的な勧奨」を差し控えている日本脳炎
の予防接種について、平成22年度以降、「積極的な勧
奨」が再開となる予定ですが、まだその再開時期等に
ついて、国・県からの明確な指示がでておりません。
国・県からの連絡があり次第、対象者の方には個人通
知をさせていただく予定です。なお、接種を希望され
る方（３歳から７歳半までの人）はきらら館（保健
師）までお問い合わせください。

暴力団

（日）

神埼クリニック

神埼市神埼町田道ヶ里
TEL53-1818 【内・胃・呼】

目達原整形外科

和田記念病院

吉野ヶ里町目達原
TEL52-3717
【整外】

神埼市神埼町尾崎
TEL52-5521 【内・胃・小】

なかしま整形外科クリニック

栗並医院

神埼市神埼町本堀
TEL51-1430
【整外】

持参するもの／母子手帳・予診票
●乳幼児個別予防接種
４月25日 小森医院
予防接種（ワクチン）の種類
対 象 年 齢
吉野ヶ里町上豆田

23 金 ３歳６か月健診【詳】

その他
紙

西谷クリニック

４月４日
（日）

TEL52-1136

神埼市神埼町枝ヶ里
TEL52-2977
【内】

福嶋内科医院

【小・内】

神埼市千代田町境原
TEL44-2141
【内・小】

４月29日
（木）

たけうち小児科医院

橋本病院

５月２日
（日）

中尾胃腸科医院

しらいし内科

５月３日
（月）

中下医院

５月４日
（火）

最所医院

和田内科小児科胃腸科

５月５日
（水）

神埼病院

古賀内科

５月９日
（日）

松本医院

神埼市神埼町本告牟田
神埼市神埼町田本堀
【外・内】
TEL52-2022
TEL52-2524
【小】
神埼市神埼町田道ヶ里
神埼市神埼町城原
TEL52-3295【外・整外・胃・内】 TEL52-3848
【内・循】
神埼市千代田町
TEL44-2488

【内】

神埼市千代田町直鳥
TEL44-2777
【外・胃・整外】

神埼市神埼町神埼
吉野ヶ里町吉田
?52-2452 【内・胃・呼】 TEL52-2021 【内・小・胃】
神埼市神埼町田道ヶ里
神埼市千代田町境原
TEL52-3145 【外・整外・胃】 TEL44-2311 【内・小・胃】

和田医院

吉野ヶ里町下三津東
TEL52-4185 【内・小】

【外】外科 【整外】整形外科
【小】小児科【脳】脳神経外科

追放できる

南医院
江

強い町

神埼市千代田町嘉納
TEL44-2046
【内・小】

【内】内科 【胃】胃腸科
【呼】呼吸器科 【循】循環器科
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22

一時停止の規制方向が
変更になりました。

4

4

シルバーケア
吉野ヶ里

永田ヶ里公民館西側と下豆田公民館南側の交差
点に信号機が設置されました。
事故のないように、安全運転をお願いします。

止まれ

ライス
センター

コンビニ

中国塗料

止まれ

2010 APRIL No.050

昨年から拡幅工事中であった町道大塚ヶ里・
吉野ヶ里公園線が3月3日に開通しました。そ
れに伴い、町ホームページや予告看板等でお知
らせしていたとおり、県道との交差点形状の変
更により、従来の「南北方向」に規制されてい
た一時停止が「東西方向」に変更されました。

大塚ヶ里･吉野ヶ里公園駅線に
信号が設置されました。

■永田ヶ里交差点

止まれ

ライス
センター

コンビニ

中国塗料

シルバーケア
吉野ヶ里

止まれ
■下豆田交差点

YOSHINOGARI

吉野ヶ里町
再発見シリーズ

回

DISCOVER

第
10

町木でもある桜ほど、日本人に親しまれた花木は他には
ないだろう。百円硬貨のデザイン、警察官や自衛官の階級
こ じ き

にほんしょき

章も桜である。『古事記』や『日本書紀』に登場する美女
このはなさくやひめ

「木花開耶姫」の「木の花」とは桜のことであり、『万葉
集』や『古今集』以来、和歌や俳句に数限りなく詠まれ、

ちまた

「花」といえば桜をさす程だった。開花が近づくにつれ巷
にぎにぎ

ありわらの

は賑々しくなるが、平安の昔もそうだったのだろう、在原

トム・ソーヤの森・百年記念塔の千本桜

なりひら

業平も『世の中に 絶えて桜のなかりせば 春の心は のどけ

からまし』（伊勢物語）と歌っている。とまれ、桜を語れば紙数は何枚あっても足りない程だ。

そめい

さて、私たちがふだん目にする桜はソメイヨシノである。この品種は江戸末期に、江戸は染井
（東京都豊島区）の植木屋が作出して明治以降に普及したもので、今や桜といえばソメイヨシノ
をさす程になった。従って、江戸以前に詠まれた桜は、ヤマザクラである。有名な吉野の桜もヤマ

桜

ザクラで、短命なソメイヨシノに比べて極めて長命である。
かつて本町「目達原の桜馬場」は、県下有数の桜の名所で、臨時駅（新宮田踏切付近）が設け
さ く ら

られた程であった。旧目達原飛行場の正門跡には、「櫻咲く 基地を飛び立ち南海に 散りし若鷲
さんげ

しのぶ門柱」の歌碑がある。太平洋戦争末期、目達原より出撃し散華した若き特攻隊員を詠んだ
ものだ。桜の散り際の美しさ潔さは、もののあわれや風雅を詠むことから、軍歌「同期の桜」にあ
いくさ

るように、戦の世を象徴するものとなった。
37-0330

現在、本町における桜の名所一押しは、百年記念塔の千本桜で
ある。遠く有明海を望みながらの桜吹雪は遠山の金さんにも見せ
たい程だ。目達原駐屯地の桜祭り、修学院や在川、目達原新池公
園も見逃せない。力田地区の桜祭りも今年は第28回目を迎えた。
山里の桜は、時代と共に人里に下り、時代の影を映しつつ、人々
の心に刻まれている。 （文責：於保 忠）

昭和初期の目達
原桜馬場（上）
と
旧目達原飛行場
正門跡（左）
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