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ことば

「祭りだ わっしょい！」
梅雨が明け35度を越す猛暑となったこ
の日、新しく設えられた山車を引き、鐘
や太鼓を打ち鳴らしながら、法被姿の子
ども達が目達原商店街から祇園社までを
練り歩きました。沿道からは力水が撒か
れ、子ども達の「わっしょい！」の声が
夏の空に響き渡っていました。

町花：さくら

町木：さざんか

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

自然の

小川内の杉
小川内地区にある樹齢500年の巨木
で、県の天然記念物に指定されてい
ます。
別名「夫婦杉」とも呼ばれ、根回り
13.5ｍ、高さ32メートルを誇ります。

お宮の滝

すごく大きな杉の木
で本当に驚きました。
そっと触れてみると、
幾年もの歳月を越え
てきた大杉から何か
力をもらえた気がし
ました。

霊仙寺跡

を感じよう

およそ千年に渡り山岳仏教の中心地
だった場所でしたが、現在は乙護法
堂を残すのみです。
日本茶樹栽培発祥の地としても知ら
れる場所です。

乙護法堂

薄暗い遊歩道を抜ける
と時代を感じさせる乙
護法堂があり、その前
面に広がる風景に開放
感を感じました。

蛤岩
蛤岳の頂上にある大岩で、そこから佐賀
平野や有明海も見渡すことができます。
頂上へは九州自然歩道を経て辿り着くこ
とができます。

蛤水道

登山道沿いを流れる蛤
水道の水がとても綺麗
でした。蛤岳山頂にあ
る不思議な蛤岩の上に
立った瞬間、とても爽
快感があって気持ちよ
かったです。

町の観光案内人の光武さん（左）と楠田さん
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乳がん・子宮がん検診の案内
乳がん検診
検診日

受付時間

会場

予約受付日

９月２８日（火）
９月２９日（水） ９:００〜１０:５０

ふれあい館

９月３０日（木）

対象者

８月１８日（水）〜
４０歳以上の女性
８:３０〜１７:１５ （前年度受診者も受診が可能です）

クチンは、任意の予防接種（保護者の判断で接種するかどうか決めるもの）です。費用は全額自己負担になります

●助成の対象者：吉野ヶ里町に住所を有する生後２か月〜５歳未満の乳幼児
受付時間

９月２８日（火）
９月２９日（水） ９:００〜１０:５０
９月３０日（木）

会場

対象者

●費 用（1回の接種につき）：7,000円前後
●助成額（1回の接種につき）：3,000円（一人最大４回まで）

２０歳以上の女性
ふれあい館
（前年度受診者も受診が可能です）

●接種のスケジュール（接種開始年齢により接種回数が異なります）
開始年齢

※予約は必要ありません。当日、会場で受付をします。

料金（自己負担額）
対象者

子宮がん検診

ヒブとは、細菌性髄膜炎を発症する原因菌のひとつで、症状が重い場合は後遺症をのこすこともあります。ヒブワ

くご相談ください。

子宮がん検診

乳がん検診

７月
開始

が、町では接種希望者に費用の一部助成を行います。ヒブワクチンの接種スケジュール等は、接種を受ける医師によ

※予約が必要です。予約申し込み後に乳がん検診受診票を送ります。

検診日

ヒブ
（Hib）ワクチン
接種費用助成

６９歳以下

７０歳以上

４０歳代の女性

８００円

̶

５０歳以上の女性

５００円

３００円

２０歳以上の女性

５００円

２００円

受診の際に必要なもの
保険証、受診料

接種回数
１回目

２回目

３回目

４回目

計

生後２か月〜７か月未満

○

４〜８週間後

４〜８週間後

1年後

４回

生後７か月〜1歳未満

○

４〜８週間後

1年後

×

３回

生後１歳〜５歳未満

○

×

×

×

１回

【指定医療機関での接種による助成方法】
１ 指定医療機関に予約をする。

●対象者（年齢基準日：平成23年３月31日）
●乳がん検診と子宮がん検診は同時受診が可能です。
●11月29日〜12月１日に「きらら館」、１月19日〜20日に「きらら館」、
２月16日〜17日に「ふれあい館」でも実施します。詳しくは検診実施前月号の広報をご確認ください。
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でご確認くだ
さい。

医療機関名

電話番号

医療機関名

電話番号

小森医院

52-1136

たけうち小児科医院

52-2524

西谷クリニック

52-3139

山田こどもクリニック

55-6566

松本医院

52-4185

やまだ小児科クリニック

51-1516

２ 接種日が決まったら、東脊振健康福祉センター「きらら館」でヒブ（Hib）ワクチン接種費用助成の申請をし、
対象枚数の助成券の交付を受ける。（母子手帳・印鑑持参）
３、予約日に指定医療機関でヒブ（Hib）ワクチンの接種を受ける。（母子手帳・ヒブ（Hib）ワクチン助成券持参）
（助成額3,000円を差し引いた額を医療機関に支払う。）
＊接種開始年齢（月齢）により、助成券の交付枚数が決まります。

問い合せ

吉野ヶ里町に
献血バスがまいります

東脊振健康福祉センター「きらら館」

【償還払いによる助成方法】
皆様のあたたかいご理解とご協力をお願いします。

●献血可能年齢
①８月４日（水） ９：00〜12：00 18歳〜64歳
●日時

東脊振健康福祉センター「きらら館」

②８月９日（月） ９：00〜12：00
吉野ヶ里町中央公民館
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TEL 51-1618

60歳から64歳までの間に献血を
経験した人は69歳まで可能です。

①平成22年4月1日以降にヒブ（Hib）ワクチンの接種が済んでいる人は、助成を受けることができます。
②現在、ワクチンが不足していますので、今年（12月31日まで）に限り、指定医療機関以外で接種を受けら
れた場合も助成を受けることができます。
①②どちらの場合も、きらら館で申請をしてください。
持参するもの
●接種費用を証明する書類（接種期間、接種日が記載された領収書）●予診票の写し ●母子手帳
●助成金の振込先が確認できるもの ●印鑑
問い合せ

東脊振保健福祉センター「きらら館」

TEL 51-1618
YOSHINOGARI 4

予防
教室

けんこうがイチバン!!

シニア世代の皆さんが、いつまでも若々しく心身ともにイキイキした生活を送れるよう、認知症予防の
ための教室を開催します。

【書き方教室】９月２日から 全12回
日時：毎週木曜日 10時〜12時
会場：中央公民館２階学習室
講師：皆本貴枝先生
持ってくる物：習字道具
定員：20人
書 は心を落ち着かせ、集中力と脳を鍛えま
す。

【若さをたもつエアロビクス教室】
10月７日から 全11回
日時：毎週水曜日 10時〜11時
会場：中央公民館 講堂
講師：中並博美先生
持ってくる物：運動靴、お茶など（水分補給の為）
定員：25人
無理なくできる高齢者向けのエアロビクスです。
楽しく体を動かしましょう！

【そろばん教室】
７月５日から

【読みきかせ教室】
７月６日から

【音楽けんこう教室】
７月２日から

日時：毎週月曜 ９時半〜11時
会場：きらら館 集団指導室

日時：毎週火曜 10時〜11時
会場：中央公民館 学習室

日時：毎週金曜 13時半〜15時
会場：きらら館 集団指導室

●対 象：おおむね６５歳以上の町内在住者
●参加費：無料
ただし、書き方教室の習字道具は各自でご準備をお願いします。
●申込み：書き方教室
８月13日まで
エアロビクス教室 ９月17日まで
※上記の「そろばん教室」「読みきかせ教室」「音楽けんこう教室」については、７月から開催中!!
９月末まで実施予定です。途中からの参加も可能ですので、参加希望の人は下記までお電話ください。
問い合せ・申込先 福祉課 おたっしゃ本舗吉野ヶ里（東脊振庁舎）

TEL 37-0344

平成22年度の

コミュニティ助成事業
平成22年度のコミュニティ助成事業により、目達原地区に子供
神輿用の台車購入の助成が行われました。
コミュニティ助成事業とは、宝くじの普及広報を目的として、地
域活動を支援するもので、公民館の建設や地域のまつりなど多方面
に活用されています。
目達原地区では、少子化の影響で子供神輿の担ぎ手が少なくなっ
ており、今年から神輿は今回購入した台車をつけ山車として地区内
を練り歩きました。７月18日に行われた夏祭りでの活躍の様子は
表紙をご覧ください。
コミュニティ助成事業で購入した台車
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介護
講座

見る・知る・触れる・やってみる

吉野ヶ里町内において、介護に関心のある人を対象に４回にわたり介護講座を開催します。みなさん、
お誘いあわせの上、お気軽にご参加ください。

第１回 ９月２日（木）

第２回 ９月９日（木）

第３回 ９月１６日（木）

第４回 ９月３０日（木）

●老人がかかりやすい心の病気について
９：３０〜１０：３０
講師：肥前精神医療センター 医師
●薬の疑問、質問について
１０：４０〜１１：４０
講師：東佐賀病院 薬剤師

●救急法をマスターしよう！
AED 実技 など
９：３０〜１２：３０
講師：神埼消防署

と
知っておく
時
いざという
と
役に立つこ
。
ばかりです

定
員…２５名
申し込み締切…８月21日
開催場所…ふれあい館（第１回から第３回）
きらら館（第４回）
時
間…９：30〜講座日毎参照
参 加 費 …最終日の食事代 ５００円

●摂食（口腔）ケアの方法について
９：３０〜１０：３０
講師：東佐賀病院看護師
●介護用品を上手に活用しよう
１０：４０〜１１：４０
講話と器具の展示
講師：リップフォード福祉用具専門相談員

●認知症の方のケアについて（現場から…）
講話 ＆ 演劇 ９：３０〜１１：００
講師：グループホーム さざんか園
●転ばぬ先の転倒予防
１１：００〜１１：３０ 講師：理学療法士
●講座終了後
ランチで元気おしゃべり会
今回は日程の関係で、４回の講座ですが、専門職の
講師による内容の濃い講座ですので、単発の参加も受
付します。
申し込み時にその旨連絡してください。
問い合せ・申込先 福祉課 おたっしゃ本舗吉野ヶ里
（東脊振庁舎） TEL 37-0344

特別児童扶養手当「所得状況届」の提出について
特別児童扶養手当を受給している人は、毎年８月11日か
ら９月10日までに所得状況届を提出するようになっていま
す。
特別児童扶養手当とは…
●手当を受けることができる人
身体や精神に中度以上の障害のある児童（20歳未満）の
父もしくは母、または父母にかわって児童を療育している
人。
手当は児童扶養手当、児童手当とも併給されます。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いませんが、国内に
住所を有しない場合は支給されません。
●新規申請について
随時受け付けています。認定を受けると、申請した月の

翌月から支給されます。
●資格喪失について
手当を受けている人で、資格が喪失したときは、速やか
に届出てください。そのまま手当を受給すると返還しなけ
ればなりません。
資格が喪失するのは次のような場合です。
●児童が障害を受給理由とする年金を受けることができ
るとき
●児童が児童福祉施設等に入所しているときなど

問い合せ

福祉課障害者支援係
（東脊振庁舎） TEL 37-0343
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募集
東脊振幼稚園教員
(日々雇用職員)

東脊振幼稚園で幼稚園教員(日々
雇用)を募集します。下記要件を満
たす人で、幼児教育を行ってみた
い人の応募をお待ちしています。
●応募資格 町内在住の方で、幼稚園
教員の資格を有する人
●仕事内容
チームティーチング授業によるサブ
教員
●募集人員 １名
●勤務形態 月に18日程度
1日7時間45分勤務
●賃
金 6,600円／日額
●雇用期間
平成22年9月〜平成23年3月
●休
日
土曜日、日曜日、国民の祝日
●社会保険等 社会保険・雇用保険有
●応募方法 履歴書に必要事項を記載
し、 幼稚園教員免許証写しを添付し
平成 22年8月12日までに吉野ヶ里
町教 育委員会学校教育課まで提出し
てく ださい。

問い合せ
学校教育課総務係(中央公民館)
TEL 37-0339

ふるさと応援寄附金

吉野ヶ里町職員
【試験区分・採用予定人員･受験資格】

いずれも学歴は問いません。

一般事務A 4名
昭和55年4月2日から平成5年4月1日までに生まれた人で、平成22年
4月1日以前から吉野ヶ里町に住民登録をし、引き続き居住している人。
ただし、就学、就職等で町外に転出している人は受験できます。
一般事務B（障害者） １名
身体障害者福祉法第15条に定める身体障害者手帳の交付を受け、その
障害の程度が1級から6級までの人で、次の（ア）〜（エ）のすべての要
件に該当する人
（ア）昭和50年4月2日から平成5年4月1日までに生まれた人で平成22
年4月1日以前から吉野ヶ里町に住民登録をし、引き続き居住している
人。ただし就学、就職等で町外に転出している人は受験できます。（学歴
は問いません）
（イ）自力による通勤ができる人
（ウ) 介護者なしに職務の遂行が可能な人
保健師 1名
昭和55年4月2日から平成元年4月1日までに生まれた人で、保健師の
免許を有する人又は平成23年3月31日までに免許取得見込みの人（学歴
は問いません）

【第１次試験】
●試験日・場所 9月19日(日) 9時30分集合
佐賀商業高等学校(佐賀市神野東4丁目12番40号)
●第１次合格者発表
10月中旬（予定）

【受験手続及び受付期間】
●申込書･試験案内の請求
●窓口での請求…三田川庁舎総務課、東脊振庁舎総合窓口で交付します。
●郵便での請求…封筒の表に「採用試験申込書請求」と朱書きし、必ず120
円切手を貼った、あて先明記の返信用封筒（角型2号）を同封し請求してく
ださい。
●受付期間 8月20日（金）まで、土・日を除く8時30分から17時15分ま
で受け付けます。郵送の場合は、締切日の消印のあるものまで有効です。
●郵送請求・受付・問い合せ
総務課（三田川庁舎） 〒842-8501 神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地2
TEL37-0330

「救急の日」応急手当講習と記念式典
救急医療及び救急業務に対する正しい理解と認識を深めることを目的に、毎年９月９日を「救急の日」とし、この日
を含む一週間が「救急医療週間」とされています。今回は、神埼市中央公民館で「救急の日記念式典」と「応急手当講
習会」を開催します。講習会のテーマは「みんなで学べる救急講習」で、ＡＥＤ・ケガ・病気などについて皆さんから
の疑問等に答えます。また、小児の応急手当についてのブースも設けます。

「応急手当講習会」
●日時：９月４日（土）午後１時から４時
●場所：神埼市中央公民館 第１研修室
※救急車・救助工作車展示もあります。

「ちびっ子体験コーナー」

「救急の日記念式典」
●日時 ９月４日（土） 午後４時から５時
医師による脳梗塞と外傷の講話及び
消防職員による寸劇
※どなたでも聴講いただけます。

●時間：午後２時〜４時
●内容：ロープを渡ってみよう!

※参加者にはステキなプレゼントを用意しています。
9 YOSHINOGARI

問い合せ
神埼消防署消防課救急救助係 TEL 97-8111

「ふるさと吉野ヶ里町」を応援してくださ
あなたが生まれ育った「ふるさと」、両親や親戚が住む「ふるさ
と」を応援してください。あなたの力が「ふるさと吉野ヶ里町」を
元気にします。

ふるさと応援寄附金とは…
ふるさとに貢献したいという思いを実現するため、応援したい自
治体へ寄附した場合、所得税や住所地の住民税が軽減される制度で
す。
この制度を活用し、多くの人に「人と緑と弥生の歴史が結びあう
笑顔あふれる わ のふるさと」のまちづくりの実現に向け、町で
は、「ふるさと応援寄附金」として受け入れを行っています。
これまでに171万円のご寄附をいただきありがとうございまし
た。この寄附金により、小中学校の図書室へ約300冊の図書を購
入しました。

ふるさと応援寄附メニューと状況報告
吉野ヶ里町では、町を応援してくださる方に寄附金の使い道を選んでいただくため、以下のとおり寄附メニューを
準備しています。
寄附メニュー

平成20年度

田手川にホタルや魚を呼び戻すふるさとの川づくり
さざんか自生北限地周辺の整備
小、中学校の図書室にふるさと文庫の設置

平成21年度

計

260,000円（2件）

10,000円（3件）

270,000円（5件）

0円（0件）

5,000円（1件）

5,000円（1件）

410,000円（8件） 205,000円（2件） 615,000円（10件）

老人世帯への声かけ支援

20,000円（2件）

10,000円（1件）

30,000円（3件）

吉野ヶ里歴史公園へ続くロマンの道づくり

15,000円（2件）

10,000円（2件）

25,000円（4件）

5,000円（1件）

30,000円（1件）

35,000円（2件）

30,000円（2件） 700,000円（4件）

730,000円（6件）

日本最初の茶樹栽培地である霊仙寺一帯の保存・活用
使途を指定しない

740,000円

問い合せ

国 土
交通省

道路交通
センサス

ご協力のお願い

自動車の利用実態を把握し、将来の交通計画を立てるための基礎資料を得
る目的で、今年度、全国一斉に「道路交通センサス」（全国道路・街路交通
情勢調査）を実施します。
道路交通センサスは、全国の道路と道路交通の実態を把握し、道路の計
画、建設、管理などについての基礎資料を得ることを目的として、昭和３年
から概ね５年間隔で実施してきた調査です。調査結果は、道路計画、事業評
価、政策評価などに活用されます。調査内容は、平成22年６月末現在の国土
交通省が管理する自動車登録情報から調査対象車両を無作為に選定し、一日
の自動車の動きを把握するためのアンケートです。回答いただいた内容は、
調査目的以外には使用しません。
選定した調査対象車両を所有されるお宅に調査員が訪問し、調査票の配布
と記入の仕方をご説明しますので、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力く
ださいますようお願い申し上げます。

問い合せ

国土交通省 九州地方整備局 佐賀国道事務所 調査課
TEL 0952-32-1151

970,000円

1,710,000円

企画課（三田川庁舎）

TEL 37-0332

いち１早く
い１そがず慌てず
れい０静に
110番通報は、落ち着いて、慌てずに…
いつ、どこで、何があったのか、犯人の
人相、被害の状況などを詳しく、そし
て、あなたの住所、氏名、電話番号を伝
えましょう！
事件事故は110番、急を要さない相談・
要望等については「＃9110」もしく
は、警察相談室（0952-26-9110）へ
●耳やことばの不自由な人は、
【FAX】0952-28-0110
【メール】saga110@po.bunbun.ne.jp
を利用してください。
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※工事費・加入料及び毎月利用料は別途かかります。
サービス開始予定 平成23年４月
申込受付予定

地上デジタル放送完全移行まで

あと1年

地上デジタル放送をご覧になっていますか？
2011年（平成23年）７月24日までに、これまでの地上アナログテレビ放
送は終了し、地上デジタルテレビ放送へ完全移行します。
地上デジタル放送は、従来のアナログ方式に比べて、より高品質な映像
と音声を受信することができる新たな放送です。

平成23年１月

●ケーブルテレビのお問い合わせは
佐賀シティビジョン株式会社（ぶんぶんテレビ）
フリーダイヤル 0120‐55‐3734
TEL 0952‐24‐3734
受付時間 月曜日〜金曜 9:30〜18:30 土曜日（第2・4）9:30〜15:30
JR長崎本線以南地域の一部は、県外放送の特定チャンネルだけ受信障害が発生することがあります
佐賀県は、「電波銀座」といわれるほど、多数の電波が交錯しているため、特定のチャンネルが受
信障害を起こす可能性があります。
国（総務省）の調査で、受信障害の発生が予想される世帯には、６月下旬にチラシが配布されてい

アナログテレビをお使いの方は、地上デジタルテレビ放送に対応したテ

ますので、問合せ先に連絡してください。

レビに買い換えるなどが必要となります。

●お問合わせ先
総務省 佐賀県テレビ受信者支援センター（デジサポ佐賀 混信対策実施事務所）
TEL 0952‐52‐6733（平日 ９:00〜18:00）
●地上デジタル放送担当
吉野ヶ里町役場（三田川庁舎）企画課 情報推進係 TEL 0952‐37‐0332

アンテナやご家庭の配線改修が必要な場合があります
ほとんどのご家庭では、これまでのアナログ放送を
UHF放送で視聴されていることが多く、UHFアンテナが
既に設置されていますので、アンテナを改修しなくても
視聴できます。

ぜひお越しください！！
地上デジタル放送相談会

しかし、アンテナの老朽化等によりご家庭によって
は、アンテナの取替えや向きの変更、付属設備の交換な
どの改修を必要とする場合があります。
また、ご家庭内の配線が古くなっている場合などで
は、改修が必要となることがあります。

総務省が開催する無料の相談会です。

●アンテナ設備等のご相談
地デジ県民サポートセンター （相談・調査無料）
TEL 0952‐23‐2223 9：00〜18：00
休み：毎週月曜日
山間部の地域は、ケーブルテレビへの移行が必要となる場合があります
佐賀県は、微弱な県外放送を受信しているという特殊な事情からアナログ放送のときは、ノイズが多
いながらも視聴できていましたが、デジタル放送への移行によりその特性上、ご家庭のアンテナでは県
外放送が受信不可能になる世帯が出てきます。
吉野ヶ里町では、総務省「ICTふるさと元気事業」を活用し、佐賀シティビジョン（株）（ぶんぶん
テレビ）のケーブルテレビエリア拡大を支援し、吉野ヶ里町の一部地域（永山・松隈・坂本・上石動・
西石動・下石動）にケーブルテレビの整備を行っています。

※機器の販売や契約などの勧誘などは一切行いません。
デジサポ佐賀では、円滑なデジタル化に向けて相談会を実施します。
・「なぜ、デジタル化にするの？」
・「地上デジタル放送を見るには？」
などご気軽にご相談ください。
相談日

吉野ヶ里町役場（三田川庁舎） 1階ロビー

8月 5日 (木)

10：00〜17：00

吉野ヶ里町役場（三田川庁舎） 1階ロビー

8月 6日 (金)

10：00〜17：00

吉野ヶ里町役場（東脊振庁舎） 1階ロビー

8月19日(木)

10：00〜17：00

吉野ヶ里町役場（東脊振庁舎） 1階ロビー

8月20日(金)

10：00〜17：00

事業完了が平成23年３月末ですので、ケーブルテレビに加入される人は、しばらくお待ちください。
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みどりの森づくりに役立てて

ふるさと吉野ヶ里に感謝の気持ちを込めて

三田川小学生「緑の募金」贈呈

マリンバデュオ「じゅえりぃ」コンサート

6月15日、三田川小学校の児童で
集められた「緑の募金」が同校を代
表して、広報委員会の船川文稔君と
酒井春樹君から「みんなで集めた募
金です。緑を増やすために役立てて
ください」と町に贈られました。
この「緑の募金」は、森林の整備
や地域に密着した緑化の推進をはじ
め、緑の少年団やボランティア活動
への支援など幅広い「森林・緑づく
り」のために使われることになって
います。

桐朋学園大学音楽学部に在学中の大野枝里子さん（下三津西）と
原順子さん（上峰町）がマリンバのやさしく温もりのある音色でた
くさんの人の心を宝石のように光り輝かせたいという想いで、マリ
ンバデュオ「じゅえりぃ」を結成しました。そしてこの夏、ふるさ
と吉野ヶ里に感謝の気持ちを込めて、音楽を通して人々に笑顔や感
動を届けたいとコンサートを開催することになりました。
●日
時 8月12日（木） 19:00〜（開場18:30）
●場
所 東脊振健康福祉センター「きらら館」
●入 場 料 500円（小学生以下無料：要整理券）
コンサートを企画した原さん（左）と大野さん（右）
●問い合せ TEL 080-5219-8981（原）
FAX 0952-52-1667（原） Eメール marimbaduo̲jewelry@yahoo.co.jp
農林課職員に募金を贈る児童

運動場芝生化大作戦！

作って食べよう！
食育教室

和やかな雰囲気で「食育」を学びました

東脊振幼稚園庭芝生植え付け
5月21日から6
月23日までの間、
町内の幼稚園、保
育園で食育教室が
開催されました。
この教室は「食」を通して「いのち」の尊さを実感
し感謝の心を育てることを目的に開催され、「食」に
関する紙芝居や人形劇を見た後、調理実習、試食な
どを行いました。
参加者アンケートでは「朝食の工夫をするように
なった」「食べないから作らないではなく作って食べ
ように発想を転換し、子どもの食事を豊かにしたいと
思うようになった」などの声が寄せられました。

交通安全優良団体表彰
萩原老人クラブ
6月4日、萩原老人クラブが交通安全優良団体の表
彰を受けました。
萩原老人クラブは約10年前から、児童生徒の登下
校時に通学路で交通誘導を行い、地域の交通事故防
止に取り組んできました。また、「高齢者交通安全
モデル地区」として交通安全教室を開催するなど組
織をあげて交通事故防止の活動をしています。
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賞状を手にする
萩原老人クラブ
会長の野口明義
さん

園庭に芝生の苗を植える園児と保護者

6月20日、東脊振幼稚園で園児と保護者が園庭に芝生を植えまし
た。雨が続く中、この日だけは植え付けに合わせたように雨も上がり、
親子で力を合わせて汗を流しました。
夏休みが明ける9月上旬には、緑溢れる園庭になるということです。

元気ハツラツ!!

おめでとうございます！

子どもクラブ連絡協議会球技大会

宗雲さんが藍綬褒章を受章

6月12日（土）、三田川小学校体育館･グラウンドで町子
連球技大会が開催され、男子キックベースボールに15チー
ム、女子ミニバレーボールには11子どもクラブ・10チーム
が参加しました。
結果は次のとおりです。
【キックベースボール】
優 勝…下豆田
準優勝…川原団地Ａ
第3位…中の原団地
川原団地Ｂ
キックベースボール優勝の下豆田
【ミニバレーボール】
優 勝…上豆田
準優勝…川原団地
第3位…諌里
吉田北（合同）

ミニバレーボールボール優勝の上豆田

4月29日、宗雲荒江さん（下三津東）
に藍綬褒章（らんじゅほうしょう）が授
与されました。藍綬褒章は、公衆の利益
を興し成績著明な人や公同の事務に勤勉
し労効顕著な人に授与される褒章で、宗
雲さんの23年にわたる保護司としての
業績が認められて今回の受章となりまし
た。宗雲さんは保護司としての活動を振
り返り、「ある60代の対象者が『宗雲
さんとの約束
は必ず守りま
す』と3年間
の保護観察期
間を無事満了
された時は本
当に嬉しかっ
た」と話して
いました。
妻のマサエさんと受章を喜ぶ
宗雲荒江さん
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NEW

図書室だより

BOOKS

中央公民館に新しい本が入りました
本のタイトル
桐島、部活やめるってよ
日本人の知らない日本語 爆笑！
神去なあなあ日常
植物図鑑
この世でいちばん大事な「カネ」の話
日本経済の真実ある日、この国は破産します
捨て犬フラワーの奇跡余命１週間のダルメシアン
いのちをいただく
であえてほんとうによかった
ゆうえんちはおやすみ
くらべる図鑑
昆虫の迷路

ハッピーバースデイ
̶ 吉野ヶ里町の宝 ̶

※すべて東脊振公民館で取り寄せ可能です。

著 者
朝井リョウ
蛇蔵＆海野凪子
三浦しをん
「吉野ヶ里町読書推進スタンプキャンペーン」
有川 浩
第1回抽選
西原理恵子
応募総数１１１名の中から抽選で、伊豆原広大く
辛坊 治郎
ん他９名の方が当選されました。おめでとうござ
樋浦 知子
います！
内田美智子
多数のご応募ありがとうございました。
宮西 達也
引き続きスタンプキャンペーンを実施しています。
戸田 和代
本を読んで、１，０００円分の図書カードをゲッ
加藤 由子
トしましょう！！
香川元太郎

Happy
Birthday

寄ってらっしゃい、見てらっしゃい
第5回吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市
7月4日（日）、JR吉野ヶ里公園駅北口周辺で吉野ヶ里夢
ロマン軽トラ市が開催され、不安定な天気の中にもかかわら
ず約4,000人の買い物客で賑わいました。
今回の軽トラ市では、前回好評だった三田川中学生による
北海道プチ物産展に引き続き、東脊振中学生が北海道物産の
実演販売に挑戦しました。参加した中学生は、たくさんの人
に商品を買ってもらう楽しさや喜びを感じながら、若さいっ
ぱい、元気いっぱいの声で会場を盛り上げていました。
次回の「吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市」
●日時 ８月１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
●内容 お楽しみイベント開催
●問い合せ 吉野ヶ里町商工会 TEL 52-4644

【９月号募集】
●対象者…９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…８月５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。

短冊に願いを込めて！
笹飾り・七夕だんご作り
7月7日（水）、ふれあい子ども教室の子ども達39人が短冊に願
いを込めて笹飾りを作りました。短冊には「サッカー選手になりた
い」「新種の恐竜の化石を見つけたい」などの願いが書かれていま
した。また七夕に合わせて婦人会と食生活改善協議会の協力のも
と、2種類の七夕だんごを作りみんなで楽しく試食しました。

まめだ

なつき

豆田 夏姫ちゃん

おおくま

そうし

おおつぼ

大隈 奏志くん

平成17年８月12日生まれ 【中の原団地】
平成20年８月14日生まれ 【目達原】
【家族からのメッセージ】５歳の誕
生日おめでとう♡これからも元気イ
ッパイ明るいお姉チャンでいてネ

【家族からのメッセージ】２歳になり
ました。これからも元気にお外で遊ぶ
ぞ!!

平成21年８月５日生まれ 【上豆田】
【家族からのメッセージ】♡１歳の
お誕生日おめでとう♡いっぱい笑っ
て、元気に育ってね！

開館時間
月〜土曜
日にち

時 間

５・６日(木・金) 14:00〜

行

事

絵手紙教室①

かどがわ

かりん

大坪 夏凛ちゃん

９:30〜18:00

対

象

小学生以上

は る

平成17年８月14日生まれ 【下三津東】
平成21年８月13日生まれ
【家族からのメッセージ】５歳、１歳の
お誕生日おめでとう。仲良し姉妹になっ

問い合せ
三田川児童館 TEL 53-1117
定員

15名程度

材料代

申込締切

100円

定員になり次第

９日(月)

10:30〜11:30 ドレミ広場

町内在住の未就学児と
その保護者

無料

10日(火)

14:00〜16:00 映画まつり

どなたでも

無料

17日(火)

14:00〜

19・20日(木・金) 14:00〜

る か

門川 瑠夏･華瑠ちゃん

アイスクリームを作ろう!

小学生以上

12名程度

100円

8月6日(金）正午

絵手紙教室②

小学生以上

15名程度

100円

8月17日(火)

25日(水)

13:30〜

フルーツ交流会準備

小学生５年生以上の子どもが好き
な人（フルーツ交流会スタッフ）

10名程度

無料

定員になり次第

26日(木)

10:30〜11:30 フルーツ交流会準備

１・２・3歳児親子と
フルーツ交流会スタッフ

10名程度

無料

定員になり次第
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心と体を鍛えて

一球入魂

佐賀県中学生空手道大会

全国ホープス卓球選手権大会

6月13日（日）、佐賀市諸富ハートフル体育館
で開催された第22回佐賀県中学生空手道大会で東
脊振中学校が
男女とも団体
形の部で2位
に入賞し、8
月14日・15
日宮城県で行
われる第18
回全国中学生
空手道選手権
大会に出場予
定です。

平成22年度全国ホープス卓球選手権大会佐賀県
予選が7月3日（土）佐賀市立体育館で開催され、
さざんか少年卓球クラブ男子が団体戦で予選リー
グを突破し決勝リーグでベスト4となり8月28・
29日沖縄で開催される九州大会に出場予定です。
また個人戦では、福島晃弘君がベスト8に入り九
州大会に出場することになりなした。

大会に出場した6人。後列左から亀川聖也、大
坪孝博、北島龍太郎。前列左から福田葵、和智
あいか、中村みなみ（敬称略）

大会に出場した4人。
左から加藤郁也・生武勇希・福島晃弘・川尻倫（敬称略）
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ひとり親家庭等医療費受給資格の
更新月間です！ 受付期間は
８月27日
（金）まで

現在使用している「ひとり親家庭等医療費受給資格
証」の有効期限は８月31日までになっていますので、
更新の手続きを行なってください。
期間内に更新手続きをしないと９月以降の医療費の
助成が受けられなくなります。
なお、届出対象者には、個別に通知をします。

●ひとり親家庭等医療費助成とは･･･
母子・父子家庭の父母および児童などが、健康保険
により医療機関で診療を受けた場合、医療費の自己負
担分（ただし、入院時食事療養費は除く）の一部を助
成します。
医療費の助成を受けるためには、受給資格の認定申
請が必要です。

●助成対象者
母子・父子家庭の父母とその養育する児童、父母の
いない児童、一人暮らしの寡婦で所得が一定基準（児
童扶養手当の所得制限と同じ）を超えない世帯

◎母子・父子家庭の父母
20歳未満の児童を養育している人
◎児童
18歳に達した日の属する年度の末日までの間にある人
◎一人暮らしの寡婦
かつて母子家庭の母であった人で、子どもが成人し
たのち、なお配偶者のいない人。ただし、老人保健に
該当しない人で健康保険の被保険者本人
※所得制限
未申告の人は、受給資格が取得できない場合があり
ます。また、世帯を分けていても同居している家族が
いる場合は、その所得により医療費の助成を受けられ
ない場合があります。

●助成額
受給資格者が医療機関などで受診し、支払った一部
負担金から、入院・外来を問わず１人１月500円を控
除した額

一人暮らしの寡婦への助成が廃止されることになりました。
そのため、一人暮らしの寡婦の新規申請は受け付けていません。対象者の自己負担額は段階的に引き上げ
を行なっています。

平成21年10月〜：１０００円
平成22年10月〜：２０００円
平成23年10月〜：全額自己負担
問い合せ

福祉課児童支援係（東脊振庁舎）

TEL 37-0343

父子家庭の方へ 児童扶養手当の
お知らせします! 「現況届」をお忘れなく!
これまで母子家庭を支給対象としていた「児童扶養

児童扶養手当を受給している人は、毎年８月１日か

手当」が、平成22年８月より父子家庭も支給対象とな

ら８月31日までに「現況届」を提出することになって

りました。受給するためには申請が必要になります。

います（所得制限で支給停止中の方も含みます）。

11月30日までに手続きをお願いします（11月30日を
過ぎると申請の翌月からの支給になりますのでご注意
ください）。

当が差し止められますので必ず提出してください。
なお、対象者には個別に通知します

なお、ひとり親家庭等医療費助成の対象者の父子家
庭には個別に通知します。

●児童扶養手当を受けることができる方は･･･
父母の離婚や父（母）の死亡、１年以上の遺棄などにより、父（母）と生計を同じくしていない児童（18歳にな
った最初の３月31日まで、または20歳未満の障害児）を監護している母または父または養育者に支給されます。
ただし、次のような制限がありますのでご注意ください。
◎公的年金の受給者は該当しません。
◎所得制限があり、一部支給や全額支給停止になる場合があります。
（所得には養育費を含みます）
◎世帯を分けていても同居の家族がいる場合は、その所得により全額支給停止になる場合があります。

●新規申請について
随時受け付けています。（認定を受けると、申請をした月の翌月分から支給されます）
＊父子家庭の場合：平成22年７月31日までに支給要件に該当している方は11月30日までに申請をすれば「８月
分」から支給されます。

●資格喪失届について

︵有料広告︶

手当を受けている人で、資格が喪失したときは、必ず資格喪失届を提出してください。届出をしないまま手当を
受けていると、資格喪失事実の発生の翌月分から返還しなければなりません。資格が喪失するのは、次のような場
合です。
◎受給者が婚姻したとき（正式に入籍していなくても、男性と同居したり、定期的な訪問や生計の補助を受けるよう
になった場合も含みます。）
◎受給者や対象児童が公的年金を受けるようになったとき
◎対象児童が婚姻したとき
◎対象児童を監護しなくなったとき（父の元に引き取られたときなど）
◎対象児童が福祉施設に入所したときや児童福祉法上の里親に委託されたとき
◎父の遺棄で認定されている方が、父と連絡が取れたとき
問い合せ
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現況届を提出しない場合、８月分以降の児童扶養手

福祉課児童支援係（東脊振庁舎）

TEL 37-0343
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できません。
●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

相談

年金の額を増やしたい
方へ朗報！

暴力に

●神経系
８ 月24日（火）
●膠原病
９ 月 ７日（火）
●パーキンソン病 ９ 月 ９日（木）
●消化器系
10月 ５日（火）
●後縦靱帯骨化症 10月26日（火）
●時間 14:00〜15:30
※相談時間 1人約20分
●会場 佐賀中部保健福祉事務所
●利用料 無料(要予約)
●問い合せ 佐賀中部保健福祉事務
所難病対策担当(中島)TEL30-1673

募集

神埼地区消防事務組合
職員採用試験
●採用予定人員 ５人
●受験資格 昭和57年４月２日から

負けるなひるむな

●試験日 10月６日（水）
●受験料 5,000円
●受験講習 ９月28日（火）
佐賀市文化会館
●受講料 3,000円
別途テキスト代2,500円
●受験案内配布 ８月２日（月）〜
25日（水）
●受付期間 ８月16日（月）〜25日
（水）
●受験資格 次のいずれかに該当す
る者
㈰高校（旧制中学）以上の土木工学
科等を卒業し、排水設備工事等の設
計又は施工に関し２年以上の経験を
有する者。
㈪高校（旧制中学）を卒業し、排水
設備工事等の設計又は施工に関し３
年以上の経験を有する者。
㈫排水設備工事等の設計又は施工に
関し５年以上の経験を有する者。
●問い合せ 環境課下水道係
TEL 37-0335

戦没者遺児による
慰霊友好親善事業
（財）日本遺族会は「戦没者遺児
による慰霊友好親善事業」の参加者
を募集しています。先の大戦で父等
を亡くした戦没者の遺児を対象とし
て、父等の戦没した旧戦域を訪れ、
慰霊追悼を行うことを目的として開
催。
●参加費 ８万円
●実施地域 旧満洲･旧ソ連･西部ニ
ューギニア･マリアナ諸島･中国･東部
ニューギニア他
※実施時期等詳細はお問合せください。

街ぐるみ

環境

目達原駐屯地ふれあい
コンサートｉｎトス'10

お盆のゴミ･し尿収集
【ゴミの収集】
８月13日（金）のごみ収集は通常
どおりです。詳しくは、ごみカレン
ダーを御確認ください。また、直接
搬入についても同様に変更ありませ
ん。
【し尿の汲み取り】
●休業 ８月13日（金）〜15日（日）
●お盆前の申込 〜７月30日（金）
●申込先
環整工業
TEL52-2718
三神清掃社 TEL52-3706
●問い合せ
環境課（三田川庁舎） TEL37-0335

お盆の犬･ネコ捕獲引取業務

●日時 ９月５日(日)
15:00〜17:00(14:30開場)
●場所 鳥栖市民文化会館大ホール
●出演
●陸上自衛隊目達原駐屯地音楽部
●陸上自衛隊第4音楽隊 他
●入場整理券配布場所 目達原駐屯
地、吉野ヶ里町役場（三田川庁舎総
務課、東脊振庁舎総合窓口）
※当日は収容定員数になり次第、入
場の制限をする場合があります。
※入場は無料ですが、入場整理券が
必要です。
※チケットの配布は８月１日から
●問い合せ 目達原駐屯地広報室
TEL 52-2161（内線206）

８月13日（金）のお盆は、佐賀中
部保健福祉事務所による犬と猫の捕
獲･引取業務を中止します。
＊県動物管理センター（佐賀市三瀬
村）の引取･返還業務は通常どおりで
す。
●問い合せ 佐賀中部保健福祉事務
所 TEL 30-1906

福祉

申請はお早めにお願いします。
またこれまで所得制限で児童手当
を受けていなかった人も、所得に関係
なく支給されますので認定申請をし
てください。
※公務員の人は、勤務先から子ども手
当が支給されますので職場にお尋ね
ください。
●問い合せ 福祉課（東脊振庁舎）
TEL 37-0343

その他

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い
たします。
●請求機関
東京都中央区日本橋本町2-7-1
株式会社日本リサ−チセンタ●調査委託をした機関
東京都中央区日本橋本石町2-1-1
日本銀行 情報サ−ビス局
●請求事由
「生活意識に関するアンケ−ト調
査」
●閲覧日 平成22年６月16日
●閲覧に係る住民の範囲
松隈・豆田地区平成２年７月31日
以前の生年月日の男女

催し

子ども手当の申請はお早めに

「動物くんの写真展」
鳥・昆虫・小動物写真８０点の展示
●展示期間 ８月１日（日）〜８月
31日（火）
皆さんの趣味などの作品をコミュ

新たに子ども手当の対象となる子
ども（原則として中学２年生と中学３
年生）を養育されている方は、申請が
必要です。９月30日を過ぎると満額
の支給が受けられなくなりますので

寄附御礼
●老人クラブへ
●古賀新太郎様(上中杖上分)故諒子様
●宮本英輔様(上中杖上分)故謙吉様
● 永 進様(萩原)故キヨ様
●中原光一様(下豆田)故九一様
●森山利則様(下豆田)故富代様

お弁当の

こだわり

弁当

高速道路

若菜

●日替わり弁当
●チキン南蛮
●元祖マルシェ巻き
●サバの煮付け
●おからコロッケ
●スコッチエッグ
ほか各種取り揃えております。ご予約お待ちしております!!

一呼吸

本当なのか

若

菜

（松屋横）

国道３８５号線
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平成22年度 難病医療相談

下水道排水設備工事
責任技術者資格試験

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

●問い合せ (財)日本遺族会事業課
TEL03-3261-5521

︵有料広告︶

国民年金の第1号被保険者の方が、
20歳から60歳になるまでの40年間、
月額15,100円（H22年度）の保険料
を納めると、65歳から792,100円
（月額66,008円・H22年度）の老齢
基礎年金が支給されます。この年金
額をもう少し引き上げたいとお考え
の方に、「付加年金」という制度が
設けられています。
【付加保険料と付加年金の額】
付加年金を受けるためには、通常
の保険料とともに、月額400円の付
加保険料を納めることになります。
付加年金の額は、「200円×付加
保険料を納めた月数」の式で計算さ
れます。例えば、付加保険料を5年間
納めたときの総付加保険料額の
24,000円（400円×60ヶ月）に対し、
65歳から老齢基礎年金と一緒に支給
される付加年金の額は年額12,000円
（200円×60ヶ月）となります。つ
まり、2年間で元金がかえってくるこ
とになります。
一方、付加年金は老齢基礎年金と
一緒に支給されるため、繰上げ支給
または繰下げ支給をしたときには、
本体の老齢基礎年金と同じ割合で減
額または増額されることになります。
【付加保険料を納められる方】
①自営業者などの国民年金第1号被
保険者の方。
②60歳以上65歳未満の方など、国民
年金の任意加入者の方。
なお、付加保険料を納付している
方は、いつでも任意に申し出て、そ
の納付をやめることもできるので、
掛け捨てにはなりません。
ただし、半額免除などの一部免除
を含め、保険料の免除をされている
方や、国民年金基金に加入されてい
る方は、付加保険料を納めることが

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 ８月25日（水）
●時間 15:00〜17:00
※1人30分程度
●相談を受ける先生 肥前精神医療
センター 杠岳文先生、森崇洋先生
●対象 もの忘れや認知症について
不安がある人およびその家族など
＊予約制ですので事前に申し込みく
ださい。
●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（東脊振庁舎福祉課）
TEL 37-0344

平成５年４月１日までに生まれた人
●第一次試験日 ９月19日(日)
佐賀県市町等職員採用統一試験
●申込受付期間
８月２日（月）〜20日（金）
※詳細については神埼地区消防事務
組合消防本部総務課まで問い合せく
ださい。
●申込･問い合せ 神埼地区消防事務
組合消防本部総務課
TEL 52-3291

JA

マルシェ

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津770-1

確かめて

0952-53-6092
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商工観光課（東脊振庁舎）℡ 37-0350

平成21年４月１日、長期使用製品安全点検制度がスタートしました。製品が古く
なると部品等が劣化し火災や死亡事故が起こる恐れがあります。事故を防ぎ、長く
安全に使うために点検制度ができました。
●対象製品（特定保守製品）
●屋内式ガス瞬間湯沸かし器（都市ガス用／プロパンガス用）
●屋内式ガス風呂釜（都市ガス用／プロパンガス用）、石油給湯器、
●石油風呂釜、FF式石油温風暖房機、ビルトイン式食器洗機
●浴室用電気乾燥機

三 田 川 庁 舎

長期使用製品安全点検制度

特定保守製品を買ったら

（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。

中央公民館

汗流し守って蹴ってゴールイン
原岡 秀夫

汗だくの仕事が続くむさい朝
三宅 あや

香

二日目のシャツで肩身がせまくなる
橋本かのこ

親指をグッと突き出しＯＫよ
橋本

候補者に指切りさせるマニフェスト
橋本みつる

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： 東脊振庁舎/毎週木曜日
●神埼市（37-0107）：毎週火曜日・金曜日 ●上峰町（52-2181）：毎月第２金曜日
●みやき町（0942-96-5534）：毎週月曜日・水曜日
※時間はいずれの会場も９:30〜15:30
「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開催しています。

総務課

住民課（東脊振庁舎総合窓口）

東 脊 振 庁 舎

①販売者から点検制度についての説明を受ける
②所有者表を返送し所有者登録をする
③点検時期がきたら通知が届く
④点検を依頼する（有料）
⑤点検を受ける
事故が起きると周りの人にも迷惑がかかります。製品の所有者、家主は点検を受
けるなどの保守に努め、製品を使う人、周りの人の安全にも配慮しなければなりま
せん。現在お使いの製品も点検可能です。詳しくはメーカーなどにお尋ねください。
［この制度のお知らせホームページ］
http:www.meti.go.jp/product̲safety/consumer/system/01.html

北国の香りをのせてさくらんぼ
上石動
西牟田紀美子

枝

幸せや心豊に サクランボ
鳥ノ隈
田中千津子

静かなるいかつり船の港町
萩原
楠 多美子

於保

真夜中のテンション上がるＷ杯
山下麻の葉

今晩も夢路をテレビ道案内
吉岡 昌子

お母さんテレビに子守させないで
城野 憲子

両隣笑顔絶やさずお付き合い
上滝 初代

この情切っても切れない恩がある
田中 寿恵

︵有料広告︶

古希近く静かに返す波にして
那須 紀子

お魚は波に抱かれて夢を見る
詫摩 綾子

井上千代子

江口カズヨ

日焼け止めひび割れてきて午後三時
中島三千子

年頭の目標ユラリ六月末

雑草に踏まれる力学びたい

Ｗ杯古希のハートに超シュート
向井 初子

大会の余波いつまでもいつまでも
兵働己登子

また来いとじいじは孫にばかり言う
森
貴子

根性にギア入れ替えて明日がある
古川 清治

くじ箱に入れた指先研ぎ澄ます
松尾 利朗

ひらがなが書けたと娘から手紙
松尾寿美子

美人薄命あぁわたくしの運命は
西崎久美子

国防を忘れてきれい事を言う
西村 正紘

ただいまへ返事するのはおばあちゃん
真島 清弘

思うつぼ

側溝よりなんどもボール拾いあげ
ら
球に追われて弾む子等たち
目達原
中島 南角

つかのまの梅雨の晴れ間に絨緞の
かたづけ済ませ夏に対峙す
伊保戸
中島 君子

︵下関︶
海の荒れ砲台並び男梅雨
田手

大澤ヨシノ

久し振り十薬煎じる午後の時
上石動
大坪カツヨ

みそぎばほととぎす

く

幸

親しくて笑い笑いの顔で会い
原 ミツエ

我をはらず一歩引くほら花開く
斉藤 幾恵

一喝で迷いが晴れたありがとう
佐藤 隆史

深夜あるワールドカップ寝不足に
武富 直人

草木染め地球と対話するように
真島美智子

振り込め詐欺の

悔のなき年を重ねし友集う
別るる時の笑顔のすがし
横田
宮地カヨ子

ささやかに夫と傘寿を語りつつ
梅雨の走りの雨の音聞く
箱川
真木千津子

踏み入れる山の禊場時鳥
田手

梅雨晴間風さらっと来今宵かな
永田ヶ里
井上 春枝

さなぶりや五○年振の出で湯かな
上豆田
伊東

くちなしやしぼみても同じ香を残す
吉田
香田 春枝

ゆうげ

余裕持て夕餉の支度半夏生
松葉
香月 啓子

堰に来て暫し遊べる水すまし
講師
村岡 和水
ハイハイと軽い返事で忘れてる
大塚美代子

狭い庭夏の野菜にゆずります
大坪千枝子

あわてるな

夾竹桃に吉屋信子を思ひいづ
は る
夢中に読みし青春遠きかな
下三津東
松本メグミ

群れ泳ぐ家鴨の声を声援と
聞きつつ歩む池の回りを
目達原
中村 悦子

土砂降りに孫住む町が気にかかる
天気予報に一喜一憂
上中杖上
渡邊登志子

つ ばな

子

田手川の土手の茅花のさ揺らぎを
ほ
火の穂に見する沈む夕日は
立野
土井 敏明

降る雨につる伸ばしたるにが瓜の
夏に向ひて気負ひを見する
吉田
中島

降りしきるあまあしの音聞きながら
明日は晴れよと祈りてやすむ
吉田
伊東 米子
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吉野ヶ里町役場 電話帳

問い合せ

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」 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

広報紙への有料広告を募集中です！
｢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５cm横 ８cm 3,000円
（三田川庁舎）
【町外企業】
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)

たしかめて

振り込む前に

もう一度
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8月のカレンダー

●まちの面積 43.94km2
●まちの人口（7月1日現在）
男性
7,846（ +9）
女性 8,341（ −3）
合計 16,187（ +6）
●世帯数 5,756（ +3）

＊【詳】…詳しくはお知らせページなどを見てください。

日（曜）

行

事

※出生数15 死亡数 8（6/1〜6/30届出）

名

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。

定期健康相談

1 日 吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市
2 月 健康相談【詳】 温水プール休館日

毎週月曜日
（16日は除く）

BCG予防接種

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

４か月児健診

5 木 行政･人権相談（農村改善センター）９:30〜12:00 消費生活相談【詳】

７か月児健診

6 金 第５回吉野ヶ里町夏ふれあい祭

ワン・ツー体操

図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
7 土
第４回小学生走ろう会６:00〜吉野ヶ里歴史公園西口エリア（順延の場合は８日）
8 日
9 月 健康相談【詳】 ワン･ツー体操【詳】 献血【詳】 温水プール休館日
10 火
11 水 12か月児相談【詳】 おしゃべり広場きらきら10:30〜14:30中央公民館
12 木 消費生活相談【詳】

３(火)

９:00〜11:00

きらら館

一般町民

13:00〜13:15

きらら館

H22.４月生及び生後
６ヶ月未満の未接種児

13:00〜13:15

３(火)

13:15〜13:30

きらら館

H22.４月生

母子手帳・予診票
母子手帳

H22.１月生

９（月)

９:50〜10:00

きらら館

２歳以上の幼児と保護者

水筒(お茶)

12か月児相談

11(水)

13:00〜13:15

きらら館

H21.８月生

母子手帳

パパママ学級

22(日)

９:45〜10:00

きらら館

平成22年11月・12月出産
母子手帳
予定の妊婦とその夫(要予約)

２か月児相談

24(火)

13:00〜13:15

きらら館

H22.６月生

母子手帳

３歳６か月児健診

27(金)

13:00〜13:30

きらら館

H19.１・２月生

母子手帳・健康診査票

13 金 きらら館休館日（〜16日）
14 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館

個別予防接種のお知らせ

15 日
16 月 温水プール休館日

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。

17 火
18 水 乳がん検診予約開始
19 木 消費生活相談【詳】
20 金
21 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
22 日 パパママ学級【詳】
23 月 健康相談【詳】 温水プール休館日

おしゃべり広場「きらきら」

25 水
27 金 ３歳６か月児健診【詳】
図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
第32回少年の主張佐賀県大会14:00〜アバンセホール

麻しん・風しん混合（2期）

29 日

日本脳炎

30 月 健康相談【詳】 温水プール休館日

よしのがリサイクル（6月搬出分）
8,280

6,230

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
150

2,690

120

690

180

750

ペットボトル
キャップ

古着

売却金額

80

920

278,185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（８月１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

※診療時間は９時〜17時

神埼クリニック

神埼市神埼町田道ヶ里
TEL53-1818【内・胃・呼】

和田内科小児科胃腸科
神埼市神埼町神埼
TEL52-2021 【内・小・胃】

栗並医院
神埼市神埼町枝ヶ里
TEL52-2977
【内】

福嶋内科医院
目達原整形外科
８月22日 吉野ヶ里町目達原
神埼市千代田町境原
（日） TEL52-3717
【整外】 TEL44-2141
【内・小】
８月29日
（日）
９月５日
（日）

なかしま整形外科クリニック

橋本病院

中下医院

しらいし内科

神埼市神埼町本堀
TEL51-1430
【整外】
神埼市千代田町
TEL44-2488

９月12日
（日）

31 火

新 聞

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

26 木 消費生活相談【詳】

その他
紙

ひらまつふれあいクリニック
●接種するときの注意点
８月１日
吉野ヶ里町目達原
● 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） TEL51-1110
【内・胃】
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。
８月８日 おおつぼ内科医院
※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。
神埼市神埼町本堀
（日） TEL52-1525
● 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
【内】
ださい。
西谷クリニック
● 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。 ８月15日 吉野ヶ里町大塚ヶ里
（日） TEL52-3139【内・小・脳】

〈乳幼児個別予防接種〉
予防接種（ワクチン）の種類

24 火 ２か月児相談【詳】

28 土

日曜・祝日在宅当番医

小森医院

江

吉野ヶ里町上豆田
TEL52-1136

【内】

神埼市神埼町本告牟田
【外・内】
TEL52-2022
神埼市神埼町城原
TEL52-3848
【内・循】

南医院

神埼市千代田町直鳥

◆個別予防接種のお知らせ
TEL44-2777【外・胃・整外】
【小・内】
日本脳炎の予防接種について、平成22年４月１日から１
【外】外科 【整外】整形外科 【内】内科 【胃】胃腸科
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
【小】小児科 【脳】脳神経外科 【呼】呼吸器科
歳に達するまでの期間）に対し、「積極的な勧奨」を再開す
【循】循環器科
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。
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。

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｣

夜間や休日に
診療してもらえる医療機関を調べたいとき
℡51-1618

暴力団

神埼地区消防本部 TEL 53-1384

追放できる

強い町
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雨天の場合は中止します

回

わが国には奈良時代に伝わり､古事記や日本書紀にも登場す

左が吉野ガーリック、右は普通のニンニク

ははきぎ

あまよ しなさだ

ごくねち

る。源氏物語では、
「雨夜の品定め」で知られる第2帖箒木で｢極熱の草薬を用いて臭いので会えない｣
くだ

との下りがあり、薬用とされていたことがわかる。その難点ともいえる臭みが同時に、疲労回復や強壮､
かゆ

抗菌に効果をもたらすのだから､痛し痒しといったところか。ニンニクの匂いは吸血鬼ドラキュラが嫌う
まよ

とされるが、ヨーロッパで猛威を振るったペストから守る｢魔除けのシンボル｣として今
くんしゅさんもんにいるをゆるさず

きざ

かいだん

も家々の玄関に飾られる。禅宗寺院には｢不許葷酒入山門｣の文字が刻まれた戒壇石が
さまた

あるが、葷（ニンニクやニラ等）や酒は､浄念を乱し修行の妨げになるとして食すること
を禁じていた。
さて、わが町は、特産品としてジャンボニンニク｢吉野ガーリック｣を売出中である。
これは西洋ネギ「リーキ」の一種で、普通のニンニクの大き

不許葷酒入山門と刻まれた石柱
︵伊保戸︑妙雲寺︶

ニンニクの歴史と
吉野ヶ里町

YOSHINOGARI

吉野ヶ里町
再発見シリーズ

DISCOVER

第
15

ニンニクはユリ科ネギ属の多年生植物で、古来より食用･香辛
料、強壮薬として、洋の東西を問わず利用されてきた。ピラミッ
ド建設では労働者にも支給され､ツタンカーメン王墓からはニン
ニクの鱗茎が完全な状態で6個出土している。古代ギリシアやア
レクサンドロスの軍隊､古代ローマの兵士にもスタミナ源､疲労回
復の妙薬として与えられている。ヒマラヤ登山のシェルパは今も
ニンニクやニラ､唐辛子をふんだんに食している。

さ5倍､匂いは半分というすぐれものである。吉野ガーリック
がり

の名は、吉野ヶ里の「ヶ里」とニンニクの英語ガーリック（葉が槍 Gar のよ
とが

うに尖った食物 Leac の意）をもじったものだ。現在､ニンニク部会２0戸の
商品化された吉野ガーリック

農家（約0.７ha）が有機ＪＡＳの認定を受け､安全安心の食材として栽培提供
している。7月中旬から「さざんか千坊館」等で販売されているが、販売先や

調理法など詳しくは町役場農林課（0952-37-0347）にお問い合わせ頂きたい。酷暑の夏、源氏物語にな
らい、｢吉野ガーリック｣で乗りきって欲しいものである。（文責：於保 忠）

広報
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37-0330

