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表紙の

ことば

「日韓交流親善派遣事業」
三田川中、東脊振中の生徒が4月30日
から2泊3日で韓国河東郡にある花開中学
校を訪問しました。
生徒達は各学校紹介、レクリエーショ
ン、授業体験、文化交流（出し物披露）
の後、この時に行われていた「河東郡野
生茶文化祭」の会場を一緒に散策したり、
食事を共にしたり、親睦を深めました。

町花：さくら

町木：さざんか

http://www.town.yoshinogari.saga.jp/

災害情報の伝達経路

●災害に関する気象情報や町からの避難情報は次のように伝達されます。
報道機関
テレビ・ラジオ

気象庁・佐賀県・国土交通省

吉野ヶ里町役場 総務課
区長・民生委員
消防団・各防災機関

サイレン・巡回
地区広報・広報車巡回 等

町民のみなさん

●町から提供される避難情報について
避難準備情報

避難勧告

災害時要援護者などの特
に避難行動に時間を要する
住民に対し、「避難行動の
開始」を促す情報です。

台風の接近や集中豪雨など
により、洪水や土砂災害など
が発生するおそれがある場合
に、住民に対して「避難所への
避難」を促すものです。火の
始末、戸締まりを完全にして、
非常持出品を持参し、すみや
かに避難所へ避難しましょう。

避難指示
避難勧告より強く、災害発
生の危険性が非常に高い場合
に住民に対して避難を指示す
るものです。このときは、避
難行動中の方はすぐに「避難
を完了」させ、まだ避難して
いない方は「ただちに避難」
してください。
【写真】H21.7.26

平成 年７月 日から 日にかけて︑日本の中国地

方から九州北部にかけての地域を中心に襲った﹁中

26

国・九州北部豪雨﹂から間もなく一年が経過します︒

中国・九州北部豪雨では︑７月 日の午前を中心に

15

豪雨となり︑県内では︑佐賀市の巨勢川や金立川の堤

防が約 メートルにわたって決壊するなど１４１か所

の堤防決壊や護岸崩壊が発生し︑道路も国県道など３

７２か所で法面などが崩壊︒住宅も床上浸水など１︑

警報

１６０棟が被害を受けました︒

警報

注意報

町内にも︑あの時の爪痕は今もなお色濃く残り︑日

鹿島地区

5

頃からの備えがいかに大切かを考えさせられる出来事

武雄地区

吉野ヶ里町

佐賀多久地区

市や町を対象区域として警報や注意報を発表︒

つの地域に分けて︑警報や
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伊万里地区

平成 年 月から

鳥栖地区

警戒が必要な市町が明確に

これまで

﹁鳥栖地区﹂など
注意報を発表

唐津地区

6

22

になりました︒

気象庁では、大雨警報などを、都道府県をいくつかに分けた複数の市や町で構成された地域を対象に発
表していましたが、平成22年5月から「吉野ヶ里町に対して大雨注意報を発表」など、個別の市や町を
対象とした発表になりました。

︻被害状況写真・上から︼坂本地区︑林道九千部山横断線︑林道杢ノ瀬線

●大雨や洪水などの気象警報・注意報の改善について

林道佐賀東部線

21

19

26

ＳＯＳ
知って︑
覚えて︑
備えましょう！

〜﹁もしもの時 ･･･
﹂の対応マニュアル〜

災害に結びつく重要な気象情報（大雨・洪
水注意報、大雨・洪水警報）や町からの避
難情報の伝達経路

！
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災害時の緊急連絡
災害時には被災地への通信が増
加し、電話が繋がりにくくなり
ます。そのため「ＮＴＴ災害伝
言ダイヤル」を利用し、家族な
どとの連絡に役立てましょう。

1 7 1
利用
方法

録音 1
再生 2

○ ○ ○ ○ △△ ××××
（被災地の方の電話番号）

伝言の録音時間は一件あたり30秒です。また伝言の保存期間
は48時間で、一つの電話番号に最大10件まで録音できます。

●気象情報に気をつける！

（特定の場合を除き、録音または再生する場合に通話料がかかります）

【食料品】
□ 飲料水（1人1日3㍑が目安）□ 乾パン
●家族一人当たり3日分を用意
参考 ●持ち出し品の重さの目安は、
□ 缶詰/缶切り □ 紙食器/割り箸
男性15kg、女性10kg程度
□ 菓子類（チョコ等）
【生活用品】
□ 万能ナイフ □ マッチ/ライター □ ろうそく □ 軍手（すべり止め付き）
□ ビニールシート □ ティッシュ □ 懐中電灯 □ ラジオ □ 乾電池 □ 使い捨てカイロ
【医薬品】
□ 消毒薬 □ 胃腸薬 □ ばんそうこう □ 脱脂綿 □ 包帯・ガーゼ □ 持病の薬
【衣類品】※キャンプ用品なども重宝
□ 下着 □ 防寒着 □ 雨具 □ 毛布 □ タオル
【貴重品】
□ 現金 □ 預金通帳/印鑑 □ 保険証/身分証明書
【その他】
□ 赤ちゃん用品 □ 介護用品 □ 筆記用具

行政
機関

避難
場所

※

要援護
者施設
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吉野ヶ里町吉田321-2
吉野ヶ里町三津777
神埼市神埼町枝ヶ里184-1
神埼市神埼町枝ヶ里155-1
吉野ヶ里町立野45-5
吉野ヶ里町三津745-3

東脊振健康福祉センター
三田川小学校
三田川中学校
東脊振小学校・体育館
東脊振中学校・体育館
児童体育館
中央公民館・町民集会所
三田川武道館
吉野ヶ里保育園
東脊振幼稚園
農村環境改善センター
さざんか武道館
吉野ヶ里公園駅コミュニティホール

吉野ヶ里町三津775
吉野ヶ里町吉田63-1
吉野ヶ里町吉田303
吉野ヶ里町三津733
吉野ヶ里町石動2709
吉野ヶ里町吉田310
吉野ヶ里町吉田307
吉野ヶ里町吉田283-2
吉野ヶ里町吉田999
吉野ヶ里町三津799
吉野ヶ里町三津777
吉野ヶ里町石動2768-6
吉野ヶ里町吉田252-1

三田川健康福祉センター
さざんか園デイサービスセンター
痴呆性高齢者グループホームさざんか園
くるみ保育園
吉野ヶ里幼稚園
吉村産婦人科

吉野ヶ里町豆田1790
吉野ヶ里町大曲3474-1
吉野ヶ里町大曲3475-1
吉野ヶ里町大曲3463-2
吉野ヶ里町箱川505-1
吉野ヶ里町豆田1468-1

0952-53-1111
0952-52-5111
0952-52-3291
0952-52-2114
0952-52-3331
0952-52-4330

●持ち出し品を確認！

普段からテレビやラジオ、イ
ンターネットで気象情報や
災害情報に注意しましょう。
町からの情報にも注意しまし
ょう。

非常時持ち出し品チェックリスト

吉野ヶ里町役場三田川庁舎
吉野ヶ里町役場東脊振庁舎
神埼消防署
神埼警察署
三田川交番
東脊振駐在所

定期的に確認し、日頃から気をつけて
おきましょう！

平常時の備え

避難時の持ち出し品は日
頃から準備しておき、置
き場所を決めておきまし
ょう。
非常食や飲料水などは定
期的に新しいものと取り
替えましょう。

●避難場所・避難路を確認！
家族みんなで自分の地区の
避難場所を確認し、そこへ
行くための安全なルートを
確認しておきましょう。

●家のまわりを点検・
整備！
雨戸や雨どいは傷んで
いないか、家の周囲の
排水溝がつまっていな
いか等、点検しておき
ましょう。

●一人暮らしのお年寄り
などに気配りを！
自分の住まいだけでなく、地
域全体にも目を向けましょう。

避難時の心構え

みんなで協力し合い、落ち着いて早めに行
動して決められた場所へ避難しましょう！

避難する場合
●車での避難は控える！

●ガス・電気・火元をチェック！

●速やかに避難！

緊急車両の通行の妨げに。
浸水すると動けなくなります。

火の始末と戸締まりを忘れずに！
また、親戚・知人に避難をする事を伝え
ておきましょう。

動きやすい格好で、2人以上で
避難しましょう。

洪水時に注意すること
●履き物！

●歩ける深さ！

●足元に注意！

●ロープでつながって！

裸足、長靴は禁物！ひもで
しめられる運動靴がよい。

水がひざまで来たら助けを呼
び、高所で救助を待ちましょ
う！

水面下には危険が潜んでいま
す。長い棒を杖がわりに、安全
を確認！

はぐれないように、お互いの
身体をロープで結んで避難！

援助が必要な人がいたら

※浸水想定区域内にあって、高齢者、
障害者、乳幼児その他の特に防災上の
配慮を要する人が利用する施設のうち、
洪水時に円滑かつ迅速な避難を確保す
る必要がある施設をいいます。

●高齢者や病気の方

●目の不自由な方

●耳の不自由な方

●体の不自由な方

お年寄りや子供、病気の方
などは、早めの避難が必要。
みんなで避難に協力しまし
ょう。

はっきり、ゆっくり大きな
声で話しかけましょう。誘
導する場合は、杖を持った
方の手には触れず、ひじの
辺りを軽く持ち半歩前をゆ
っくり歩きましょう。

話す時は、まっすぐ顔を向
け、口を大きくはっきりと
動かしましょう。手話、筆
談、身振りなどの方法で正
確な情報を伝えましょう。

車いすの方の場合、階段で
は必ず3人以上で！昇るとき
は前向きに、降りるは後ろ
向きにします。
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戸別所得補償モデル対策

加入申請期限まで１か月を切りました！
●交付対象者
●「生産数量目標」の範囲内で主食用米の生産を行った販売農家・集落営農組織（米モ
デル事業）
●自給率向上のために水田で麦・大豆・飼料用米・米粉用米などを生産する販売農
家・集落営農組織
●加入申請期間
４月１日（木）〜６月30日（水）
●提出書類
●戸別所得補償モデル対策加入申請書（様式第１号）
●水稲共済細目書異動申告票 ※ＪＡに提出済みの場合は必要なし
●集落営農組織は、規約・構成農家名簿及び共同販売経理が確認できる書類

議会臨時会（初議会）が4月22日開催され、議長をはじめ各種行政委員が次のとお

申請期限

6月30日

提出先・問い合せ
または、佐賀農政事務所農政推進課 TEL 23-3136

教育相談室を 平成22年度
開設しました 吉野ヶ里町就学相談会
不登校､いじめ等教育上での悩みや､子
育ての悩み相談を教育相談員がお受けし
ます。
相談は日程に変更等ある場合がありま
すので､事前に電話で確認してください。
●相談員 県派遣スクールソーシャルワー
カー 高柳陽子氏
●相談日 第１・２・４週の月･木曜日
●予約･相談電話
TEL37-0118(相談日の８:30〜17:15）
※学校等へ出かけている場合があります
ので不在の場合は後ほどかけなおして
ください。
●場所 中央公民館１階 教育相談室

町主催の第１回就学相談会を開催します。参加を希望する場合は、
下記までご連絡ください（各小学校・幼保園保育園を通じて申し込み
をした場合は連絡不要です）。なお、対象は来年度「新小学１年生」
と「新中学１年生」です。

●開催日時 ６月18日（金）
●開催場所 吉野ヶ里町中央公民館
●申し込み ６月７日（月）までに学校教育課（中央公
民館内）へ
【就学相談ってなあに？】
言葉の発達に遅れがある、行動に気になるところがある、目や耳の
障害に悩んでいる、手足が不自由、病気がちで…等々、発達に障害の
あるお子さんの教育を専門にしている学識経験者や教職員が就学につ
いての相談に応じます。まずは、お気軽に相談ください。

【就学相談はどんな仕組みなの？】
相談は第１回（６月中旬）と第２回（８月上旬）の２回実施しま
す。第１回の相談後、さらに細やかな相談が必要と判断された場合、
第２回の相談へと進むことになります。

【申し込みはどうするの？】
お子さんが通っている小学校や幼稚園、保育所を通じて、学校教育
課にお申し込みください。なお、在宅の人は、学校教育課に直接ご相
談ください。
問い合せ
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学校教育課（中央公民館）

TEL 37-0339

吉野ヶ里町議会の構成決まる

吉野ヶ里町長・町議会議員選挙後はじめてとなる、平成22年度第3回吉野ヶ里町

※お手元に加入申請書が届いてない場合には、農林課、農政事務所にお問い合せ
ください。
※加入申請に必要な書類は、佐賀農政事務所ホームページからも入手できます。
（http://www.maff.go.jp/kyusyu/saga/index.html）
農林課（東脊振庁舎） TEL 37-0347

議長に大隈氏、副議長に立石氏
り決まりました。（敬称略）
●議会●
【議長】大隈正道（曽根） 【副議長】立石良雄（下三津東）
【総務常任委員長】筒井佐千生（寺ヶ里）
【同副委員長】古川輝英（横田）
【産業建設常任委員長】城島敏行（吉田）
【同副委員長】古川勲（新宮田）
【文教厚生常任委員長】多良光英（目達原）
【同副委員長】中島哲夫（吉田）
【議会運営委員会委員長】伊東和孝（西石動）
【同副委員長】中島哲夫（吉田）
【議会広報編集特別委員会委員長】多良正裕（松隈） 【同副委員長】吉富光三郎（吉田）
【小川内ダム対策特別委員会委員長】多良正裕（松隈）
【同副委員長】伊東和孝（西石動）
●監査委員●
【代表監査委員】中島明彦（大塚ヶ里）
●教育委員●
井上和洋（吉田）

於保

議長：大隈正道

副議長：立石良雄
【監査委員】吉富光三郎（吉田）

※井上和洋委員には、
教育委員会から
忠（萩原）
「教育長」
の辞令が交付されています。

●選挙管理委員●
【委員】執行政利（田手村）・秋山勝美（曽根）・多良薫（松隈）・最所正樹（西石動）
【補充委員】槙義勇（萩原）・中島靖彦（箱川下分）・檜枝初子（在川）・福光愛子（上三津西）

代表監査委員
中島明彦

６月は環境月間です
マイバッグ持参運動をしましょう
もうすでにマイバッグを持ってお買い物をすることが定着している人も多いのでは？日々のお買い物でレジ袋
を断ることはごみの減量、資源の節約、ひいては地球温暖化防止に役立つ取り組みの第一歩となります。まだ実
践していない人、急いで今日からはじめましょう！

春のクリーンデー
地域美化の推進、美化意識の高揚を目的に、町内一斉にクリー
ンデーを実施します。

●期日 ６月６日（日）
＊時間は各地区で決定。別日程で実施する地区もあるため、区長
または管理人に確認してください。
※町リサイクルセンターを開放します。
６月６日（日） ８:30〜17:00
問い合せ

環境課（三田川庁舎） TEL 37-0335
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町営住宅目達原東団地（仮称）

●申し込み受付期間 ６月２日(水)〜６月18日(金)まで
●募集戸数
22戸（３LDK・２LDK）
●入居予定日 ８月１日予定
●申し込みができる人
●吉野ヶ里町内に住所または勤務先がある人 ●町民税等を完納している人
●現在同居しているか、これから同居しようとする親族がある人
（結婚予定者は、結婚予定日の３か月以内の人。また、60歳以上など一定の条件を満たせば１人でも入居できます）
●収入が公営住宅法に規定する金額を超えない人 ●住居に困っていることが明らかな人
●申し込みに必要な書類 ●入居申込書…交付場所：都市計画課住宅係（東脊振庁舎内）
●住民票謄本●所得証明書●完納証明書…交付場所：総合窓口（三田川庁舎・東脊振庁舎）

入居者
募 集

申し込み・問い合せ 都市計画課（東脊振庁舎）TEL 37-0349

第１回

「住みたい佐賀の家づくり促進事業」
助成対象者募集

※今回は先着順。受付時間は９時〜17時（土日祝日は除く）

地域の特色を生か ●交付対象経費 住宅ローンの利子相当額（年上限１％、５年間）を一括で交付
２）耐震リフォーム…25万円
した良好な住まいづ ●交付限度額 １）新築・購入…50万円
くりを促進するため、●募集期間・募集戸数
佐賀県では、県産木 ★新築・購入（年２回の募集期間があります）
第１回 募集期間 平成22年５月20日（木）〜７月30日（金）
材を使った住宅の新
募集戸数 40戸（募集戸数に達した時点で、受付終了）
築・購入、耐震リフ
ォーム住宅を行う人 ★耐震リフォーム
募集期間 平成22年５月20日（木）〜12月15日（水）
に助成します。交付
募集戸数 10戸（募集戸数に達した時点で、受付終了）
要件など詳細は、募
集要領を確認くださ
い。

申し込み・問い合せ 神埼土木事務所 管理課 建築指導担当 TEL 52-7660
佐賀県 建築住宅課 建築指導担当
TEL 25-7165

6月18日から貸金業法が大きく変わります
ローン・キャッシングを利用している方、あなたは大丈夫ですか？
「きちんと返済してきたのに急に借りられなくなるの？」
総量規制 Q 年収の３分の１を超える場合、借入れができなくなります。
A 年収を証明する書類を提出していないと、借りられない場合があります。

Q&A

Q 「専業主婦（主夫）はどうすればいいの？」
A 配偶者の同意が必要です。あわせて配偶者の年収を証明する書類等の提出も必要となります。

注意！ヤミ金融からは絶対借りないで!!「返せない」「借りられない」など困ったら、まず、ご相談を！
相談窓口
◇福岡財務支局佐賀財務事務所（多重債務相談窓口）…0952-32-7161（内線2725）
◇消費者ホットライン…………………………………………………… 0570-064-370
◇法テラス………………………………………………………………… 0570-078-374
◇クレジットカウンセリング協会……………………………………… 092-739-8104
弁護士会・司法書士会・貸金業協会でも相談できます。
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募集

臨時職員（学童保育指導員）

○職種及び募集人員 三田川校区 学童保育指導員…若干名
○業務内容 学童保育参加児童の健康管理や安全確保・指導
○応募資格 町内在住(平成22年６月30日までの転入予定者可）で子どもが好きな人。児童・障がい児保育に熱
意のある人。
○勤務時間（日数） 月曜日から土曜日までの８:00〜18:00までの間（７時間45分）
※日曜日・８月12日〜14日は休み。
※児童の出席状況により、勤務日数が変動します。
※三田川小学校の行事等により勤務時間が変動します。
※勤務日数を固定し就労を保証する制度はありません。
○報酬等 日額6,100円
◎募集期間 ６月１日（火）〜６月15日（火）まで（郵送の場合、当日消印有効）
◎申込方法 履歴書（写真付）を提出（郵送または、福祉課へ持参）
※福祉課（東脊振庁舎）への提出は、平日の８時30分から17時15分まで
◎選考方法 提出された書類および面接によって決定します。
面接日は、平成22年６月下旬（予定） 後日個人宛に日程通知
決定は７月上旬予定
◎任用予定期間 平成22年７月21日から平成22年８月31日まで
申し込み・問い合せ
〒842-0193 吉野ヶ里町三津777番地
福祉課児童支援係（東脊振庁舎）
TEL 37-0343

募集 三田川小学校・東脊振小学校プール監視員
三田川小学校及び東脊振小学校のプールに監視員を募集しています。希望する人は、下記要領によりご応募ください。
●職
種 日々雇用（臨時職員）
●賃
金 日額５,５００円
●雇用期間 平成22年７月21日（水）〜８月27日（金）ただし、町夏祭り開催日(未定)、13日(金)〜16日(月)は休業
（１日３人体制での勤務を原則とします）
●勤務時間 13:00〜17:00まで（プール開放時間は、13:30〜16:30）
●勤務内容 監視業務ほか（いずれかの小学校プールで勤務していただきます）
●募集人員 12名
●応募資格 ●水泳のできる人
●採用決定後､指定した日に応急手当の講習を受講可能な人
●健康で児童への指導ができる人
●吉野ヶ里町内在住者優先
●高校生は応募できません
●応募要領 ６月18日（金）17:00までに履歴書（市販のもので､写真貼付のこ
と）を学校教育課に提出してください。書類選考（応募者多数の場合
は面接）により採用を決定し、結果は後日文書にて通知します。
問い合せ 学校教育課（中央公民館）担当：久保

TEL 37-0339
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吉野ヶ里町

ほたるマップ
見頃
時間

�

吉野ヶ里町内各所でホタルが見頃の時期になりました。
皆さんぜひお出かけください。

20:00
21:00

集団健診のご案内

〔若年健診・特定健診・後期高齢者健診・がん検診〕
町では、町民のみなさまの生活習慣病予防や健康づくりのために、集団健診を実施します。年に１回は健康診
査を受診し、健康状態のチェックと病気の早期発見に努めましょう。なお、特定健診を受診するには事前の申込
みが必要ですので、下記『集団健診(７月・９月)において「特定健診」を受診できる人』によりご確認ください。

実施日程

三田川健康福祉センター

７月９日(金)〜13日(火)

受付時間

「ふれあい館」

※ただし11日（日）を除く

東脊振健康福祉センター

９月９日(木)〜11日(土)

８:30〜11:00

※胃がん検診は、各日先着50人(当日受付)で
締め切ります。

「きらら館」

健診内容
対象年齢

松隈鳥井倉橋付近
上石動山茶花の湯入口県道付近

❶

❷

❻
上三津西導師川付近

下石動地区内の前川

西石動石動橋付近
下三津東学校橋付近

目

自己負担額
69歳以下

70歳以上

受診
間隔

受診の際に
必要なもの

若年健診

20歳以上 問診・身体計測・検尿
39歳以下 血圧測定・血液検査

特定健診

保険証、受診券、
40歳以上 問診・身体計測(腹囲測定有)・検尿 医療保険ごとに金額設定
毎年
※吉野ヶ里町国保加入者は無料
受診料
74歳以下 血圧測定・血液検査・診察

無料

後期高齢者健診 75歳以上 問診・身体計測・検尿
血圧測定・血液検査・診察
結核健康診断 65歳以上 胸部エックス線検査

がん検診等

❸
❹❺
東脊振IC
❼

下石動岩倉橋付近

項

毎年 保険証

毎年 保険証、受診券、
問診票

無料
無料

感染症予防法

無料

感染症予防法

問診・胸部エックス線検査
肺がん検診 40歳以上

300円
500円

100円
300円

胃がん検診 40歳以上 問診・胃部エックス線検査

500円

300円

大腸がん検診 40歳以上 問診・便潜血検査

300円

200円

＋喀痰検査（必要と思われる人のみ）

毎年 保険証、受診料

●各種がん検診及び若年健診は、加入医療保険に関係なく受診できます。
●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。

集団健診(７月・９月)において「特定健診」を受診できる人
次の①②③すべての条件を満たしている人
①次に掲げる医療保険の加入者及びその家族（被扶養者）で、町内に居住している
●全国健康保険協会佐賀県支部
●警察共済組合佐賀県支部
TEL 27-0615
●健康保険組合連合会佐賀連合会
●公立学校共済組合佐賀県支部
TEL 25-4629
●地方職員共済組合佐賀県支部
●佐賀県市町村職員共済組合
TEL 25-7012

TEL26-5242
TEL25-7225
TEL29-0332

②各医療保険者が発行した「受診券」を持っている
吉野ヶ里歴史公園

③受診券を受領後、成人病予防センター(TEL３１−８８３５)に申込みをしている

子宮がん・乳がん検診について
（お知らせ）

※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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平成22年度の子宮がん・乳がん検診は、年齢要件
〔子宮がん:20歳以上、乳がん:40歳以上〕に該当す
るすべての町民(女性)を対象とします。
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として実施します。
※子宮がん・乳がん検診は９月以降に実施します。詳しい内
容は、配布している健康カレンダー及び４月号の広報でご
確認ください。

健 診 を
受けよう!
問い合せ
●若年健診・がん検診
保健課健康づくり係

TEL 51-1618

●特定健診・後期高齢者健診
保健課国民健康保険係 TEL 37-0345
YOSHINOGARI 10

「古代ロマン漂う弥生の里から
子どもの夢を世界の空へ」
日韓交流親善派遣事業
4月30日から5月2日までの2泊3日。韓国のお茶栽培発祥の地「河東郡花
開」を吉野ヶ里町の中学生20名が訪問し、「花開中学校」の生徒達と交流を
深めました。
吉野ヶ里町と河東郡は、6年前から茶栽培発祥の地という共通点をきっか
けに交流が始まりました。
花開は韓国慶尚南道河東郡の村で、釜山市から車で2時間半ほど西に行っ
た地域で、山間のお茶栽培がとても盛んなところです。花開で栽培されたお
茶は、吉野ヶ里町の栄西茶と同じ「釜炒り」の製法で作られています。

写真上＝三田川中の生徒による
お茶のお点前。
写真下＝韓国の中学生もお点前を
披露。

写真上＝一緒に食卓を囲み親睦
を深めました。
写真下＝韓国の通貨・ウォンで
お買い物。これも一つ
の勉強です。

■花開中学校では一緒に授業を受
ました（写真上）

写真上＝英語で学校紹介をする
東脊振中の生徒。
写真下＝授業の中で英語で自己紹介
をする子どもたち。

色とりどりの力作がずらり
エビネ蘭作品展
4月下旬、毎年恒例となった第22回エビネ
蘭作品展が、吉野ヶ里公園駅のコミュニティ
ホールで開催されました。
この作品展では、吉野ヶ里町エビネ愛好会
（古川清治会長）の力作約160鉢が展示さ
れ、今年の最優秀賞には古川和之さん（大
曲）の作品が選ばれました。
今年は、植え替えや育て方の講習会のほ
か、作品展と同時に即売会も開催され、会場
を訪れた人はエビネ蘭の栽培方法について熱
心に聞き入っていました。
また、エビネ愛好会では会員を募集してい
ます。詳しくは古川清治さん(TEL 52-5288)
にお問い合わせください。

■ズラリと勢揃いした力作に見物客も魅せられました。
写真左は最優秀賞に選ばれた古川和之さんのエビネ

水の恵みを後世に

新緑の風を感じて

兵庫祭り

吉田地区歩こう会

蛤水道を築いた佐賀藩の治水の神様、成富兵庫茂安の功
績をしのぶ「兵庫祭り」が5月7日、蛤水道基点近くにある
水功碑前で行われました。
み き
江頭町長が拝礼、お神酒を捧げたあと「この蛤水道の水
をめぐっては『稚児落しの滝』や『お万ヶ滝』などの悲話が
残っている。このことからも当時の水がいかに重要だった
かがうかがえる。この豊かな水の恵みに感謝し、後世に繋
いでいきたい」と挨拶し、水の恵みに感謝しました。

4月25日（日）吉田地区の歩こう会が開催
され、子どもからお年寄りまで110人が参加
しました。
この会は吉田地区の "わ" 委員会と体育委員
会の共同で企画され、青々とした麦畑や新緑
の爽やかな風を感じながら、約4キロの行程
を歩きました。参加した子ども達はお年寄り
から地区の名前などを教えてもらいながら、
親睦を深めていました。

■野生茶文化祭に向かう子どもたち。

■訪問した花開中学校では全校生
徒の大歓迎を受ました。（写真左）

■水功碑前で行われた兵庫祭りでお神酒
を供える江頭町長。
写真左は蛤水道の源流付近。

■下豆田地区を歩く参加者

■3日間の思い出を胸に別れを告げる中学生
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平成 年度

三田川中学校３年

野隆吉
三田川中学校２年

前田優紀

今回︑僕は﹁花開中﹂との日韓交流に参加
私は︑この日韓交流を通していろいろな
させて頂きました︒花開中の生徒とは︑２日
事が分かりました︒
間交流をしましたが︑その中でも印象に残っ
一つ目は︑日本と韓国のお茶のたて方の
たことがあります︒それは︑初日︑２日目に
違いです︒一日目の花開中学校の人たちと
行った両校での出し物です︒初日︑ホテルで
の交流会の時です︒日本では︑お茶を出す
行われた出し物では︑僕が三田川中の学校紹
ときには︑相手だけに飲んでもらいますが︑
介を英語ですることになりました︒僕にとっ
韓国ではそれが違い︑まず先に自分がたて
ては大役だったので緊張しましたが︑やり終
たお茶を飲み︑その後に相手の人に飲んで
えたときの達成感はとても大きかったです︒ もらいます︒私は︑韓国のお茶のたて方を
また︑２日目に花開中で行った出し物﹁ソー
初めて見たので︑とても不思議に思いまし
ラン節﹂が盛り上がったので︑練習を頑張っ
た︒日本では相手をもてなすという意味で
て良かったと感じました︒本来の目的であっ
先にお茶を飲んでもらいますが︑韓国では
た文化面での交流も︑ホテルでの生活や食事
逆なので︑これが文化の違いなんだなあ︑
などで達成することができました︒
と思いました︒
今︑僕は日韓交流に参加できてよかったと
二つ目は︑食文化の違いです︒特に印象
思っています︒今回お世話になった方々︑そ
に残ったところは︑食器は手に持たず︑食
して僕を参加させてくれた両親︑ありがとう
卓に置いたまま︑箸やスプーンを口に運ぶ
ございました︒
ことです︒日本は食器を手に持って食べる
のが常識なので︑韓国にいる時も︑うっか
り食器をもって食べることがありました︒
また︑箸が平たく︑鉄でできているので重
く︑つかむことが難しいので︑力を入れて
持ってしまい︑手が痛くなったのも印象に
残っています︒
この日韓交流を通して︑私は日本と韓国
の文化の違いについて多く知る事ができま
した︒また︑貴重な体験ができました︒こ
の交流をこれからのたくさんの事に生かし
ていきたいです︒

日韓交流親善派遣事業

正島遥香
東脊振中学校２年

西牟田知佳

今回の研修で私は︑たくさんのことを学

そのとき︑とっても嬉しくて感動しました︒
私は﹁カムサハムニダ﹂︵ありがとう︶と言
って別れをつげました︒
韓国は驚きや発見の連続でした︒それに
少しでも英語を知っておけば︑英語プラス
のジェスチャーで相手に伝わることも知り
ました︒でも︑楽しい会話はできませんで
した︒だからもっと英語を勉強してもっと
たくさんの外国の人と話したいです︒今回
の研修は︑本当に自分の心と体を成長させ
てくれました︒保護者の方︑先生︑町長さ
ん︑教育長さん達︑本当にありがとうござ
いました︒

た︒ここでの別れは本当につらかったです︒
別れのとき︑ペアの友達ともう一人の友達
が日本語で﹁サヨナラ﹂といってくれました︒

﹁わたしの花開体験記﹂
東脊振中学校３年
私は今回の訪問では︑団長としての役割
びました︒その一つは︑﹁言葉は通じなくて
を与えられました︒東脊振中︑三田川中両
もお互いのコミュニケーションはとれる︒﹂
校の生徒で構成されているメンバーをうま
ということです︒研修一日目から二日目に
くまとめられるか正直不安でしたが︑やる
かけて韓国の学生さんと一緒に過ごしまし
からにはしっかり責任を果たそうと心に決
た︒私は最初本当に仲良くなれるのか︑ど
めました︒まずは︑準備の段階︒英語によ
うやってコミュニケーションをとればいいか︑
るスピーチの作成と練習︑学校紹介のため
など自分では数えきれないほどの不安や悩
の資料の作成とダンスの練習︒そして両校
みがありました︒でも︑ペアの人が決まった
合 同 で 行 う よ さ こいソ ー ラ ンの 練 習
瞬間︑私の不安はいっきに吹き飛びました︒
等々・・・︒東脊振中学校の牛丸教頭先生
や吉田先生からは︑時々叱られましたが︑ 韓国のペアの人が私でも分かるような英語
で話しかけてくれたのです︒あのことは今
いろんなサポートをしていただき︑何とか
でも忘れません︒本当に嬉しかったです︒
出発前には準備が整いました︒
二日目には︑ペアの友達たちがかよって
韓国での交流では︑一日目のホテルでの
いる花開中学校に行きました︒盛大なお出
交流︑そして二日目の花開中学校での交流
迎えをうけたあと︑授業体験がありました︒
共に︑すばらしい交流ができたと思ってい
私がうけたクラスは数学の授業で日本は黒
ます︒中でも中学校の体育館で韓国の友だ
板にチョークでかくのに︑韓国は教室にホ
ちと一緒に踊ったダンスのことや︑日韓が入
ワイトボードと液晶画面のテレビみたいな
り交ったメンバーで対戦したドッジボール
のがあってびっくりしました︒そのあと︑体
は本当に心に残りました︒その他︑韓国の
育館で出し物をしました︒緊張したけど︑
ペアとの交流や︑お茶祭りのこと等︑書き
一生懸命できたのでよかったです︒韓国の
つくせない思い出ができました︒あらため
て町長様や︑教育委員会の皆様︑先生方︑ 人は︑たいこの演奏や韓国武道やダンスを
ひろうしてくれました︒私たちのために練
そしてお父さん︑お母さんに心から感謝し
習してくれたのだと思うと︑とっても嬉し
ます︒本当にありがとうございました︒
かったです︒
その後お茶まつり会場へ移動しました︒
そこではお茶の博物館を見学したりしまし

三田川中学校１年

竹中ひかり

中村みなみ

外国に出るのは初めてで︑すごくドキド
キしていました︒初めての外国はどうなん
だろうとか︑韓国の子と仲よくできるかな
とか不安がありました︒
韓国に行く前の準備は︑すごく大変でし
た︒あれ買わなきゃと忙しくてあんまり休
めませんでした︒
韓国へ行く当日︒私の気持ちはドキドキ
ワクワクと大きな不安でいっぱいでした︒
福岡港へ着くと︑もう行くのかあと思いま
した︒みんなは笑顔でいたけど︑海という
大きくて広くてよく事故が起こる海を船で
渡る事は︑正直怖かったです︒船に乗ると
すごくドキドキして手に汗が出ました︒す
ごく不安だったけど︑少し寝てしましまし
た︒
不安の中で着いた韓国は︑ビルがたくさ
ん建っていて︑都会だなと思いました︒日
本と道路を走るのが逆で車のスピードがす
ごく速くて︑危ないなと思いました︒
交流会一日目の時は︑茶道をしました︒
着物がすごく苦しくて二人だけだったので
すごく恥ずかしかったです︒ペアの子が決
まって︑すぐにじゃないけど仲よくなりま
した︒英語が分からないと言われたけれど︑
ジェスチャーで頑張りました︒
２日目のお茶まつり会場で別れるときは︑
すごく仲よくなったのに離れるなんてすご
く悲しかったです︒でもペアの子達と仲よ
くなれて︑誰でも友達になれる事が分かり
ました︒いい体験になったし︑また韓国に
行きたいです︒

東脊振中学校２年

四月三十日︵金︶から五月二日︵日︶に
かけて︑韓国へ行きました︒
私 が 韓 国へ行 くのは ︑二度 目でし た ︒
﹃小学生の時に行った時とちがう発見の仕
方をしよう！﹄と思いながら︑韓国へ行き
ました︒日本と韓国がちがう点は︑いくつ
もありました︒まずは︑道路や車です︒道
路は右を走るようになっており︑車は︑右
側が運転席でした︒
二つ目は︑韓国の食事です︒はしは竹な
どではなく︑銀で︑スプーンも銀でした︒
また︑食事を残しても良いという事でした︒
三つ目は︑ケータイです︒日本では︑小・
中学生はケータイを持っている人は少ない
のですが︑韓国の生徒は︑ほとんどの人が
ケータイを持っていました︒他にも違う発
見はありましたが︑この三つは初めて韓国
に行った時に知っていました︒
今回の研修でいちばんびっくりしたのは︑
茶道のことです︒韓国の茶道は︑日本と全
くちがいました︒日本の茶道は︑まずおか
しを相手にあげ︑お茶の粉を入れ︑自分で
あわをたて︑相手に飲んでもらいます︒し
かし︑韓国は︑ゆったりとした動きで︑お
かしもあげずに︑一番最初にお茶を飲むの
はなんと︑自分自身でした︒お茶の事は初
めて韓国へ行った時知らなかったことなの
で︑新しい発見ができて︑良かったし︑自
分の目標が達成できて︑うれしかったです︒
この研修は︑先輩や︑一年生︑他校の同
学年のみんなと仲良くできたし︑新しい発
見もきちんとできて︑目標を達成できて良
かったです！
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保育園の保育料を算定する
年齢が変わりました

だより
童
児 館

三田川

年度途中入所の場合ご注意ください

平成22年４月から、年度途中で保育園に入所する場合の保育料を算定する基準が、従来
の入所月の初日の年齢から、４月初日時点での年齢に変わりましたのでご注意ください。

保育料は両親の所得税額の合計と、児童の年齢が３歳未満か３歳以上かで変わります。
２歳児が年度途中で３歳の誕生日がきてから入所しても、保育料は３歳未満の金額となります。

例

誕生日が６月で７月１日入所の場合

H22.4.1

誕生月

入所

H22.6

H22.7.1

問い合せ

福祉課（東脊振庁舎） TEL 37-0343

H23.3.31

これまでは…

入所月初日の年齢…３歳

３歳児の保育料

これからは…

４月１日の年齢…２歳

３歳未満児の保育料

日にち

時 間

５日
(土)

14:00〜
16:00
11:00〜
12:00

７日
(月)

行

６月の
催 し

開館時間
月〜土曜
問い合せ

事

対

象

９:30〜18:00
三田川児童館 TEL 53-1117
定員

材料代

映画まつり

どなたでも

無料

０歳親子のつどい

０歳児と保護者

無料

小学生以上

12日
(土)

14:00〜

児童館壁画作り

14日
(月)

11:00〜
12:00

1.2.3歳親子のつどい

19日
(土)

14:00〜
16:00

お米の粉でロールケーキを作ろう 小学生以上

21日
(月)
26日
(土)

10:30〜
11:30
14:00〜
16:00

28日
(月)

10:30〜
11:30

（汚れてもいい格好で来てね）

無料

1.2.3歳児と保護者

無料
12名程度
(抽選)

100円

ドレミ広場

町内在住の未就学児
とその保護者

無料

工作室開放デー

どなたでも

無料

フルーツ親子ひろば

＊短大講師寺町先生と一緒に
遊びましょう。

1.2.3歳児と保護者

15組程度

申込締切

６月14日（月）

無料

●フルーツ親子ひろばの受付開始は６月１日(火)です。 参加希望の方は事務室か電話でお申込ください。詳しくは児童館内掲示板を

NEW

BOOKS

図書室だより

国民読書年
親子読書推進

〜親子で楽しむ絵本の紹介〜

!

おすすめの本

『ねずみくんのチョッキ』
なかえ よしを 著

お母さんの手作り、赤いチ
ョッキを着たねずみくんは、
とても誇らしげです。あま
りすてきなチョッキなので、
お友だちが次々に拝借。小
さなねずみくんのチョッキ
は、最後に・・・。２〜３
歳おすすめ。

『どうぞのいす』
香山

美子

著

うさぎくんが椅子を作り
ました。そして、「どう
ぞのいす」の看板をそば
に立てました。ある日、
ろばさんが椅子にどんぐ
りを置くと・・・。思い
やりの心を育むロングセ
ラー。３歳から４歳にお
すすめ。

ご覧ください。●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。●６月12日「児童館壁画作り」で作る壁画の原案を募
集しています。あなたの絵が、１年間児童館にかざられるかも? 応募したい人は、応募用紙を児童館に取りに来てね。

ハッピーバースデイ
̶ 吉野ヶ里町の宝 ̶

Happy
Birthday

さかもと

りん

坂本 凜ちゃん

はしのき

り

り

か

木 里々華ちゃん

平成19年６月７日生まれ 【大曲宿舎】 平成17年６月３日生まれ 【中の原団地】
【家族からのメッセージ】３才のお
誕生日おめでとう！これからもおし
ゃべり大好きな明るい子でいてね。

【家族からのメッセージ】５歳のお
誕生日オメデトウ。これからも元気
なりりちゃんでいてね。

『もこもこもこ』
谷川

俊太郎

著

空と、地面の絵。「し
ーん」地面の一部が盛
り上がります。「も
こ」盛り上がりはさら
に大きくなり・・・。
ページをめくるごとに
次々に起こる驚き展開。
０歳から１歳におすす
め。

た く ぼ

る い

田久保 瑠陛くん

平成21年６月７日生まれ 【横田】
【家族からのメッセージ】瑠陛君1才
のお誕生日おめでとう。いつもニコ
ニコ元気でいてね。

17 YOSHINOGARI

【７月号募集】
●対象者…７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…６月10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。

みつたけ

まさと

光武 雅斗くん

とくなが

けいいち

永 桂一くん

平成19年６月14日生まれ 【吉野ヶ里】 平成21年６月17日生まれ 【目達原】
【家族からのメッセージ】もっとも
っと元気に明るく成長していって
ね！

【家族からのメッセージ】1才の誕生
日おめでとう。たくさん食べて大き
くなってね！

ふじ

ゆうと

藤 悠翔くん

平成21年６月12日生まれ 【永田ヶ里】
【家族からのメッセージ】お誕生日
おめでとう！生まれた時は小さかっ
たけど大きくなったね♡
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このほか、30歳未満の人には世帯主
の所得に関係なく、本人と配偶者の
所得審査で保険料の納付が猶予され
る「若年者納付猶予制度」があります。
また、学生の人には、本人の所得審査
のみで保険料が猶予される「学生納
付特例制度」があります。
年金
●免除期間
７月から翌年６月までです。原則
保険料の納付に困ったら として毎年度申請が必要ですが、全
経済的な理由等で保険料を納める
額免除と若年者納付猶予制度につい
のが困難な人のために、保険料の納
ては、申請時に「継続申請」を希望さ
付が免除となる制度があります。
れると、翌年度からは申請手続きが
保険料が未納のままだと、老後の
不要になります。
年金だけでなく、遺族基礎年金や、若
●追納のお勧め
いときにも支給される障害基礎年金
免除された期間の保険料は、10年
などが受けられない場合があります。 以内であれば納めることができます
法定免除制度を除き、この制度は毎
（追納）。ただし、免除された年度の
年申請が必要です。
２年を過ぎると、保険料に加算金が
●法定免除
つきます。追納すれば当時納めてい
・障害基礎年金受給者の方や、公的年
たのと同じ扱いになり、老後の基礎年
金制度から障害年金を受けている人。 金を満額に近づけることができます。
・生活保護法による生活扶助を受け
また、猶予制度の場合は10年間納
ている人。
付猶予ですが、追納しないと免除と
●申請免除
違い未納のままとなって、老後の年
本人、世帯主、配偶者の前年の所
金額にも反映しません。納付が困難
得に応じて四段階の基準額があり、 なときは、ぜひご相談ください。
申請して認められれば年金保険料の
●問い合せ 住民課年金係（三田川
納付が、次にあげる免除または一部
庁舎） TEL 37-0333
納付になります。この場合、所得を申
佐賀年金事務所お客様相談室
告されていないと免除の審査ができま
TEL 31-4191
せんので、必ず申告をお願いします。
また、失業（退職）等により納付が困
催し
難な時は、「離職証明書」をご持参く
ださい。
目達原駐屯地見学ツアー
●免除の種類と納付額（H22年度国
民年金保険料は定額で15,100円）
●日時 ７月27日(火)
①全額免除・・・ 納付なし
９:30〜15:00
②3/4免除・・・ 3,780円 納付
●場所 目達原駐屯地
③半額免除・・・ 7,550円 納付
●内容 装備品展示･隊員食堂での喫
④1/4免除・・・ 11,330円 納付
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 ６月25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）

吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市
●開催日時 ６月６日（日）
８:00〜11:30
●場所 JR吉野ヶ里公園駅北口の町
道及び吉野ヶ里歴史公園東口
●問い合せ 吉野ヶ里町商工会
TEL 52-4644

「腰痛症について」
●日時 ６月９日(水)
15:00〜15:45
●場所 地域医療研修センター
●内容 腰痛の一般論とその対策、
腰痛体操の実践
●対象者 興味のある人どなたでも
●問い合せ 東佐賀病院地域医療連
携室 TEL 0942-94-3748

税金

国民健康保険加入者は
「住民税申告」が必要です
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、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

︵有料広告︶
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暴力に

負けるなひるむな

街ぐるみ

中の所得の申告が必要です。申告を
しなかった場合、医療費の自己負担
限度額が高く設定されることがあり
ますので、必ず申告をしてください。
●問い合せ 税務課(三田川庁舎)
TEL 37-0334

相談

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 ６月30日（水）要予約
●時間 15:00〜17:00
※1人30分程度
●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

女性のための相談窓口
女性の皆さんの様々な悩みについて
女性相談員が一緒に考えます。一人
で悩まないでご相談ください。
●相談内容 夫婦や家庭内の心配ご
と、ストーカー行為、セクシャル･ハ
ラスメント、夫や交際相手からの暴力
（DV･デートDV）等
【総合相談】
●電話相談
火曜〜土曜 ９:00〜21:00
日曜･祝日 ９:00〜16:30
●面接相談（予約制）
【法律相談（予約制）】
毎月第１土曜日・第３木曜日
13:00〜16:00
【こころの相談（予約制）】
女性臨床心理士が相談を受けます。
毎月第３土曜日 14:00〜16:00
※「法律相談」「こころの相談」は事
前に電話相談をお願いします。
●相談専用電話 TEL 26-0018
（毎月第１水曜日15:00〜17:00は相
談員研修のため電話･面接とも相談を

休みます）
●相談料 無料
●問い合せ 佐賀県立男女共同参画
センター（アバンセ） TEL 26-0011

「女性の権利110番」
（電話相談）
佐賀県弁護士会は、
「女性の権利110
番」
（電話相談）を実施します。離婚、
DV、職場などでの性差別等について
女性弁護士が無料で相談に応じます。
●相談日時 ６月２６日（土）
10:00〜15:30
●相談電話番号 TEL 24-3411

「子どもの貧困〜
生活費・教育費ホットライン」
佐賀県弁護士会は、子どもを抱え
る家庭について、生活苦などの経済
問題につき弁護士が無料で相談に応
じます。
●相談日時 ６月26日（土）
10:00〜12:00
●相談電話番号 TEL 24-3411

募集

広報紙への有料広告を募集
「広報吉野ヶ里８月号」に掲載する
有料広告を募集しています。
●申込締切 ６月22日(火)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５cm横８cm 3,000円
【町外企業】
●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)
●掲載枠 掲載位置と掲載枠数はそ
の都度決定します。
●問い合せ 総務課秘書･広報係(三
田川庁舎) TEL 37-0330

満足を提供するため、６月16･17日の
２日間をメンテナンス休館とさせて
いただきます。「山茶花の湯」では、
年２回（計４日間）のメンテナンス休
館日を設定しております。
ご迷惑をお掛けいたしますが、ご
理解頂きますようお願いします。
●問い合せ 山茶花の湯
TEL 53-2619
〜中小企業のみなさまへ〜

信用保証協会が借入をサポート
信用保証協会は『公的な保証人』と
して、事業資金借入の保証をします！
また、中小企業の皆様から資金繰り
などの金融相談にも応じております。
●問い合せ 佐賀県信用保証協会
業務部 TEL 24-4342
●ホームページ
http://www.saga.cgc.or.jp

認知症見守り隊講習会

…誰もが安心して暮らせる
まちづくりを目指して…

●日時 ６月27日（日）９:30〜
●場所 三田川健康福祉センター
●問い合せ 吉野ヶ里町社会福祉協
議会 TEL 52-7000
※参加無料です。どなたでも参加で
きます。

古い電話帳を回収します
NTT西日本では古い電話帳を回収
します。新しい電話帳を配達の際(８
月中配達)、古い電話帳を配達員にお
渡しください。ご不在の場合はタウン
ページセンタへご連絡ください。後日
回収します。
●タウンページセンタ
TEL 0120-506-309

サマージャンボ宝くじ
この宝くじの収益金は明るく住み
よいまちづくりに使われます。
●発売期間
７月７日(水)〜７月30日(金)
●抽選日 ８月10日(火)

その他

寄附御礼

「山茶花の湯」休館のお知らせ
好評を頂いております「山茶花の
湯」では、皆様によりよいサービスと

一呼吸

本当なのか

●老人クラブへ
●宮 敬典様(萩原)
故マサエ様
●大坪ヒサヱ様(上石動)故定男様
●金子弘美様(苔野)
故キヌ子様

確かめて
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6月のカレンダー

●まちの面積 43.94km2
●まちの人口（5月1日現在）
男性 7,835（ −2）
女性
8,340（+12）
合計 16,175（+10）
●世帯数 5,754（ +5）

＊【詳】…詳しくはお知らせページなどを見てください。

日（曜）

1 火

行

事

保健行事

＊母子手帳は、きらら館で随時交付します。妊娠届出書と印鑑をご持参ください。

※出生数10 死亡数 14（4/1〜4/30届出）

名

７（月）
・14（月）

健康相談

９:00〜11:00

きらら館

一般町民

13:00〜13:15

きらら館

H22.２月生及び生後
６ヶ月未満の未接種児

行政･人権相談（農村環境改善センター）９:30〜12:00・（ふれあい館）13:30〜16:00
BCG予防接種

BCG予防接種【詳】 ４か月児健診【詳】 ７か月児健診【詳】

2 水

１(火)

４か月児健診

3 木 消費生活相談

７か月児健診

4 金
5 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
6 日 吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市
7 月 健康相談【詳】

パパママ学級【詳】 地区対抗インディアカ大会

温水プール休館日

8 火 12か月児相談【詳】
9 水 おしゃべり広場きらきら10:30〜14:30中央公民館
10 木 消費生活相談
11 金

13:00〜13:15

１(火)

13:15〜13:30

きらら館

６(日)

９:45〜10:00

きらら館

H22.９・10月出産予定の 母子手帳
妊婦とその夫(要予約)

12か月児相談

８(火)

13:00〜13:15

きらら館

H21.６月生

母子手帳

ワン・ツー体操

14(月)

９:50〜10:00

きらら館

2歳以上の幼児と保護者

水筒(お茶)

２か月児相談

22(火)

13:00〜13:15

きらら館

H22.４月生

母子手帳

３歳６か月児健診

29(火)

13:00〜13:30

きらら館

H18.11・12月生

母子手帳・健康診査票

ポリオ生ワクチン投与

30(水)

13:00〜13:30

きらら館

H21.２月〜５月生、
H22.１月生、及び
生後90月未満の未接種児

母子手帳・予診票

16(水)〜22（火）
19（土）を除く

９:00〜11:00

ふれあい館

５月12日〜18日における
国保集団健診受診者

きらら館

５月20日〜24日における
国保集団健診受診者

13 日
温水プール休館日

パパママ学級

ワン・ツー体操【詳】

母子手帳

H21.11月生

パパママ学級

12 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
14 月 健康相談【詳】

H22.２月生

母子手帳・予診票

国保健診結果説明会

15 火

24(木)〜28（月）
26（土）を除く

９:00〜11:00

健康手帳
結果引き換え用紙

16 水 山茶花の湯・道の駅吉野ヶ里休館日 国保健診結果説明会〜22日（19日を除く）ふれあい館【詳】

個別予防接種のお知らせ

17 木 山茶花の湯休館日 消費生活相談
18 金
19 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
20 日
21 月 温水プール休館日
22 火 ２か月児相談【詳】
23 水 おしゃべり広場きらきら10:30〜14:30中央公民館
24 木 国保健診結果説明会〜28日（26日を除く）きらら館【詳】 消費生活相談

〈乳幼児個別予防接種〉
予防接種（ワクチン）の種類

25 金
26 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
28 月 温水プール休館日
29 火 ３歳６か月児健診

麻しん・風しん混合（2期）

30 水 ポリオ生ワクチン投与【詳】

日本脳炎

よしのがリサイクル（4月搬出分）
新 聞

9,990 10,860

3,000

140

310

100

600

ペットボトル
キャップ

90

古着

売却金額

1,100 314,300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（６月６日）８:30〜17:00
☆南部地区臨時回収場所（町民温水プール北側）
●回収日 月〜金曜８:30〜17:00（土・日祝休み）
※天候により中止する場合があります。
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問い合せ

暴力を

年長児
（平成16年４月２日〜
平成17年４月１日生まれ）

３歳〜７歳半児

追い出す力

環境課（三田川庁舎）℡ 37-0335

地域の輪

目達原整形外科

栗並医院

なかしま整形外科クリニック

福嶋内科医院

小森医院

橋本病院

神埼市神埼町枝ヶ里
吉野ヶ里町目達原
TEL52-3717
【内】
【整外】 TEL52-2977
神埼市神埼町本堀
TEL51-1430 【整外】
吉野ヶ里町上豆田
TEL52-1136 【小・内】

神埼市千代田町境原
TEL44-2141 【内・小】
神埼市神埼町本告牟田
TEL52-2022 【外・内】

たけうち小児科医院
しらいし内科
６月27日
神埼市神埼町田本堀
神埼市神埼町城原
（日） TEL52-2524
【小】 TEL52-3848

【内・循】

７月４日
（日）

中尾胃腸科医院

神埼市神埼町田道ヶ里
TEL52-3295

【外・整外・胃・内】

山田こどもクリニック
７月11日 神埼市神埼町田道ヶ里
（日） TEL55-6566

【小】

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 ペットボトル
260

対 象 者

三種混合
生後３〜90か月児
（ジフテリア・百日咳・破傷風）
麻しん・風しん混合（1期） 生後12〜24か月児

27 日

その他
紙

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
６月６日
●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
（日）
るかを事前に確認してください。
●予約が必要なときは、医療機関に直接予約してください。
６月13日
※西谷クリニックは今年度から予約が必要となっています。
（日）
●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。
●医療機関には予診票と母子手帳を忘れずに持参してください。 ６月20日
（日）

南医院

神埼市千代田町直鳥
TEL44-2777

【外・胃・整外】

和田記念病院
神埼市神埼町尾崎
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
◆個別予防接種のお知らせ
日本脳炎の予防接種について、平成22年４月１日から１
期初回の標準的な接種期間対象者（３歳に達した時から４
歳に達するまでの期間）に対し、「積極的な勧奨」を再開す
夜間や休日に
ることになりましたので、対象者の人には個人通知します。
診療してもらえる医療機関を調べたいとき
なお、４歳以上７歳半までの人で接種を希望する人は、き
らら館（保健師）までお問い合わせください。
神埼地区消防本部 TEL 53-1384

救急医療情報案内

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｣

暴力団

℡51-1618

追放できる

強い町
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光 り輝 く新緑 の中 で

脊振千坊聖茶まつり
５月11日(火)、日本ではじめて脊振山霊仙寺でお茶が栽培
されたという史実からはじまった「脊振千坊聖茶まつり」
が開催されました。
雨上がりの空の下、雫の眩しい光に包まれて行われた今
年の聖茶まつりは、三年に一度行われている大祭とは違っ
た趣で、栄西禅師の偉業をしのび霊仙寺で献茶やお茶につ
いての講話が行われたほか、東脊振トンネルの湧水で点て
たお抹茶が参加者へ振る舞われました。

YOSHINOGARI

吉野ヶ里町
再発見シリーズ

回

DISCOVER
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乙護法堂で行われた献茶

先ずは、左の写真をご覧頂きたい。細長く南北に家並み
が連なっている。洪水に備えて田手川の旧河道の微高地
沿いに家があり、集落の中央に箱川水道が貫流している。
からかみ いぜき

この箱川水道は、田手川の辛上井堰から取水した総延長
かんがい

約5.5kmの灌漑用水路で、佐賀本藩の知行地が多かった
かいさく

箱川に用水を供給するため開削されたものである。箱川水
道の利用をめぐっては、辛上井堰の整備や、厳格な時割り
番水、水路管理など厳格な水利慣行が、昭和52年の圃場
整備と筑後川導水事業の完了時まで続いていた。
はまぐりすいどう

成富兵庫茂安公によって築かれた蛤水道は、慢性的水
【写真左】空から見た豆田・箱川上分。右上の
赤い建物はふれあい館、中央に箱川水道。
（H19.6）
【写真右】上東郷図（財団法人鍋島報效会所
蔵、江戸時代後期）にみる豆田・箱川上分

不足の田手川流域に恵みをもたらしたが、これによって全
て水問題が解消したのではない。田手川という大動脈か
ほしまた い で かも い で

ら、干又井手、鴨井手、辛上井堰などで箱川水道や前川
めぐ

水路といった動脈に結ばれ、さらに網の目のように張り巡らされた毛細血管たる小さな水路と、
水路を守り続ける住民の汗と努力によって、一枚一枚の田んぼに水と養分が注がれたのである。
かつて、箱川水道の川底は砂で水も澄み、ハヤやシジミがとれ初夏
にはホタルが飛び交っていた。水道沿いのタナジでは洗顔や歯磨き、
なべかま

米や鍋釜を洗っていたが、三面コンクリート化や道路拡張による水路
幅の縮小、家庭排水等により水質が悪化した。しかし平成に入り、集落
は こ

が わ

す い

排水事業や下水道事業の完了により清流を取り戻し

ど う

箱川水道
広報

22

つつある。江戸時代の絵図と比較しながらの散策は
いかがであろうか。
（文責：於保 忠）

6

37-0330

箱川水道（箱川上分）

