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ことば

「夏の終り」
８月６日に開催された吉野ヶ里町夏ふ
れあい祭りの一場面。多くの人で賑わう
会場では、喧騒を打ち消すような赤熊太
鼓の残響が、雨上がりの夕暮れに溶け込
むように響いていました。
消えつつある熱気溢れた今夏の余韻と
ともに、季節は静かに秋へと移っていき
ます。

町花：さくら

町木：さざんか

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

８月６日︑恒例の吉野ヶ里町夏ふれあい祭りが目達原駐屯地

と共同開催され︑突然の夕立で足元の悪い中にもかかわらず

会場となった目達原駐屯地はおよそ１０︑０００人の人出で

写真上＝自衛隊バンドと音楽部演奏で開幕
写真下＝開会宣言（右から実行委員会筒井
会長、江頭町長、酒井駐屯地司令）

賑わい︑それぞれの夏の夜のひと時を楽しみました︒

よさこいで盛り上がりました

恒例の婦人会総踊り

赤熊太鼓の鼓動が響き渡ります
わなげコーナーも白熱！

美味しいそうな匂いに誘われます
金魚すくいは大人気！

駐屯地部隊対抗盆踊りで大賑わい

3 YOSHINOGARI

YOSHINOGARI 2

平成22年10月から65歳以上の公的年金受給者で、町県民税を納税している人へのお知らせ

公的年金 から 町県民税 が
特別徴収（天引き）されます

台風シーズンがはじまります
台風などが来そうな時は…

※この特別徴収制度は、町県民税の納付方法を変更するものであり、新たな税負担が生じるものではありません。

襲来時期や規模、雨量などはある程度予想ができます。台風や大雨が近づいたと
きはテレビやラジオなどの気象情報に注意して、必要な場合は速やかに避難するよ
うにしましょう。
台風は一秒間に17.2ｍ以上もの風速になります。事前に物干し竿や植木鉢など
は室内に取り込んでおきましょう。
浸水の危険のあるところでは、食料品、衣料、寝具などを上階へ移動しましょう。

Ｑ1 どんな人が対象なの？

避難所について

地方税法の改正により、今まで納付書や口座振替等で納付していた公的年金にかかる町県民税を、年金からあらか
じめ差し引く特別徴収制度が始まります。

年度の初日（平成22年度の場合は平成22年４月１日）において公的年金を受給している65歳以上の人で、前年中
に受給した公的年金に対して町県民税が課税される人です。ただし、次の人は対象になりません。
●老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人 ●介護保険料が年金から引かれていない人 ●特別徴収の対象となる
町県民税と他の特別徴収される額（所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料）の合計額が、老
齢基礎年金等の年額を超える人 ●年の途中で町外へ転出した人

Ｑ2 対象となる税額は？
公的年金から特別徴収されるのは、前年中に受給した公的年金のみにかかる町県民税です。そのため、給与所得や
農業所得など、公的年金以外の所得にかかる町県民税は、これまでどおり給与天引きや納付書または口座振替で納め
ていただきます。

Ｑ3 いつから始まるの？
平成22年10月に支払われる年金からです。そのため、特別徴収開始前である平成22年の６月と８月は、納付書
（６月中旬ごろご自宅へ送付済み）または口座振替で納めていただくことになります。

Ｑ4 年金を２つ以上受給していますが、どの年金から引かれるの？
老齢基礎年金等からです（介護保険料が引かれている年金と同じ年金です）。ただし、遺族年金や障害年金からは
特別徴収されません。

Ｑ5 具体的にはどう納めるの？
（1）特別徴収１年目は、年税額
【例１】
（※）の半分を普通徴収（納付書ま 特別徴収１年目、公的年金にかかる町県民税の年税額が12,000円だとすると…
たは口座振替で６月と８月の２期）、
徴収の方法
普通徴収（自分で納付）
特別徴収【本徴収】
残りの半分を特別徴収（年金から
月
６月
８月
10月
12月
２月
の天引き。10月、12月、２月、の３
年税額の半分を2回に分けて
年税額の半分を３回に分けて
回に分けて天引きされます）で納め
税額
普通徴収（納付書または口座振替） 特別徴収（年金からの天引き）
ます。【右図 例１を参照】
3,000円

3,000円

2,000円 2,000円 2,000円

（2）特別徴収２年目以降は、まず 【例２】
前年度の10月、12月、２月で特別 特別徴収２年目、公的年金にかかる町県民税の年税額が15,000円だとすると…
特別徴収【仮徴収】
特別徴収【本徴収】
徴収された額と同額が、４月、６月、 徴収の方法
月
４月
６月
８月
10月
12月
２月
８月の年金から特別徴収（仮徴収）
されます。そして、年税額※のうち
前年度の10月、
12月、２月の額と 年税額の半分を３回に分けて
仮徴収された残りの額が、10月、
特別徴収（年金からの天引き）
同額を特別徴収
税額
12月、２月の年金から特別徴収
2,000円 2,000円 2,000円 3,000円 3,000円 3,000円
（本徴収）されます。
※上図はモデルケースを示したものであり、実際の金額は個々の状況により異なります。
【右図 例２を参照】
※ここでいう年税額とは、公的年金の
みにかかる町県民税のことです。
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問い合せ

税務課住民税係（三田川庁舎）

TEL 37-0334

避難所(※)は下記の3箇所です。避難所での食事は各自で準備をお願いします。緊
急により準備ができない人については、町の職員がお手伝いをし、後日改めて精算
することもできます。
※災害の規模により近くの公民館などになる場合があります。

■東脊振健康福祉センター「きらら館」
吉野ヶ里町三津775番地
TEL 51-1618
■中央公民館
吉野ヶ里町吉田307番地
TEL 53-1111
■三田川健康福祉センター「ふれあい館」
吉野ヶ里町豆田1790番地 TEL 52-7831

平成23年度

小学校新入学予定児童の
健康診断
平成23年４月に小学校に入学す
る子どもの健康診断を次のとおり計
画しています。対象者には幼稚園・
保育園等を通じて案内などをお送り
します。
●対象者
平成16年４月２日から平成17年４月１日までに生ま
れた子ども
〔東脊振小学校校区〕
●期 日 10月19日（火）
●受 付 12:30〜13:30（診断は13:30〜）
●場 所 東脊振健康福祉センター「きらら館」
(役場東脊振庁舎北側)
〔三田川小学校校区〕
●期 日 11月１日（月）
●受 付 12:30〜13:30（診断は13:30〜）
●場 所 三田川健康福祉センター「ふれあい館」
(三田川中学校から南に800m)
問い合せ
教育委員会学校教育課(中央公民館内) TEL 37-0339

問い合せ
総務課交通防災係（三田川庁舎）

TEL 37-0330

緊急雇用創出基金事業

臨時職員募集
町建設課では次のとおり臨時職員を募集します。
●募集期間 ９月１日(水)〜９月８日(水)
（受付時間 ８:30〜17:00）
●応募方法 履歴書(写真付き)を建設課（東脊振庁
舎）へ提出（持参または郵送）
＊郵送の場合、募集期間内に必着
●選考方法 提出された書類及び面接により決定し
ます

【募集内容】
●職種及び募集人員 日々雇用職員５名
●雇用期間 10月１日〜翌年３月31日
●勤務形態 月20日勤務、１日７時間45分
（８:30〜17:15）
休日：土・日・祝日
●賃
金 日額6,100円
●保 険 等 社会保険有、厚生年金有、雇用保険有
●勤務内容 刈払機等を使用しての町道、町有施設
等の保全作業
申込み・問い合せ
〒842-8501 吉野ヶ里町吉田321-2
建設課(東脊振庁舎) TEL37-0348
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平成22年度佐賀県

保健指導支援ステーション研修案内
平成20年度からはじまった特定保健指導業務に従事できる人材の育成を目的として研修会が開
催されます。保健師や管理栄養士の資格をお持ちの方は、奮ってご参加ください。
●研修コース
①基礎研修コース
１日目：11月20日（土）

２日目：11月23日（祝）

３日目：11月27日（土）

●研修時間 10:00〜17:00
講師：西山惠子氏(管理栄養士)

演題：失敗に学ぶ

Bコース：12月11日（土）

講師：門田しず子氏(保健師)

演題：未定

【実施日程】

９月９日(木)〜１１日(土)
受付時間 ８:30〜11:00

●研修会場 佐賀県総合保健会館（佐賀市天神一丁目４-15） （駐車場有）
●定

員 各コースとも50人

●受講できる人 保健師・管理栄養士・次の㈰または㈪の業務に1年以上従事した看護師
（継続した1年間である必要はありません）
①保険者が保健事業として実施する生活習慣病予防に関する相談・教育の業務

若

年

健

診

20歳以上 39歳以下

特

定

健

診

40歳以上 74歳以下

肺がん検診

40歳以上

胃がん検診

40歳以上

500円

300円

大腸がん検診

40歳以上

300円

200円

間 平成22年９月28日〜11月18日
毎週 火曜日・木曜日 計16回
時
間 午後８時〜午後９時
場
所 東脊振健康福祉センター「きらら館」
トレーニングルーム
教室内容 健康運動指導士による自転車エルゴメー
ターを使ってのトレーニング指導 ＆ ミニ
健康講話
対象者
18歳以上の町民（高校生を除く）
※全日程(16回)への参加が可能な人
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募集定員 17名
申込方法 電話受付（平日８:30〜17:15）
申込み期限 ９月17日（金）
＊申込者が募集定員を超えた場合は、トレーニング
ルーム新規利用者を優先します。
＊治療中の人は、主治医の許可を受けてください。
＊お子さま連れの参加はご遠慮ください。
申し込み・問い合せ
東脊振健康福祉センター「きらら館」
保健課健康づくり係 TEL 51-1618

料

保険証、受診券、受診料
保険証、受診券、問診票

料
100円

（500円） （300円）

保険証、受診料

●｢特定健診｣及び「後期高齢者健診」を受診するには事前の申し込みが必要です。詳しくはご加入
の医療保険者にお問い合わせください。
●若年健診及びがん検診は、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。
●胃がん検診を受診する人は、検診前日の夜10時以降は飲食をしないでください。
●生活保護世帯員は受診料が免除されます。生活保護世帯員で受診を希望する人は事前にご連絡く
ださい。

乳がん･子宮がん検診
受付時間

三田川健康福祉センター「ふれあい館」

〔乳 が ん 検 診 〕９:00〜10:50
〔子宮がん検診〕９:30〜10:30

＜次回以降の検診日程＞

今年も、夜間の「ニコニコペース運動教室」を実施します！

期

医療保険ごとに設定
無
300円

９月２８日(火)〜３０日(木)

にこにこ ＤＥ ナイト 教室生募集

保険証

65歳以上

【実施日程】
TEL 25-2320

料

結核健康診断

※A・B両コースを受講することは可能です。

佐賀保健指導支援ステーション（担当：森永、古川）

無

受診の際に必要なもの

70歳以上

無

※①と②を今年度同時に受講することはできません。

（定員を超えた時は適宜選定します。）

69歳以下

75歳以上

ス、Bコースの別）」「氏名(ふりがな)」「住所」「電話番号」「取得免許種類」「保健指導業務経験の有無」

問い合せ

対象年齢

後期高齢者健診

「勤務先」「終 了後の人材登録希望の有無」を記入して送ってください。

●受講決定通知 受講者が決まりましたら自宅へ往復はがきで通知します。

受診料

別

●受講申込 往復はがきの裏面に「特定保健指導研修受講申込書」と書き、その下に「希望研修コース（②はAコー

●申込期間 ９月15日（水）〜10月15日（金）

（年齢基準日：平成23年３月31日）

種

●受講料 無料（希望者に参考書などを有料で販売することがあります）

〒840-0815 佐賀市天神一丁目４番15号（佐賀県総合保健協会内）佐賀保健指導支援ステーション

※胃がん検診は、各日先着50人(当日受付)で締め切ります。

【健(検)診内容】

②事業主が労働者に対して実施する生活習慣病予防に関する相談・教育の業務

●申し込み

東脊振健康福祉センター「きらら館」

がん検診等

●研修時間 10:00〜16:00

若年健診・特定健診・後期高齢者健診・がん検診

健 診

②指導力向上研修コース
Aコース：12月４日（土）

集団健診のご案内

受けよう

※乳がん検診は事前予約制です。

11月29日(月)〜12月１日(水) 東脊振健康福祉センター「きらら館」
１月19日(水)・20日（木)
東脊振健康福祉センター「きらら館」
２月16日(水)・17日（木)
三田川健康福祉センター「ふれあい館」

【検診内容】
種

別

乳がん検診
（事前予約制）

（年齢基準日：平成23年３月31日）

項

目

問診・視触診
マンモグラフィ検査

（40歳代２方向、50歳以上１方向）

子宮がん検診 問診・子宮頸部の細胞診
問い合せ

受診料

受診の際に必要なもの

対象年齢

69歳以下

70歳以上

40歳代

800円

−

50歳以上

500円

300円

保険証、受診票
受診料

20歳以上

500円

200円

保険証、受診料

若年健診・がん検診
保健課健康づくり係
TEL 51-1618
受診券の発行等
ご加入の医療保険者
国保以外の
特定健診
健診の申込み
成人病予防センター
TEL 31-8835
後期高齢者健診・国保特定健診 保健課国民健康保険係 TEL 37-0345
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国勢調査は みんなで描く 日本の自画像

１．調査員に提出
調査員が訪問した際に、調査票を封筒に入れ、 「 封をして」調査員にお渡しください。
（記入いただいた調査票は、封をしたまま町まで届けられます）

国勢調査は日本の今を知り、未来をつくるための調査です

平成22年10月１日
国勢調査にご協力をお願いします!
国勢調査ってなに？
日本の人口や世帯の実態を明らかにするため、統計法に基づき５年ごとに実施する最も重要な統計調査で、大正９
年の初回調査から数えて今回で19回目となります。

町村合併後、吉野ヶ里町として初めての国勢調査です。
町の姿をあきらかにするために町民の皆さまのご協力をお願いします！

なんのために実施するの？
国勢調査は、日本の人口や世帯の実態を明らかにし、国や都道府県、市区町村の行政の基礎資料として活用される
ほか、学術・教育機関・企業など幅広い分野で利用され、私たちの暮らしに役立てられます。
…例えば…
・衆議院小選挙区の画定の基準・町議会の議員定数の基準など法定人口として利用
・地方交付税の算定基礎（吉野ヶ里町の平成22年度一般会計歳入予算69億8740万円のうち、17億5516万円、
全体の25％を占める重要な財源の算定の基礎となります）
・福祉政策、生活環境整備、防災対策などさまざまな施策の実施の基礎資料
・人口学、経済学等の学術研究、人口の将来推計、小中学校の教育用資料など広範な分野で利用

【調査の期日】

２．郵送による提出
同封する『郵送提出用封筒』に調査票を入れ、10月７日（木）までに最寄りの郵便ポストにご投函ください。
（切手は不要です）

【調査の結果】
速報結果は平成23年２月に公表されます。そのほか年齢別人口、世帯の状況などの詳しい統計データは、平成23
年６月以降、順次公表されます。皆さまの生活や事業、将来の計画などに役立ててください。

【個人情報保護と調査票の管理】
・国勢調査では、統計法によって、厳格な個人情報保護が定められています。
・調査員は、調査票の入った封筒を開封せず、封をしたまま町に提出します。
・国勢調査に従事する者には、統計法による守秘義務が課せられています。

ご注意ください!! 「かたり調査」
・調査員は「国勢調査員証」を身につけ、「腕章」を着用し、 「 国勢調査の手さげ袋」を持ち歩いています。
・調査員に調査票を提出する際は、「国勢調査員証」などで国勢調査員であることを確認してからお渡しください。
・不審に思われた場合には下記までお問い合わせください。

【問い合わせ先】

国勢調査コールセンター
０５７０−０１−２０１０（ナビダイヤル） 設置期間：平成22年９月11日〜10月31日
ＩＰ電話・ＰＨＳの場合：０３−６７３８−６６７７

※ナビダイヤルの通話料は、一般の固定電話の場合、全国一律に市内通話料で利用できます。
携帯電話の場合、所定の通話料金となります。
※IP電話・PHS用電話番号の通話料金は、それぞれ所定の通話料金となります。

企画課（三田川庁舎）TEL 37-0332

平成22年10月１日（金）午前０時現在で実施されます。

【調査の対象】
10月１日現在、日本国内に住んでいるすべての人・世帯が対象です。生まれたばかりの赤ちゃんはもちろん、

総務省・佐賀県・吉野ヶ里町
国勢調査については，平成22年国勢調査広報サイト「国勢調査e-ガイド」をご覧ください。
国勢調査e-ガイド

３ヶ月以上日本に住んでいる（住むことになっている）外国の方も調査の対象となります。

【調査の項目】

受付時間：午前８時〜午後９時（土・日・祝日も利用できます）

検索

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/kouhou/index.htm

１．世帯に関する事項「世帯員の数」、「住居の種類」、
２．世帯員に関する事項「男女の別」、「出生の年月」、
「就業状態」、「従業地又は通学地」など15項目。

【調査の方法】
９月下旬から、調査員が町内の全世帯を訪問して調査票を配布します。調
査票は記入内容が見えないよう封をしたうえで、「調査員に提出」もしくは
「郵送による提出」を選択していただきます。
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こだわり

弁当

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!!

高速道路

若

菜

（松屋横）

国道３８５号線

お弁当の

「住宅の建て方」など５項目。

︵有料広告︶

記入方式は簡単なマークシートによる回答が主です。

JA

マルシェ

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津770-1

0952-53-6092
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みんなで健康づくり

夏の日の夕べに納涼を

吉田地区ラジオ体操会

東脊振幼稚園夕涼み会

7月25日（日）、吉田地区のラジオ体操
会が開催され、子どもからお年寄りまで約
120人が参加しました。
この体操会は吉田地区の子どもクラブと
地区の わ 委員会、体育委員会が昨年に
引き続き開催したもので、健康づくりのた
めに子どもたちとのラジオ体操に参加する
お年寄りも増え、世代を超えた交流がます
ます深まりました。

ラジオ体操をする参加者

7月17日（土）、東脊振幼稚園で夕涼み
会が開催されました。
涼しげな浴衣に身を包んだ園児たちは、
保護者と先生が協力して作ったゲームコー
ナーやおばけ屋敷で遊んだり、夏の味覚か
き氷を口いっぱいに頬張ったりしながらこ
の季節を満喫していました。また夜には、
色とりどりの閃光がきれいな打ち上げ花火
でフィナーレが飾られました。

ヨーヨー釣りを楽しむ園児たち

ものづくりを通して

自転車競技を通して

みんなでボールをつないで

大塚さんが瑞宝単光章を受章

交通安全子ども自転車佐賀県大会

地区対抗婦人ソフトバレーボール大会

4月29日、チクシ電気常務取締役の大塚誠一さん（横田）に瑞宝単
光章が授与されました。
大塚さんは昭和63年から18年間にわたり佐賀県技能検定委員とし
て技術の向上や後継者の育成に貢献した業績が認められこのたびの受
章となりました。
また平成13年には全国に先駆けて実施された佐賀マイスターに認定
され、平成17年には全国技能士連合会の全技連マイスターにも認定さ
れました。
現在では「ものづくり塾」や「体験教室」などを開催し若手技能者
の育成にも尽力されており、「何事にも挑戦し作る喜びを感じてほし
い」と話していました。

7月3日（土）、大和勤労者体育センターで第44回交
通安全子ども自転車佐賀県大会が行われました。
この自転車競技会は子ども達の交通安全への関心を高
めることを目的として毎年行われており、今年度は東脊
振小学校が神埼地区代表で出場しました。参加した子ど
もたちは「今後もこの経験を日頃の交通安全に活かして
いきたい」と話していました。
瑞宝単光章を手に喜びの大塚さん

7月25日（日）、三田川小学校体育館で平
成22年度地区対抗婦人ソフトバレーボール大
会が開催され、各地区の代表として20チーム
が熱戦を繰り広げました。
入賞チームは以下のとおりです。
〔優 勝〕
川原団地
〔準優勝〕
永田ヶ里
〔3 位〕
横田
目達原A

鍛錬の成果を発揮しました
県中学校空手道大会

2位入賞した平井さん（左）と相良さん
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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
学生空手道大会の男
子・女子個人組手の
部で、三田川少年空
手クラブの平井豪さ
練習に励む三田川空手クラブの子どもたち
ん（三田川中学校）
と相良杏菜さん（東脊振中学校）がそれぞれ2位に入賞しました。
三田川武道館で行われる週に4回の厳しい練習をこなす二人は、宮城
県で行われる全国大会出場に向けて「日々の練習でやってきたことを精
一杯発揮してきます」と語りました。

（左から）中村智昭・金山拓誠・北島美乃里・馬場思織

優勝した川原団地チーム

夏の風物詩を堪能
第6回吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市
8月1日（日）、JR吉野ヶ里公園駅北口周辺において開催された吉野ヶ里夢
ロマン軽トラ市で、夏休み特別企画として「そうめん流し」が催され、たくさ
んの人が夏の風物詩を堪能しました。
多くの人で賑わうそうめん流し
猛暑日となったこの日は、会場内の各所に氷柱や
給水所が設けられ、約3,500人の来場者は安心して思い思いのブースで買い物を
楽しんでいました。
次回の夢ロマン軽トラ市は、9月5日（日）8:00〜11:30に開催されます。問
い合わせは吉野ヶ里町商工会（TEL52-4644）まで。
氷柱が涼しそう！
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童
児 館

三田川

日にち
４日
(土)

時 間

だより

生まれてきてくれて

９月の
催 し

開館時間
月〜土曜
問い合せ

行

事

対

象

９:30〜18:00
三田川児童館 TEL 53-1117
定員

材料代

14:00〜

映画まつり

どなたでも

無料

６日
(月)
11日
(土)

11:00〜
12:00

親子のつどい

0.1.2.3歳児と保護者

無料

14:00〜

パンを作ろう!

小学生以上

13日
(月)

10:30〜
11:30

ドレミ広場

町内の未就学児と
保護者

18日
(土)

14:00〜

アートバルーンに挑戦!

小学生以上

12名程度

300円

27日
(月)

10:30〜
11:30

フルーツ親子広場

1.2.3歳児と保護者

12組程度

無料

12名程度

申込締切

300円 ９月６日（月）正午
無料
９月４日（土）
定員になり次第

●11日の「パンを作ろう!」は応募者が多数の場合、抽選となります。当・落については抽選後応募した人に連絡します。
●27日の「フルーツ親子広場」の申込受付開始日は９月１日(水)です。

図書室だより
東脊振公民館に新しい本が入りました
! おすすめの本
※すべて中央公民館で取り寄せ可能です。

本のタイトル

月の恋人
南の子供が夜いくところ
私塾・坂本竜馬
神様のカルテ
ゲゲゲの女房
龍馬伝１
憚りながら
ロープとひもの結び方
堀ちえみの子どもがよろこぶパパッ！と母ごはん
まいにちのお弁当

著 者
道尾 秀介
恒川光太郎
武田 鉄矢
夏川 草介
武良 布枝
福田 靖
後藤 忠政
ロープワーク研究会
堀ちえみ
雅姫

「私塾・坂本竜馬」・・・武田鉄矢 著

ありがとう
石橋 孝浩
北原 浩士
入嶋 祐介
森
宜幹
城尾 龍徳
真
大志
城尾登志光
中溝 誠志
山
貴智
池田 文昭
木
圭
古川 芳靖
松下
騰
中島 周作
江口 健太
槙
貴弘
小松 洋平

様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様
様

愛菜（あいな）ちゃん
大暉(だいき)くん
勇磨(ゆうま)くん
琴葉（ことは）ちゃん
迅恒（ときひさ）くん
愛桜（あいら）ちゃん
慶心（けいしん）くん
晃琥（あきと）くん
宥芽（ゆめ）ちゃん
蒼亮(そうすけ)くん
航(わたる)くん
凜(りん)ちゃん
真愛(まい)ちゃん
悠翔(ゆうと)くん
天(てん)くん
玲奈(れな)ちゃん
柚貴(ゆずき)くん

ハッピーバースデイ
̶ 吉野ヶ里町の宝 ̶

Happy
Birthday

竜馬かぶれの著者が初めて
繙く生き様、魅力。本書は、司
馬氏が描いた竜馬に、著者が
今も残る貴重な資料を重ね、
竜馬と当時の群像たちとの言
動に焦点をあて、規格外とも
言われる竜馬の魅力を引き出
していて、他に例を見ない「竜
馬指南書」となっています。

大曲
大曲
吉田
田手
大曲
吉田
石動
吉田
吉田
豆田
立野
立野
大曲
大曲
吉田
吉田
立野

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

吉村 圭二 様
木
亮 様
串間 洋平 様
天野昌太郎 様
園田 敏博 様
中村 竜也 様
澤
幸次 様
服部 真美 様
小 不二男 様
北御門健太郎様
西川 順子 様
平井 りえ 様
緒方
誠 様
中島 恵介 様
古川 宗史 様
北島 英和 様
筒井
稔 様
森
健二 様

問い合せ

まさき

ともや

【家族からのメッセージ】３歳おめでと
う！自分で絵本を読めるようになり、大喜
びです。

ゆうり

平成19年９月11日生まれ 【中の原団地】
【家族からのメッセージ】３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♡

大曲
立野
豆田
吉田
吉田
立野
吉田
大曲
吉田
吉田
大曲
吉田
立野
豆田
吉田
吉田
三津
吉田

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

福祉課児童支援係 TEL 37-0343

とくなが

平成19年９月20日生まれ 【下豆田】

まつお

奏風(そよか)ちゃん
真空(まる)くん
蓮(れん)くん
春太(はるた)くん
翔子(しょうこ)ちゃん
亜依未(あいみ)ちゃん
明花莉(あかり)ちゃん
陽司(はるじ)くん
賢真(けんしん)くん
敦希(あつき)くん
梨々香(りりか)ちゃん
杏菜(あんな)ちゃん
桜子(さくらこ)ちゃん
碧優(みゆ)ちゃん
茉依(まい)ちゃん
琉聖(りゅうせい)くん
優斗(ゆうと)くん
悠斗(はると)くん

【10月号募集】
●対象者…10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…９月８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。

真崎 倫也くん

松尾 優里ちゃん
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７月20日に支給式をきらら館で行ない、以下の人に出生祝金を
支給しました。（５月・６月申請者）

にしむら

なるみ

西村 成未ちゃん

平成20年９月７日生まれ 【川原団地】
【家族からのメッセージ】２歳のお誕生日
おめでとう。なるちゃんは世界一かわいい
よ。

る な

永 月渚ちゃん

平成16年９月28日生まれ 【目達原】
【家族からのメッセージ】６歳のお誕生日
おめでとう！るなちゃん、大好きだよ♡

おおぞの

ちから

大園 力くん

平成21年９月20日生まれ 【川原団地】
【家族からのメッセージ】１歳のお誕生日
おめでとう！元気いっぱいの優しい男の子
になってね♡
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③万が一の障害や死亡といった不慮
の事故が発生したときに、障害基礎
年金・遺族基礎年金の受給資格期間
に算入されます。
●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

退職（失業）による
特例免除制度

相談

20歳以上60歳未満の厚生年金や共
無料もの忘れ相談室
済組合に加入していた人が、退職
（失業）すると役場で国民年金の
もの忘れについて不安なことはあ
「第1号被保険者」の手続きをし、平
りませんか？ぜひこの機会にお気軽
成22年度は月額15,100円（定額）の
にご相談ください。
保険料を納めることになります。ま
●実施日 ９月29日（水）
た、配偶者が退職（失業）して失職し
●時間 15:00〜17:00
たときは、夫婦とも国民年金の「第1
※１人30分程度（要予約）
号被保険者」の手続きをして、二人
●対象 もの忘れや認知症について
とも15,100円の保険料をそれぞれ納
不安がある人およびその家族など
めることになります。国民年金には
●場所 東脊振健康福祉センター
１年分または６ヶ月分を、定められ
「きらら館」相談室
た月数分の保険料を前納すると割引
●申込･問い合せ おたっしゃ本舗吉
になる制度があります。退職（失業）
野ヶ里（福祉課） TEL 37-0344
した人について、夫婦二人で国民年
全国一斉成年後見無料相談会
金の保険料を納めるのは大変ですが、
ある程度の蓄えがある人には、お得
●日時 ９月18日(土)
な前納制度をお勧めします。
10:00〜15:00
●特例免除制度
●場所 iスクエアビル
免除申請をする年度、またはその
佐賀市駅前中央1-8-32
前年度に退職（失業）した人は、特例
TEL 40-2002
免除制度が利用できます。この特例
●相談内容
免除は、通常は審査の対象となる本
・訪問販売で使うはずもない高額な
人の所得の状況を除外して審査が行
健康器具など頼まれるとつい買って
われます。ただし、配偶者、世帯主に
しまう
一定以上の所得があるときは免除が
・認知症の父の不動産を売却して入
認められないことがあります。
院費にあてたい など
なお、退職には自己都合退職も含
●問い合せ 佐賀県司法書士会
まれ、免除を申請する際は、厚生年
TEL 29-0626
金に加入していた人は、公共職業安
定所長が交付した、離職年月日のわ
全国一斉「高齢者･障害者
かる雇用保険被保険者離職票もしく
の人権あんしん相談」
は雇用保険受給資格者証の写し、ま
●実施期間
た共済組合に加入していた人につい
９月６日(月)〜10日（金）
ては辞令書の写しが必要です。
８:30〜19:00
●免除制度を利用すると
９月11日(土)〜12日(日)
①免除された期間は老齢基礎年金・
10:00〜17:00
老齢厚生年金の受給資格期間の２５
●相談電話番号 TEL 26-2195
年に算入されます。
●相談担当者 法務局職員、人権擁
②免除された期間は、老齢基礎年金
護委員
の２分の１の年金額が保障されます。 ●問い合せ 佐賀地方法務局
15 YOSHINOGARI

暴力に

負けるなひるむな

TEL 26-2195

法務局休日なんでも無料相談所

●日時 ９月12日(日)
10:00〜16:00
●場所 ほほえみ館４階
佐賀市兵庫町藤木1006-1
●相談内容
土地、建物及び会社･法人に関する登
記の相談、戸籍の届出や国籍に関す
る相談、離婚･遺言等に関する相談
●問い合せ 佐賀地方法務局
TEL 26-2149

募集

平成22年度自衛官募集

●募集種目
①看護学生
②防衛医科大学校学生
③防衛大学校学生
●受験資格
①高卒（見込含）24歳未満の者
②③高卒（見込含）21歳未満の者
●受付期間
①②９月６日〜10月１日
③推薦：９月６日〜９月９日
一般：９月６日〜10月1日
●一次試験日
①10月23日
②10月30日･31日
③推薦：９月25･26日
一般：11月６･７日
●試験場
①佐賀市民会館
②陸上自衛隊目達原駐屯地
③推薦：防衛大学校
一般：陸上自衛隊目達原駐屯地
●問い合せ 鳥栖地域事務所
TEL 0942-83-4077

「いきいきマージャン教室」
参加者募集

●日時 10月21日〜平成23年３月
17日 毎週木曜日13:30〜16:00
（全20回予定）
●会場 コミュニティ広場「ぽれぽ
れ」（佐賀市呉服元町２番10号）
●対象 町内在住の65歳以上で全日
程に参加可能なマージャン未経験者。
●募集人数 20人（申し込み多数の

街ぐるみ

場合は抽選となります）
●参加費 5,000円
●申込方法 電話にてお申し込みく
ださい。
●申込期限 ９月30日（木）
●申込・問い合せ 佐賀市松原四丁
目２番28号 佐賀中部広域連合給付
課 TEL 40-1134

ミニバレー協会「ノア」発足

●練習日時 第１、３土曜日
20:00〜22:00（高校生以上）
●場所 三田川小学校体育館
●参加費 １回100円（保険別）
※初めての人は参加費無料
※スポーツのできる服装（体育館用
靴、あれば膝サポーター）
●問い合せ 吉野ヶ里町ミニバレー
協会（松本） TEL 090-9071-1984

催し

東佐賀病院講演会

テーマ「転倒･転落について」
●日時 ９月８日（水）15:00〜15:45
●場所 国立病院機構東佐賀病院
地域医療研修センター(旧看護学校)
●内容
・転ばぬ先の転倒予防
・歩行指導と環境整備
●申込･問い合せ 東佐賀病院地域医
療連携室 TEL 0942-94-3748

第23回ふもと矯正展

●日時 10月３日（日）
９:30〜16:00
●場所 鳥栖市山浦町2635
麓刑務所内特設会場
●内容 矯正施設広報ビデオ･パネル
展示、絵画等被収容者文芸作品展示、
所内見学、刑務作業製品展示即売、
アトラクション等
●入場 無料（無料駐車場あり）
●問い合せ 麓刑務所
TEL 0942-83-9196

その他

井戸水水質検査
（財）佐賀県環境科学検査協会に

よる井戸水水質検査です。
※対象は吉野ヶ里町全体です。
【検査容器の配布と回収】
●容器配布日時・場所
９月８日（水）11:00〜13:00
三田川庁舎環境課前ロビー
９月９日（木）11:00〜13:00
東脊振庁舎総合窓口係前ロビー
●容器回収日時・場所
９月13日（月）11:00〜13:00
三田川庁舎環境課前ロビー
９月１4日（火）11:00〜13:00
東脊振庁舎総合窓口係前ロビー
【検査項目と料金】
●基本10項目 4,000円
一般細菌･大腸菌など･硝酸性窒素･亜
硝酸性窒素･塩素イオン･有機物など･
PH･味･臭気･色度･濁度
●鉄･マンガン
各2,000円
●ヒ素･六価クロム 各3,000円
＊料金は、容器回収時に徴収します。
●問い合せ 環境課（三田川庁舎）
TEL 37-0335

規模リフレッシュ工事専用フリーダ
イヤル TEL 0120-112-774

自殺予防･佐賀いのちの電話

●佐賀いのちの電話
TEL 34-4343（24時間･年中無休）
●自殺予防いのちの電話
TEL 0120-400-337
（毎月10日 ８:00〜 24時間）
●佐賀県自殺予防夜間相談
TEL 0120-400-337
（毎日１:00〜７:00）
【自死遺族のつどい（わかち合い「ハ
ートの海」）】
大切な人を自死で亡くされた人のつ
どいを開催しています。一人で苦し
まないで参加してみませんか。
●自死遺族相談電話
090-7928-4186
（水曜12:00〜16:00）
●問い合せ 佐賀いのちの電話事務
局 TEL 34-4186
（平日11:00〜16:00）

子ども手当の申請はお早めに
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）を養育されている人は、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う
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おこ
なってください。
※公務員の人は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

九州自動車道（太宰府ＩＣ〜筑紫
野ＩＣ）で渋滞が予想されます

●予想日時 ９月１日(水)から12月
22日(水)間の終日
●予想場所 九州自動車道（太宰府
ＩＣ〜筑紫野ＩＣ）上下線
●渋滞理由 九州自動車道向佐野橋
大規模リフレッシュ工事による昼夜
連続車線規制のため。詳しくはホー
ムページをご覧ください。
http://mukaizano.west-nexco.jp
●問い合せ ＮＥＸＣＯ向佐野橋大

一呼吸

本当なのか

閲覧者のお知らせ
住民基本台帳の閲覧を次のとおり
許可しましたのでお知らせします。
●請求機関
東京都中央区日本橋本町2-7-1
株式会社 日本リサ−チセンター
●調査委託をした機関
東京都港区愛宕2-5-1
NHK放送文化研究所 世論調査部
●請求事由
「デジタル放送に関する調査」
●閲覧日
平成22年７月28日
●閲覧に係る住民の範囲
吉田地区の平成６年12月31日以前
生まれの男女

お詫びと訂正
７月12日に送付した介護保険料通
知書のうち「仮徴収額変更通知書兼
特別徴収決定通知書」に字句の誤り
がありました。お詫びして訂正いた
します。
（誤）介険護保料 （正）介護保険料
●問い合せ 佐賀中部広域連合業務
課 TEL 0952-40-1135

確かめて
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岬の名﹁遠見が鼻﹂とう靄晴れて
響
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ぶ
松葉
香月 啓子

保険選びのポイント

はな
もや

●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。

司法書士による相談会を行います。
（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。

平成22年3月新規学校
卒業者で未就職の皆様へ
厚生労働省では、就職が決まらな
いまま今年３月に学校を卒業した学
生・生徒の皆さんを対象に「新卒者
体験雇用事業」（＝最長３か月間の
体験的な雇用を通じ、希望職種の選
択肢を広げ、仕事内容や職場の理解
を深め、その後正社員への移行をめ
ざすもの）を実施しています。
対象者の皆さん、「新卒者体験雇
用事業」を活用して早期就職を目指
しましょう。
●問い合せ 鳥栖公共職業安定所
（ハローワーク鳥栖）学卒支援窓口
TEL 0942-82-3408

寄附御礼
●老人クラブへ
●生島ヨシ子様(箱川下分)故和義様
︵有料広告︶

夏休みセミと母との二重唱

消費生活相談日と場所（市・町外の人も相談できます）

来春卒業する高校生の採用をご検
討ください。
佐賀県内の高校生の就職希望者は、
約６割が県内・地元への就職を希望
していますが、求人が少なく生徒達
は就職先の決定に大変苦慮していま
す。厳しい経済情勢の中ではありま
すが、採用計画をご検討いただき、1
人でも多くの高校生が卒業までに就
職できるよう、ご理解・ご協力をお
願い致します。
求人票の提出、高校生の採用に関
することについては、鳥栖公共職業
安定所（ハローワーク鳥栖）求人・
企画部門までお問い合わせください。
●問い合せ 鳥栖公共職業安定所(ハ
ローワーク鳥栖)求人・企画部門
TEL 0942-82-3444

︵有料広告︶

太りすぎその一口が多いのよ
橋本

プレゼントしたいあなたが好きな虹
詫摩 綾子

大塚美代子

夢を見た時もあったね朝餉とる
大坪千枝子

多い方じっと見つめる半分こ
三宅 あや

母の知恵習っておけばと今思う
那須 紀子

民間の保険に加入する前に公的医療保険「高額療養制度」を考えましょう。同
じ人が同じ月に同じ医療機関で支払う医療費が自己負担額を超えた場合、支給さ
れます。民間の医療保険は公的保険で不足する医療費保障を目的とします。
①保険に加入する目的をはっきりさせましょう。
②それぞれの保険の特性を知りましょう。
保険の種類
生命保険 → 第一分野
損害保険 → 第二分野
医療保険や障害保険 → 第三分野
（１） 生命保険
被保険者の死亡や生存という保険事故があったとき「保険受取人」が保険金を
受け取ります。
「定額保険」は遺族の生活保障を目的とする保険期間が決まっている掛け捨て
の保険で、他の保険より保険料が安くなります。
「養老保険」は保険期間中に被保険者が死亡しても無事に満期を迎えても同じ
保険金が支払われます。保障と貯蓄を兼ねており、必ず保険が支払われるので保
険料は高くなります。
「終身保険」は保険期間が決まってなく被保険者が死亡したとき保険金が支払
われます。
どれを選択するか、保険金はいくらにするか、医療特約はどれにするか、
保険料は支払えるのかを考えましょう。

橋本みつる

原岡 秀夫

手ほどきを素直に受けて身に付ける
兵働己登子

井上千代子

斉藤 幾恵

気の抜けたビールみたいに帰宅する
向井 初子

何となく格好が良い少数派

炎天下暑さに勝った甲子園

どっこいしょ二人に増えた合言葉
中島三千子

曾孫にすがりて小道を散歩する
草の匂いに心安らぐ
鳥ノ隈
福岡 ミワ

車椅子母と見下ろす青田かな
鳥ノ隈
田中千津子

凶悪な暑さに負けて買うアイス
橋本かのこ

幾星霜日向ぼこする老夫婦

一身にすることをして汗となる
田中 寿恵

頑固さは父に負けじと蝉の声
中島 安広

一坪の菜園生きて流す汗

ダイエット汗かいた分食べる嫁
武富 直人

指の節人それぞれの仕事の手
松尾 利朗

香

神の住む高千穂峡の谷涼し
萩原
楠 多美子

丸かじり桃の余韻を連れ回す
山下麻の葉

於保 邦枝

六十の手習いはただ無心です
江口カズヨ

百日草切って頂き仏壇へ
田手

参議院枕のこして終わるまで
藤戸 峯夫

う ら ぼん

集う子も皆大人びし盂蘭盆会
上石動
大坪カツヨ

しま

ふれあい会指おり数え気もそぞろ
寺崎あさの

人生は頑固すぎても嫌われる
古川 清治

思うつぼ

商工観光課（東脊振庁舎）℡ 37-0350

とおみ

あどけなくほどけて遊ぶこの子等に
野は戦いのあとかたもなし
目達原
中島 南角

つど

真木千津子

楽しみのねずみ花火を終いとす
田手
大澤ヨシノ

ほむら

井上 春枝

幸

九十年使った指のゴツゴツと
上滝 初代

城野くみ子

嘘の多い人生でした夜が好き
城野 浩二

斎場の庭で見つけた蝉の殻

佐藤 隆史

夕立のように姉ちゃんやって来る
松尾寿美子

城野 憲子

風受けてさっそうと来る若つばめ
原 ミツエ

水色になってだあれも愛さない
西崎久美子

鍵盤を魔法のように孫の指

吉岡 昌子

惚けはじめ夫婦漫才しています
西村 正紘

面会の細い指見て涙ぐむ

もう来るかとっても長い夏休み
荒木 靖子

真夏日が続く夕焼け恨むまい
真島 清弘

青々と早苗一面雲と空

夫婦とはつかず離れず老いの道
草津 公代
どうにでもなれと猛暑の歩道橋
真島美智子

振り込め詐欺の

︵ふれあい文化祭︶
文化祭終われば近づく次の行事
盆月に入りいよよ忙せし
は き
横田
宮地カヨ子

せんだん

栴檀の大樹に集ふ蝉時雨
明日も又ねとひとり呟く
箱川

束の間の名なき小花に白き蝶
ささやくごとくふれてゐるなり
下三津東
松本メグミ

夕立に地球の炎抑えけり
永田ヶ里

父の忌や白百合多めに供華として
上豆田
伊東

出番きてせみの公演賑わいし
吉田
香田 春枝

君撮りし水着の我は初々し
松葉
香月 啓子

西尾 京子

住む人の絶えて久しやカンナ咲く
上石動
西牟田紀美子

片蔭を選んで歩む杖の人
吉田

みち

浄土への径のありけり蓮の花
講師
村岡 和水

野菜果物畑は夏のまっ盛り
仲宗根フミ子

あわてるな

ラジオより子等の元気な声聞きて
吾が体操も自づと声出す
目達原
中村 悦子

暑い日に風鈴ゆれて涼しげに
立秋近しさわやかな風
上中杖上分 渡邊登志子

子

立秋の朝空高し箒目を
たてたるごとく筋雲の浮く
立野
土井 敏明

血圧を計る窓より蝉の声
リズム気負ひて歌ひつづくる
吉田
中島

古希むかへ久かたぶりの同窓会
同じ学び舎や
余興めでたし
吉田
伊東 米子

真昼間の暑さすくいて夕風は
百日紅の花房ゆらす
伊保戸
中島 君子
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事業主の皆様へ

問い合せ

たしかめて

振り込む前に

もう一度
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9月のカレンダー

●まちの面積 43.94km2
●まちの人口（8月1日現在）
男性 7,842（ −4）
女性 8.337（ −4）
合計 16,179（ −8）
●世帯数 5,768（ +12）

＊【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12 死亡数15（7/1〜7/31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 水
2 木 消費生活相談【詳】

BCG予防接種

3 金 行政･人権相談（ふれあい館）13:30〜16:00

４か月児健診

4 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館

毎週月曜日
（20日は除く）
７(火)

5 日 吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市

ワン・ツー体操

6 月 健康相談【詳】 温水水プール休館日

２歳６か月児相談

7 火 BCG予防接種【詳】 ４か月児健診【詳】 ７か月児健診【詳】

きらら館

一般町民

13:00〜13:15

きらら館

H22.５月生及び生後
６ヶ月未満の未接種児

13:00〜13:15

７(火)

７か月児健診

９:00〜11:00

13:15〜13:30

きらら館

13（月)

９:50〜10:00

きらら館

14(火)

13:00〜13:15

H22.５月生

母子手帳・予診票
母子手帳

H22.２月生
２歳以上の幼児と保護者

水筒(お茶)

きらら館

H20.１・２月生

母子手帳・健康相談票

ポリオ生ワクチン投与

17(金)

13:00〜13:30

きらら館

H21.11月〜H22.４月生、
及び生後90月未満の
母子手帳・予診票
未接種児

１歳６か月児健診

24(金)

13:00〜13:30

きらら館

H21.１・２月生

母子手帳・健康診査票

２か月児相談

28(火)

13:00〜13:15

きらら館

H22.７月生

母子手帳

12 日

12か月児相談

29(水)

13:00〜13:15

きらら館

H21.９月生

母子手帳

13 月 ワン･ツー体操【詳】 健康相談【詳】 温水プール休館日
14 火 ２歳６か月児相談【詳】

集団健診
・若年健診・特定健診
９(木)〜11(土)
・後期高齢者健診・がん検診

８:30〜11:00

きらら館

15 水 道の駅吉野ヶ里休館日

・乳がん検診（要予約）

９:00〜10:50

16 木 消費生活相談【詳】

・子宮がん検診

8 水 おしゃべり広場きらきら10:30〜14:30中央公民館
9 木 消費生活相談【詳】 若年健診・特定健診・後期高齢者健診・がん検診（〜11日）
10 金
11 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館

※６ページをご覧ください。

28(火)〜30(木)

９:30〜10:30

ふれあい館

17 金 ポリオ生ワクチン投与【詳】
18 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

19 日 敬老会
20 月

●接種するときの注意点
９月５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。
９月12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。 ９月19日
（日）

21 火 温水プール休館日
22 水 おしゃべり広場きらきら10:30〜14:30中央公民館
23 木
24 金 １歳６か月児健診【詳】

１歳６か月児健診

25 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
26 日

〈乳幼児個別予防接種〉
予防接種（ワクチン）の種類

27 月 健康相談【詳】 温水プール休館日
29 水 12か月児相談【詳】
30 木 消費生活相談【詳】

麻しん・風しん混合（2期）

よしのがリサイクル（7月搬出分）
210

2,320

190

日本脳炎

単位：kg

新 聞 その他
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
紙
5,470

400

130

720

ペットボトル
キャップ

古着

売却金額

0

700

237,801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（９月５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

追い出す力

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

28 火 ２か月児相談【詳】 乳がん・子宮がん検診（〜30日）

7,800

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。

環境課（三田川庁舎）℡ 37-0335

地域の輪

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

中下医院
神埼市千代田町
TEL44-2488

江
【内】

小森医院

※診療時間は９時〜17時

しらいし内科

神埼市神埼町城原
TEL52-3848

【内・循】

南医院

吉野ヶ里町上豆田
TEL52-1136

【小・内】

中尾胃腸科医院

神埼市神埼町田道ヶ里
TEL52-3295

【外・整外・胃・内】

神埼市千代田町直鳥
TEL44-2777

【外・胃・整外】

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

山田こどもクリニック
９月20日 神埼市神埼町田道ヶ里
（月） TEL55-6566

古賀内科

最所医院

和田医院

【小】

９月23日
（木）
９月26日
（日）

神埼市千代田町境原
TEL44-2311

【内・小・胃】

吉野ヶ里町吉田
TEL52-2452
【内・胃・呼】

神埼市千代田町嘉納
TEL44-2046
【内・小】

神埼病院

たけうち小児科医院

神埼市神埼町田道ヶ里
TEL52-3145

神埼市神埼町田本堀
TEL52-2524

松本医院

神埼クリニック

【外・整外・胃】

【小】

10月３日
◆個別予防接種のお知らせ
神埼市神埼町田道ヶ里
吉野ヶ里町下三津東
（日） TEL52-4185
日本脳炎の予防接種について、平成22年４月１日から１
TEL53-1818
【内・小】
【内・胃・呼】
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
【外】外科 【整外】整形外科 【内】内科 【胃】胃腸科
歳に達するまでの期間）に対し、「積極的な勧奨」を再開す
【小】小児科 【脳】脳神経外科 【呼】呼吸器科 【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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長寿祝金を
支給します

敬老会

町では、75歳以上の人に年齢の節目で、長
寿祝金を支給します。
祝金該当者は、毎年９月１日現在（基準日）
において吉野ヶ里町に住民登録をして１年以上
居住している人で、その年の４月１日から翌年
３月31日までの間に年齢が75歳、77歳、85
歳、88歳、95歳、100歳になる人です。
【祝金額】
演芸

開催日

９月19日（日）

受

付

午前９時30分から
※金婚者の受付は８時30分から

開

式

午前10時から（終了予定12時）

吉野ヶ里炎祭劇団の

「佐賀仁○加」

75歳
77歳（喜寿）
85歳
88歳（米寿）
95歳
100歳

【支給方法】
９月中に地区民生委員を通じて支給します。

対象者

昭和10年４月１日以前生まれの人

会

場

三田川健康福祉センター『ふれあい館』大広間

送

迎

東脊振健康福祉センター『きらら館』から
敬老会会場まで送迎バスを運行します。
午前９時30分出発

問い合せ
福祉課（東脊振庁舎）
あし

回

アシ
︵葦︶と
吉野ヶ里

YOSHINOGARI

吉野ヶ里町
再発見シリーズ

DISCOVER

第
16

10,000円
10,000円
20,000円
30,000円
50,000円
100,000円

TEL 37-0343
あ

「人間は考える葦である」（パスカル）で知られる葦は「悪
よ

し」に通ずるとし、「良し」と言い換えたことから、葦をアシ
ともヨシともいうようになった。
写真左のように田手川の河川敷は今もヨシに覆われてい
る。航空写真（1948年、米軍撮影）の判読では、吉野ヶ里の
東の平地に幾筋もの旧河道が見られ、網状河川をなしてお
り、かつて吉野ヶ里から吉田にかけてヨシ（葦）が繁茂して
田手川のヨシ（吉野ヶ里）

いたと推察される。葦は身近にあり、茎が丈夫なことからヨ

シズや屋根材（吉野ヶ里歴史公園の主祭殿や竪穴住居の屋根も）､肥料
や食料､燃料､舟としても利用された。近年､河川改修等でヨシ原は減少し
ているが､その自然浄化作用が再評価され､復元事業に取り組む自治体も
出てきた。
この地にヨシが繁茂していたことは、吉野ケ里遺跡の土壌に含まれる
植物の珪酸体（プラント・オパール）分析から確認されている。弥生時
代に稲作が本格化すると､吉野ケ里周辺の氾濫原や低湿地は格好の稲作

ヨシ葺きの屋根（乙ノ馬手）

みずみず

地帯となった。古事記では、日本を、豊かに葦が生い茂り、瑞々しく美
とよあしはらみずほ

しい稲穂が実る「豊葦原瑞穂の国」としているが、吉野ヶ里周辺はまさ
おん

に豊葦原瑞穂の地であったのだ。吉野ヶ里､吉田は共に音が｢ヨシ｣である
が、漢字をあてるに際し､｢葦｣の字を縁起のいい｢吉｣としたとも思われ
る。吉野ヶ里について言えば、吉野は「良い野、吉」に通じる佳字地名
であり、｢ヶ里｣は､条里制に由来する。和銅６年（713）、風土記編纂にあ

学校橋付近（西石動）

たり、元明天皇が｢佳字二字令｣を出したこともあり、全国的に２字の縁起の良い地名が普及して
いった。いずれにしても地名やしこ名（細地名、土地名）は、歴史や自然､地形の特徴を表した貴
重な文化遺産とも言えよう。（文責：於保 忠）

広報
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37-0330

