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「100万人突破 ! 」
10月26日、ひがしせふり温泉「山茶花
の湯」の来館者100万人突破セレモニー。
100万人目となったのは、月に１回５〜
６時間は滞在しているという福岡県大刀
洗町の古賀さん親子でした。
さて、山茶花の湯では感謝企画として、
今回も本誌を持参すると無料で○○でき
るとか。詳しくは誌面へどうぞ。

町花：さくら

町木：さざんか

●保健行事・カレンダー………………………………… 22-23
広報よしのがりは、吉野ヶ里町の公式ホームページ
のデジタル広報でも見ることができます。

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

炎のものがたり
今からさかのぼること︑遥か三千年前︒
邪馬台国は男の王が治めていた︒
しかし︑国は荒れ︑
大和の国一帯は
永い動乱の時代が続いていた︒
人々は長い争いに疲れ︑収穫も減り︑
貧困に苦しんだ︒
そして︑やがて神の言葉の伝達者として
国の最高司祭者である卑弥呼が出現︒
国には︑待ち望んだ平和が訪れた︒

ふるさと

24

ふるさと炎まつりが 月 日・ 日の２日
23

日は幼稚園・保育園のかわいい出し物が

され︑約２３︑０００人が来場しました︒

間︑吉野ヶ里歴史公園﹁まつりの広場﹂で開催

10

披露され︑夜には１︑１００発の花火が吉野ヶ
里の夜空を彩りました︒
日は朝から雨が降る空模様でしたが︑午

後には雨が上がるのを待ち構えたように多く
の人が訪れました︒
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ふるさと

吉野ヶ里こども園 園児の組体操
【ザ・猿飛】（ミニ・サスケ）
町内の中学生が雨の中、
体力を競い合いました。

︻イベント会場フォトリポート︼

【園児のパフォーマンス】
大勢のビデオやカメラを構えた
保護者たちがステージを取り囲
んでいました。

【よさこい卑弥呼】

くるみ保育園児の遊戯

【吹奏楽部演奏】
【もちの振る舞い】
晴れ渡る空の下、東脊振中学校吹奏楽部による 来場者には無料でもちが配られました。
演奏が会場中に鳴り響きました。

東脊振幼稚園児のバルーン遊戯

吉野ヶ里キッズダンス

しし汁に下鼓を打つ子ども達。
イベントに出演しおなかも減って
ペロリと平らげていました。

【歌謡ショー】
炎まつり恒例の
歌謡ショー。
今年のゲストは
大田千恵さんで
した。

炎まつり劇団の「佐賀にわか」

【商工会青年部・オークション】
電化製品がびっくりするような安値
で競り落とされていました。
また恒例のお菓子などの安売りでは
ジャンケンマンが登場。勝って商品
を手に入れたい人の長い列があっと
いう間にできていました。
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【会場内のイベントコーナー】
写真左上＝吉野ヶ里タイムアタック
写真左下＝火おこしゲーム

右上＝大人気のスマートボール
右下＝ステージ前は大勢の観客で賑わっていました。

パーシーズ（上）と WIZZ バンドの迫力の演奏
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２０１１年（平成２３年）は、地方消費税（消費税５％のうち１％）を都道府県間で
愛称
「こーたろー」
清算する際の基準となる「消費に関する指標」の調査対象年です。
多くの調査対象企業は、この年の直近の決算期の実績で回答すると思われることから、２０１１年３月決算期の対
象となる２０１０年の県内消費を増やせば、県内市町及び佐賀県の地方消費税による税収が５年間増えることとなり
ます。

地方消費税
◇地方消費税とは…国税である消費税と同様に、国内での販売、サービスの提供、
輸入貨物に対して課税される県税です。
消費税４％
◇地方消費税の税率（右図）

地方消費税
１％

消費税及び地方消費税５％

力作揃いの﹁菊花展﹂

文化の秋を満喫

「Buyさがん2010」で
県内・町内の消費を拡大しよう!!
バイ

文化の祭典、第5回吉野ヶ里町文化祭が11月13日と14日
の2日間開催されました。
開会式での「昨年は新型インフルエンザの流行で中止
となり今年は２年分の成果を披露してください」という
主催者挨拶の後、各サークルによる舞踊などが披露され
ました。
また、農村環境改善センターと三田川武道館で開かれ
た展示の部には、個人や団体から寄せられた力作が所狭
しと並べられ見る人を楽しませていました。
このほか、ふれあい館ではカラオケ大会や茶道サーク
ルによる野点も行われ文化の秋を満喫しました。

◇地方消費税の行き先…事業者の方が、所在地（会社であれば本社所在地）を管
轄する税務署に、国の消費税と併せて申告納付されます。
税務署に納められた地方消費税は、後日国から県に払い込まれます。

地方消費税の清算

清

算

問い合せ

商工観光課（東脊振庁舎）

お茶でホッと一息
日舞「かわいい魚やさん」

他都道府県
三田川中吹奏楽部の演奏

１／２を
市町村へ

１／２を
市町へ

◇地方消費税の清算…最終消費地と課税地の不一致を
ウェイト
清算基準
解消するため、一度国から払い込まれた地方消費税相
・小売年間販売額
（6/8）
当額を都道府県間で清算するものです。清算では、商
・サービス業対個人事業収入
県
・人口
（1/8）
業統計調査（例年５年に１回実施）による各都道府県
・従業員数
（1/8）
の年間小売販売額などの指標が用いられます。また、
清
算
清算後は、この２分の１が県内市町に交付されます。
（右図）
ウェイト
交付基準
（1/2）
・人口
市町、県が一体となって県内消費を拡大する取組み
（1/2）
・従業員数
を行っています。お買物は是非県内・町内で…ご協力
をお願いします。また、たばこは町内で買いましょう。
町のたばこ税の収入となります。（健康のため吸いすぎには注意しましょう）

TEL 37-0350

日舞「契り酒」二人の呼吸を合わせて
三田川幼稚園園児による「ソーラン節」
日本吟道真衛会三田川支部の吟詠

買い物や食事は町内で!!

好評につき今年も12月１日よりプレミアム10%付き発売

「よしのがり地域振興商品券」
●販売金額 1セット 10,000円（11,000円分）
1人３セットまで購入可能
●販売開始日 12月１日（水）９:00〜
●販売場所 町商工会及び町内の商工会会員の
登録店舗。
●商品券が使える店 町商工会会員の登録店舗
※取扱店は、のぼり旗とポスターが目印です。
●問い合せ 吉野ヶ里町商工会
TEL 52-4644
※この商品券は「Buyさがん」の吉野ヶ里版として町内で
の購入を促進することで、税収増の一担となり、環境福
祉などに活かされ町内の活性化を期待するものです。
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社交ダンスクラブの華やかなダンス
かわいい作品に笑顔が
力作が並びました

みほん
息の合った文化琴の演奏
工夫を凝らした大合唱、会場にはおせんべいも飛んできました
YOSHINOGARI 6

町民講座

認知症について学ぼう

認知症は「もの忘れ（記憶障害）」と「判断力低下」が起こ
る脳の病気です。種類によっては、治るものや早めに発見・対
処すれば症状の進み方を遅らせることができるものがありま
す。一人一人が認知症を正しく理解し、早い段階から対応して
いくことが大切です。
そんな認知症のケアと予防について、NBCラジオに出演中の
ドクターのわかりやすい講演で一緒に学んでみませんか。
●日時 12月４日（土） 10:00〜11:30（受付９:30〜）
●場所 中央公民館 講堂
●内容 講演「認知症のケアと予防について」
講師 ひげドクターのお元気でクリニック 安倉俊秀先生
※申込みは不要です

けんこう

１番

講師の先生の
プロフィール

国保加入者・後期高齢者医療加入者の皆さんへ
「高額医療・高額介護合算療養費制度」のお知らせ

2002年、ひげドクターの
お元気でクリニック開設
（訪問診療を専門に活動）
2007年、医療法人ゲズンハイト設立
日本認知症グループホーム協会常任理事
★ＮＢＣラジオ佐賀にも出演中！
「おはこんラジオ」
毎月最終木曜日9:00〜11:40
「ヒーマン＆ひげドクターのチョイ悪ラジオ」
毎週日曜日17:30〜18:00

認知症予防教室

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。

●高額医療・高額介護合算療養費制度とは
医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担軽減のため、1年間（８月から翌年７月まで）に支払った
医療保険と介護保険の自己負担額を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です（医療のみ
または介護のみの支払いは対象外）。

●支給対象者への通知
支給対象者には12月頃、郵便により通知します。

●支給対象者でも通知できないことがあります
次に該当する人には、支給対象である旨の通知ができないことがあります。
平成21年８月から平成22年７月までの間に、
●市町村を超えて転居をした場合
●他の医療保険制度から国保又は後期高齢者医療制度に移行した場合
※保険区域外からの異動や他保険からの移行があると、そのままでは異動前の自己負担額を把握することができま
せん。期間内に医療と介護両方の高額な支払いがあって、通知が届かなかった場合には、下記の支給要件・支給
額を参考にしてもらい、役場保健課又は後期高齢者医療広域連合へご相談ください。

●国民健康保険の支給要件・支給額
【70歳未満の人】

基準額
① 国保税の課税所得金額が600万円以上の場合

【書き方教室】１月６日から（全10回）

【エアロビクス教室】１月５日から（全12回）

日時：毎週木曜日 13時30分〜15時30分
会場：町民集会所
講師：皆本貴枝先生
持ってくる物：習字道具
定員：20人

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
定員：25人

書 は心を落ち着かせ、集中力と脳を鍛えます。
毛筆のほか、筆ペンや硬筆の練習も行います。

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！

126万円

② ①③以外の場合

67万円

③ 世帯主と国保加入者が住民税非課税の場合

34万円

【70歳〜74歳の人】

基準額
① 3割負担の場合

67万円

② ①③④以外の場合

56万円

③ 世帯主と国保加入者が住民税非課税の場合

31万円

④ ③の全員の所得が０円となる場合

19万円

●後期高齢者医療制度の支給要件・支給額
基準額
① 3割負担の場合

67万円

② ①③④以外の場合

56万円

③ 世帯全員が住民税非課税の場合

31万円

④ 世帯全員の所得が０円となる場合

19万円

問い合せ
●対 象：おおむね65歳以上の町内在住者
●参加費：無料（書き方教室の習字道具は各自で準備をお願いします）
●申込み：12月17日（金）まで

申込み・問い合せ 福祉課 おたっしゃ本舗吉野ヶ里（東脊振庁舎）
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●役場保健課国民健康保険係・後期高齢者医療係（東脊振庁舎内）TEL 37-0345
●佐賀県後期高齢者医療広域連合（佐賀市大和町）TEL 64-8476

社会保険など（協会けんぽ、共済など）に加入している皆さんへ

TEL 37-0344

平成22年７月末（基準日）に社会保険などに加入しており、高額介護合算療養費の対象になると思われる場合
は、基準日の健康保険に申請しますが、その際介護保険の「自己負担額証明書」が必要になります。
ただし、証明書の発行には１か月程度かかります。
●問い合せ 佐賀中部広域連合（給付課）TEL 40-1134
YOSHINOGARI 8

「吉野ヶ里町男女共同参画基本計画
（案）
」
に関する
町民の皆様のご意見をお聞かせください
現在、町では「吉野ヶ里町男女共同参画基本計画（案）
」
の策定を進めて
います。今回、男女共同参画の「基本計画」の原案がまとまりましたの
で、パブリックコメント（町民意見の募集）を実施します。
●募集期間 12月６日（月）〜12月27日（月）
●資料の閲覧場所
●町ホームページ（URLは表紙参照）
●次の公共施設窓口 ①三田川庁舎(総務課) ②東脊振庁舎(住民課総
合窓口) ③中央公民館 ④東脊振農村環境改善センター ⑤三田川
健康福祉センター「ふれあい館」 ⑥東脊振健康福祉センター「き
らら館」
※閲覧時間は、土・日・祝日を除く午前８時30分〜午後５時まで。
ただし、①･②は土・日・祝日でも、時間外受付窓口で閲覧できます。
●提出方法 直接持参・郵送・ＦＡＸ・電子メールのいずれかの方法によって提出してください。

総務課（三田川庁舎）

骨粗しょう症検診
東脊振健康福祉センター
「きらら館」

12月９日(木)
【受付時間】13:15〜15:00

（年齢基準日：平成23年３月31日）

【検診内容】

種

別

項

目

対象年齢

受診料
69歳以下 70歳以上

骨粗しょう症検診 問診・手のレントゲン撮影 40歳以上 300円

受診の際に
必要なもの

100円 保険証、受診料

●医療機関で骨粗しょう症の治療をされている方は、受診する必要はありません。
●予約制ではありませんので、時間帯によっては１時間程度の待ち時間が発生する可能性があります。

TEL 37-0330

地上デジタル放送受信のための
チューナー設置を支援します。

県産木造住宅
見学会

平成23年７月24日で現在のアナログ放送は終了し、地上デ
ジタル放送に完全移行します。
総務省では、経済的な理由で地上デジタル放送を視聴できな
い世帯に対し、簡易な地上デジタル放送対応チューナー1台の
無償給付支援を行っています。
●対象世帯
①生活保護世帯
②障がい者がいる世帯で、かつ全員が町民税非課税の世帯
③社会福祉事業施設に入所されている世帯
●支援内容
①簡易なチューナー（１台）の無償給付
②アンテナ工事などが必要な場合の無償工事
※ご自身で購入したチューナーなどの清算はできません。
●申し込み・問い合せ
総務省 地デジチューナー支援実施センターへご連絡ください。
ナビダイヤル TEL 0570‐033840
ナビダイヤルが利用できない場合 TEL 044‐969‐425
平日 午前９時〜午後９時
土・日・祝日 午前９時〜午後６時
http://www.chidejishien.jp
●申し込み期限 12月28日（火）

日頃馴染みの薄い製材所や佐賀県産木材で
建てた木造住宅の見学会に参加しませんか。
木の良さを体感するとともに地元産木材で建
てた家の良さを実感してください。
●日時 12月18日(土) 13:00〜17:00
●内容 佐賀市周辺の製材所１か所、木造住
宅３か所の見学
●集合場所 佐賀市天神3丁目2-11
「どんどんどんの森」内
「アバンセ」北側駐車場 13:00集合
●募集人員 先着50名
●参加費 無料
●申込期限 12月10日（金）
●申込方法 住所、氏名、参加人数、連絡先
をファックス、Eメール、電話で申し込んでく
ださい。
●申し込み･問い合せ
佐賀県 武雄農林事務所 林務課
TEL 0954-23-5113 FAX 0954-22-4584
Eメール takeonourin@pref.saga.lg.jp
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検 診

「ふれあい館」
【実施日程】12月７日(火)・８日(水) 三田川健康福祉センター

様式は問いませんが、提出していただく際には、氏名・住所・電話番号等と意見を明記したものでお
願いします。また、町で用意した意見記入用紙もありますのでご利用ください。
●意見の取扱い お寄せいただいたご意見は、それに対する町の考え方とともに整理したうえで、住所
･氏名等の個人情報を除き、後日、町のホームページや広報誌で公表します。また、個々のご意見に
対して直接の回答はしませんのでご了承ください。
問い合せ

受けよう

問い合せ

保健課健康づくり係（きらら館）

TEL 51-1618

インフルエンザワクチンの予防接種は
済みましたか?
インフルエンザワクチン接種費用の公費による助成は、12月末までとなっています。
●全額助成（無料）
●対象者 ①生活保護世帯員
②町県民税非課税世帯員
●一部助成（個人負担額1,000円）
●対象者 ①65歳以上の人 ②60歳以上65歳未満の人で、心臓、じん臓又は呼吸器の機能及びヒト免疫不全ウイル
スによる免疫の機能に障害を有するものとして厚生労働省で定める人
（身体障害者手帳1級相当）
※詳しくは広報10月号をご覧ください。

生まれてきてくれて

ありがとう
田中
大坪
朝長
田中
平野
中川
北島
藤
古賀
平嶋
城野
甲斐

修二 様
浩司 様
芳昭 様
宏 様
隆治 様
裕也 様
大 様
万佐也様
俊彦 様
克臣 様
幹大 様
雄大 様

凛花(りんか)ちゃん
華朗(はろ)くん
飛翔(つばさ)くん
小真千(こまち)ちゃん
亜依(あい)ちゃん
陽香梨(ひかり)ちゃん
青空(そら)ちゃん
翔磨(しょうま)くん
由珠葵(ゆずき)ちゃん
琥次郎(こじろう)くん
雄大(たけひろ)くん
優月(ゆづき)ちゃん

９月28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。（７月・８月申請者）
大曲
豆田
立野
吉田
田手
吉田
吉田
大曲
立野
箱川
吉田
立野

第３子
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１子
第１子

川原
黒岩
大坪
福山
湯川
永田
赤坂
井上
中町
笹山
大坪
内田
納所

郁也 様
稔 様
亜矢子様
進一郎様
聖士 様
絋太郎様
義久 様
龍一 様
和也 様
和彦 様
実 様
和宏 様
強 様

問い合せ

陸(りく)くん
那々実(ななみ)ちゃん
結愛(ゆあ)ちゃん
潤(じゅん)ちゃん
友獅(ゆうし)くん
陽日里(ひかり)ちゃん
聖虎(まさと)くん
航汰(こうた)くん
星那(せな)ちゃん
歌恋(かれん)ちゃん
絆奈(はんな)ちゃん
依吹(いぶき)くん
美羽(みう)ちゃん

吉田
立野
箱川
吉田
立野
大曲
大曲
吉田
大曲
吉田
吉田
三津
吉田

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
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堂々の国体準優勝!!

あら！ハート型の茄子！

おめでとうございます

佐賀エレクトロニックス女子バレーボール部

平井さんの畑で収穫

教育委員会表彰

10月1〜4日、千葉県東金市で開催さ
れた第65回国民体育大会（ゆめ半島千
葉国体）の成年女子9人制バレーボール
競技で、九州代表として出場した佐賀エ
レクトロニックス女子バレーボール部
（立野工業団地）が準優勝に輝きまし
た。
決勝戦まで順当に勝ち上がった佐賀エ
レチームは、決勝で昨年は競り勝った富
士通テン（兵庫県）と再び対戦。結果は
0-2（19-21、19-21）と惜しくも敗
れましたが、１点を奪い合う白熱した試
合展開で、会場全体を魅了した栄光の第
2位となりました。

10月15日（金）、平井顕俊さん（萩原）の畑
でハート型の茄子が収穫されました。この茄子は
手のひらほどの大きさで、へたから先端までくる
りと巻いて可愛らしいハートの形を成していまし
た。収穫した平井さんは「このなすびを見つけた
時は本当にびっくりしました。可愛くて食べるの
がもったいない。」と話していました。

写真左から 岡 泰弘さん（善行賞）
松隈元治さん（文化功労賞）
伊東邦弘さん（文化功労賞）

惜しくも優勝を逃したものの、堂々の準優勝。佐賀エレバレ、お疲れさま!!
ハート型の茄子と平井さん

砂場がきれいになりました
建設業協会青年部のボランティア活動

作業に精を出す青年部の部員

きれいになった砂場で園児とパチリ

11月6日（土）、佐賀県建設
業協会神埼支部（神埼建設業協
会青年部）がくるみ保育園の砂
場の砂の入れ替えを行いまし
た。
この取り組みは今年度から同
協会青年部が神埼市と吉野ヶ里
町の保育園を対象に毎年2か所実
施する計画で行われたもので
す。この砂は抗菌で子ども達が
安心して砂遊びができるように
との想いが込められています。

ホールインワン続出！
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10月2日（土）、佐賀市の大和勤労者体育センターで
交通安全高齢者自転車佐賀県大会（佐賀県交通安全協会
主催）が開催され、神埼地区代表として、吉野ヶ里町老
人クラブ連合会三田川支部女性部が出場しました。
女性部チームは、県下各地から集まった12チームの中
で唯一女性だけで構成されたチームで、惜しくも入賞は
逃したものの、会場内から多くの声援を受けて実地試験
や学科試験に果敢に取り組みました。
出場した選手たちは、「これからはこの知識や経験を
活かして、地域での交通安全に貢献したい」と話してく
れました。

三田川支部女性部チーム（敬称略）
（左から德安マユミ、伊東アヤ子、岡恵美子、平井イツ子、荒木エイ子）

土木遺産に認定

地区対抗グラウンド・ゴルフ大会
10月31日（日）、山茶花の湯グラウンド・ゴルフ場で平成
22年度地区対抗グラウンド・ゴルフ大会（町教育委員会主
催）が開催されました。大会結果は下のとおりです。
■個人の部
■団体の部
優勝 西牟田政次（上石動）
優勝 上石動
33打、ホールインワン3個
2位 吉田C
2位 大隈忠吉（吉田C）
3位 萩原A
34打、ホールインワン2個
3位 中島節子（下中杖）
35打、ホールインワン2個

老人クラブ女性部が健闘！
交通安全高齢者自転車佐賀県大会

11月13日（土）、文化祭において教育委員会表
彰が行われました。
この賞は地域文化活動の指導者として町文化の充
実発展に寄与され町民文化の向上に貢献された人に
贈られるものです。今年度の受賞者は次のとおり。

「蛤水道」
田手川の源流で江戸時代初期に成富兵庫茂安が整備した「蛤水道」が
土木学会の推奨土木遺産に認定され、10月23日に吉野ヶ里歴史公園で

優勝した上石動チーム

開催された土木フェアで認定証が授与されました。
本年度は全国で27件が選ばれ「蛤水道」は増水時に水量を調整する
ため設けられた「野越し」のアイデアが画期的と評価されての認定とな
りました。認定証を受け取った中村副町長は、「毎年5月には清掃を行
い成富兵庫茂安の遺徳をしのぶ兵庫まつりを開催している。今後も水の
恵みに感謝し後世に受け継いでいきたい」と挨拶しました。

認定証を受け取る中村副町長

YOSHINOGARI 12

収穫の秋！

秋の味覚に舌鼓

吉野ヶ里こども園稲刈り

第9回吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市

10月28日（木）、吉野ヶ里こども園で
稲刈り体験が行われました。
子ども達は先生に稲株の握り方や鎌の使
い方を習って、1人2株づつ交代で収穫し
ました。稲刈りを終えた子ども達は「収穫祭
でお餅になるよ」と嬉しそうに話していました。
この日収穫したのはもち米で、天日干しの後11月27
日に行われる収穫祭で餅つきに使われます。また、収穫
祭では園内の畑で採れた大根や白菜、人参を使い、皆で
豚汁も作る予定です。

11月7日（日）、第9回吉野ヶ里夢ロマン軽ト
ラ市が開催され、約10,000人の買い物客で賑わ
いました。
今回の軽トラ市では、『新米（石動米）のすく
い取り』や『しし汁の無料ふるまい』が行われ、
吉野ヶ里町ならではの秋の味覚を味わえるイベン
トに、参加した人達の笑顔が会場中に溢れていま
した。
また、行楽の秋とあって県外からの参加者も多
く、軽トラ市終了時間の11時30分を待たずに売り切れてしまう店が続出してい
ました。
次回の軽トラ市は12月5日（日）8時〜11時30分に開催されます。

パキスタン大洪水支援
国際緊急航空援助隊帰国

火の用心
三田川中防火看板制作
三田川中学校の美術部が制作した防火看板の引き渡し
式が11月5日（金）に行われました。
看板は「秋の火災予防運動」に合わせ、神埼地区消防
本部が制作を依頼していたもので、美術部1年生6人が中
心となって3年生7人がサポートする形で約3ヶ月かけて
描き上げました。
作成された防火看板
式では、部員を代表して久野莉帆さんが「吉野ヶ里歴
史公園をモチーフに、立ち上る煙を竜に見立て卑弥呼が魔法の壷から水を
撒いて消火するというストーリーで防火を呼びかけました」と制作の狙い
を説明。その後、森重喜消防長が美術部部長の行徳千尋さんに感謝状を渡
し、「消防本部前の国道沿いに掲示し、防火意識の高揚に役立てたい」と
感謝の言葉を述べました。

県民体育大会２位（町の部）
第63回県民体育大会

表彰を受ける井上教育長
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10月16日（土）・17日（日）
の2日間、鹿島市・嬉野市・太良
町で16競技294人が参加して県
民体育大会が行われました。

上手に鎌を使って稲刈り

7月に発生したパキスタンの大洪水被害者支援のために派
7月に発生したパキスタンの大洪水の被害者支援のため派
遣されていた国際緊急航空援助隊が10月26日無事に帰国
し、28日目達原駐屯地で帰国報告会が行われました。
し、28日に目達原駐屯地で帰国報告会が行われました。
国際緊急援助隊派遣法に基づき派遣されていたのは、第4
師団を中心に構成された援助隊員約200人。8月31日から
約40日間、食料や水、医薬品などの物資や海外の医療隊な
どをヘリコプターで輸送する輸送活動を行いました。

無事に帰国した援助隊員を囲んでの帰国報告会
感謝状を受け取る行徳千尋さん

【団体優勝】
バレーボール一般男子（Ｂパート）
バレーボール一般女子（Ｂパート）
軟式野球一般男子Ａ（Ａパート）
【個人優勝】
加々良隆弘 水泳一般男子 平泳ぎ25ｍ（40〜49歳）
平井 達二 陸上一般男子 砲丸投げ（40〜49歳）

吉野ヶ里町は「町の部」で2位
の好成績を収め、井上教育長が佐
【団体準優勝】
賀県民体育大会会長（古川康佐賀
ソフトボール一般男子Ａ（Ｂパート）
県知事）から表彰を受けました。
ゲートボール一般男女混成 Ｂチーム（Ｃパート）
種目別の成績は次のとおりで 【個人準優勝】
す。
山口聖子 陸上一般女子 走り幅跳び

みんなで楽しみました
立野地区の

わ

づくり委員会

地区の人たちと芋ほりを楽しみました

10月31日（日）、立野公園北の畑
で芋ほりと収穫祭が行われました。子
どもからお年寄りまで約300人が参加
し、まるまる太ったサツマイモを収穫
しました。収穫したサツマイモの一部
はその日行われた収穫祭で豚汁と焼き
芋にして振舞われました。
また綿菓子、かき氷、
おかしすくいなども用意
され、たくさんの人で賑
わいました。

さあ、何が出るかな？
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ハッピーバースデイ
̶ 吉野ヶ里町の宝 ̶

Happy
Birthday

「絵本の読み語り教室」
とくなが

め い

もり

森 優仁くん

【家族からのメッセージ】来年からは、楽
しみにしていた幼稚園。お友達をたくさん
作ろうね！

【家族からのメッセージ】お歌が大好きな
ヒロくんはいっつも皆に歌ってくれます。
とーっても上手だよ。

平成18年12月30日生まれ 【目達原】

なかもり

ひろ と

德永 萌衣ちゃん

平成19年12月30日生まれ 【衣村】

ま お

中森 舞桜ちゃん

平成21年12月26日生まれ 【立野】
【家族からのメッセージ】１歳おめでとう！笑顔い
っぱい、すくすく元気に育ってね。パパ・ママより

つる

ゆうか

廣渡 耀ちゃん

平成18年12月19日生まれ 【萩原】

平成20年12月19日生まれ 【立野】

【家族からのメッセージ】いつもニコニコ
笑顔をみんなにくれてありがとう♡

【家族からのメッセージ】２歳のお誕生日
おめでとう。これからもお兄ちゃんと仲良
く過ごしてね。

も え

手塚 望会ちゃん

【１月号募集】
●対象者…12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…12
月３日(金)●問い合せ…総務課秘書･広報係
TEL37-0330 ※「ハッピーバースデイ」は
先着８名様で締め切ります。

児童館

三田川

日にち

時 間

４日(土) 14:00〜

やまぐち

み き

やまさき

あ ゆ

山口 実希ちゃん

山﨑 愛唯ちゃん

【家族からのメッセージ】いつもお兄ちゃ
んの後をついて行く実希ちゃん。初めての
誕生日おめでとう。

【家族からのメッセージ】歌と青色が大好き
なあゆちゃん♡３歳のお誕生日おめでとう!!

平成21年12月27日生まれ 【西石動】

だより
行

開館時間

12月の
催 し
事

平成19年12月27日生まれ 【立野】

月〜土曜

問い合せ
対

象

三田川児童館 TEL 53-1117
定員

ステンドグラスに挑戦!

６日(月) 11:00〜12:00 0,1,2,3歳親子のつどい

９:30〜18:00

●就学前幼児は保護者同伴小学生は17:00までの利用です

0,1,2,3歳児とその保護者

材料代

申込締切

300円

申込受付は終了

無料

12名程度
クリスマスケーキを作ろう! 小学生以上
フルーツ親子ひろば
1,2,3歳児とその保護者
14日(火) 10:00〜12:00 (クリスマス特別企画)
10組程度
スクラップブッキングをしよう (託児をします。)

300円 12月6日(月)正午

18日(土) 14:00〜

小学生以上

無料

20日(月) 10:30〜11:30 ドレミ広場

町内在住の未就学児親子

無料

25日(土) 14:00〜

どなたでも

無料

11日(土) 14:00〜

工作室開放デー
映画まつり

600円 定員になり次第

＊14日の「フルーツ親子広場･スクラップブッキングをしよう」は、かわいい子どもの写真を使ってクリスマスバージョン
でアルバムを作ります。●参加希望の人は直接または電話でお申し込みください。詳しくは児童館内掲示板をご覧くださ
い。●年末年始の閉館日･･12月29・30・31日・１月１・２・３日
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TEL 37-0341

この大会は、子ども達が日ごろ家庭や学校、地域での生活の中で感じたことや、
未来への夢や希望などを自分の言葉をつかって、大勢の皆さんの前で発表するも

第４回吉野ヶ里町

少年の主張大会

ので、社会の一員としての自覚を持ち、表現力を磨くことや、町民に青少年の健
全育成に対する理解と関心を深めてもらうことが目的です。
町内の小学生・中学生に加え、本町出身の高校生も参加して意見発表をしま
す。この機会に、未来を担う子ども達の熱弁を聞いてみませんか。

平成17年12月26日生まれ 【下三津西】
【家族からのメッセージ】５歳だね！おめでとう♡
幼稚園のお友達や妹と元気いっぱい仲良く遊んでね

募集

●日時 12月6日･13日･20日･27日（毎週月曜日）)10:00〜11:30
●内容 絵本の読み語り基礎（発声とフレージングなど）
●場所 中央公民館２階 展示室
●募集人員 20名（託児あり）親子同伴も可
●講師 副田ひろみ元アナウンサー
●申込期限 12月３日（金）
※電話での申し込みもできます。
社会教育課（中央公民館）
問い合せ

ひろわたり ひかり

鶴 夕華ちゃん

てつか

親子のふれあいや家族の絆を深め、子育ての支援や児童の健全育成
を図ることを目的とした「絵本の読み語り教室」です。
絵本を読み語る技術を向上させて、ボランティアとして活躍する人
を募集します。

●日 時：平成22年12月18日（土） ９:10〜12:00（受付８:50〜９:10）
●会 場：吉野ヶ里町中央公民館
※発表終了後、三田川小学校金曜
●発表者：小学生の部（５〜６年生）11名
学級、東脊振小学校金曜学級によ
：中学生の部（１〜２年生） ９ 名
る詩の朗読があります。
：高校生の部４名
問い合せ
●テーマ：自由 ※発表時間１人５分程度
青少年育成町民会議事務局（社会教育課） TEL 37-0340

図書室だより

中央公民館に新しい本が入りました
※東脊振公民館でも取り寄せ可能です。

本のタイトル
終わらざる夏
上
往復書簡
悪の教典 上
小暮写真館
オー！ファーザー ａ ｆａｍｉｌｙ
もっとからだにおいしい野菜の便利帳
ＢとＩとＲとＤ
クリスマスのてんし
もしも、ぼくがサンタクロースと
ともだちだったら・・・
かさじぞう
おとうさんのえほん
ルルとララのしあわせマシュマロ

著 者
浅田 次郎
湊 かなえ
貫井 祐介
宮部 みゆき
伊坂 幸太郎
板木 利隆
酒井 絢子
エルゼ・ヴェンツーヴィエトール
富安 陽子
松谷 みよ子
高畠 純
あんびるやすこ

!

おすすめの本

「もしも、ぼくがサンタクロースと
ともだちだったら」
富安 陽子 著

もしも、ぼくがサンタクロー
スと友達だったら、何をしよ
う？サンタクロースの家に行
って、そりすべり大会をして
…ぼくの想像はどんどんふく
らみます。そして最後にぼく
が考えたことは、大すきなサ
ンタクロースを思いやること。
相手の気持ちになって考える
という豊かな心をプレゼント
するクリスマス絵本です。
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年金

ご存知ですか？「学生納付特例制度」
と「若年者納付猶予制度」

を受けることができなくなります。
●年金額には？ 承認された期間は
老齢基礎年金を受け取るために必要
な期間に算入されますが、年金額に
は反映されません。
●追納制度 就職などで収入が得ら
れるようになった場合、10年以内
であれば将来受け取る年金を増額す
るために保険料を納めることができ
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

●学生納付特例制度 20歳以上の
人は、学生であっても国民年金に加
入しなければなりません。しかし、
学生は一般的に所得が少ないため、
本人の所得が一定額以下であれば、
環境
国民年金の保険料が猶予されます。
対象となる学生は、学校教育法に規
年末年始の環境関連業務
定する大学（大学院）、短期大学、
高等学校、高等専門学校、専修学校 【リサイクルセンター】
12月29日(水)から１月３日(月)まで
及び各種学校（修業年限1年以上の
休止（１月４日から通常どおり）
課程）、一部の海外大学の日本分校
た だ し 、 1 2 月 3 1 日 ( 金 )８ : 3 0 〜
に在学する人です。また夜間・定時
17:00は臨時開放します。
制課程や、通信制課程も含まれます
●問い合せ
ので、ほとんどの学生が対象となり
環境課（三田川庁舎）TEL37-0335
ます。
【し尿の汲取り】
＊学生特例の承認期間
汲取予約最終受付 12月17日(金)
４月から翌年３月までですが、次年
12月30日(木)から１月３日(月)まで
度も在学予定である場合、４月初め
休止（１月４日から通常どおり）
に再申請の用紙が送られてきますの
●問い合せ
で、引続き学生であれば、必要事項
環整工業(有) TEL 52-2718
を記入して返送してください。
(有)三神清掃社 TEL 52-3706
●若年者納付猶予制度 学生でない
※地区によって業者が異なります。
30歳未満の人に限って利用できる
制度です。この制度は本人及び配偶 【ごみの収集】
可燃物・不燃物はごみ収集カレンダ
者の所得が一定額以下の場合に保険
ーどおり収集します。
料の納付が猶予されます。
脊振広域クリーンセンターへ直接ご
●制度の申請を行わないと… これ
みを持ち込む場合は12月30日(木)
らの制度を利用するには申請が必要
まで搬入可能。
です。申請をしないで保険料を未納
12月31日(金)から１月３日(月)まで
のままにしておくと、不慮の事故な
休止（１月４日から通常どおり）
どで障害が残った場合に、障害年金

●問い合せ
脊振広域クリーンセンター
TEL 51-9010
【犬の捕獲及び犬・ねこ引取】
12月27日(月)まで通常どおり
12月28日(火)から１月３日(月)まで
休止（１月４日から通常どおり）
●問い合せ
佐賀中部保健福祉事務所
TEL 30-1906

募集

吉野ヶ里ふるさと炎まつり
写真コンテスト募集中
吉野ヶ里ふるさと炎まつりのイベ
ント風景・人物など、自慢の作品で
コンテストに参加してみませんか。
●応募期間
平成22年12月24日まで
●応募方法 写真の裏面に、住所・
氏名・年齢・電話番号を記入し商工
観光課へ応募してください。
【1人３点まで応募可】
●問い合せ 商工観光課（東脊振庁
舎）TEL 37-0350

催し

東佐賀病院講演会
「地域の様々な社会資源とネットワ
ークについて」
●日時 12月８日(水)15:00〜15:45
●場所 東佐賀病院(地域医療研修
センター)
●内容 在宅に向けての支援･地域
包括支援センターの活用について
●問い合せ 東佐賀病院地域医療連
携室 TEL 0942-94-3748

︵
有
料
広
告
︶

コミュニティーホール展示会
［デイサービス作品展］
（シルバーケ
ア吉野ヶ里）
●展示期間
11月20日（土）〜12月12日（日）
[ひょうたん作品展]
●展示期間
１月５日（水）〜１月31日（月）
※皆さんの趣味などの作品をコミュ
ニティーホールで展示できます。
遠慮なくご相談ください。
●問い合せ 吉野ヶ里公園駅コミュ
ニティーホール TEL 55-8255

その他

下水道排水設備工事
責任技術者登録期間
平成22年度下水道排水設備工事
責任技術者更新講習を受講された人
の、吉野ヶ里町の登録手続き期間と
担当課は次の通りです。
●登録手続き期間
12月１日(水)〜10日(月)まで
●登録に必要なもの
・登録申請書
・修了証の写し
・身分証明(免許証の写し等)
・履歴書
※登録手数料は不要。
●問い合せ 環境課下水道係（三田
川庁舎）TEL 37-0335

12月10日から16日までは
北朝鮮人権侵害啓発週間
平成18年６月、「拉致問題その
他北朝鮮当局による人権侵害問題へ
の対処に関する法律」が施行されま
した。この法律は、北朝鮮当局によ
る人権侵害問題に関する国民の認識

山茶花の湯

を深め国際社会と連携して北朝鮮当
局による人権侵害の実態を解明し、
その阻止を図ることを目的としてい
ます。
●問い合せ 神埼警察署
TEL 52-2114

みを追い求め、心の豊かさをはぐく
むことに関心をもたない風潮や、他
人への思いやりの心が薄れ、自己の
権利のみを主張する傾向などが見受
けられ、このような状況が、様々な
人権侵犯事案を発生させる大きな要
因となっています。
そこで、「育てよう 一人一人の
知っていますか？
犯罪被害給付制度！
人間意識〜思いやりの心･かけがえ
通り魔殺人等の故意の犯罪行為に
のない命を大切に〜」を重点目標と
より亡くなられた被害者や遺族や、 して、啓発活動を展開しています。
身体に障害が残ることになった被害
生命の尊さ･大切さや自己がかけが
者、重い傷害を受けまたは疾病にか
えのない存在であると同時に、他人
かり長期入院治療を余儀なくされた
もかけがえのない存在であること、
被害者に対して、国が犯罪被害者給
他人との共生･共感の大切さを真に
付金を支給する制度があります。
実感し、「思いやりの心」「かけが
詳しくはお問い合せください。
えのない命」を大切にすることを考
●問い合せ 神埼警察署
えてみましょう。
TEL 52-2114
県内には、法務大臣が委嘱した人
権擁護委員がいます。地域に根ざし
山茶花の湯」の休館日
た活動を行い、地域の中で人権思想
好評を頂いております「山茶花の
を広め、人権侵害が起きないように
湯」では、皆様によりよいサービス
見守り、法務局の人権相談所や自宅
と満足を提供するため、12月９日
などで皆さんからの相談を受けるな
（木）をメンテナンスため休館とさ
ど、積極的な活動を行っています。
せていただきます。
●町の人権擁護委員(敬称略)
「山茶花の湯」では、年２回のメ
山田澄雄(萩原)
ンテナンス休館日を設定しておりま
井上千代子(吉田)
す。ご迷惑をお掛けいたしますが、 中島明彦(大塚ヶ里)
ご理解頂きますようお願いします。
柿本一義(永田ヶ里)
●問い合せ 山茶花の湯
寄附御礼
TEL 53-2619
●老人クラブへ
●古賀紀裕様(目達原） 故ミヱノ様
人権週間
法務省と全国人権擁護委員連合会
●中島ヨシヱ様(箱川下分） 故守様
は、今日まで世界人権宣言が採択さ
●平 通江様(松隈)
故シヅコ様
れた12月10日を「人権デー」と定
●三好利行様(坂本)
故ウメノ様
め、「人権デー」を最終日とする1
●最所 恆様(上石動)
故ミツエ様
週間を「人権週間」として、世界人
●坂本年史様(箱川下分) 故月山義一様
権宣言の意義を訴えるとともに人権
●福山孝幸様(上豆田)故トシエ様
尊重思想の普及高揚に努めています。
しかし、最近、物質的な豊かさの

100万人突破＆4周年感謝企画
※ご利用は一世帯一回となります。
※本誌はスタンプ押印後返却いたします。

本誌を持参いただくと…

２名様まで
※12月９日
（木）
は休館日となります。
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「カード預かります」という電話は詐欺

︵
有
料
広
告
︶

入浴無料！

TEL 53-2619

有効期限:平成22年12月31日

「電話番号が変わった」という電話は詐欺
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吉野ヶ里町役場 電話帳

軒先の干し柿だんだん艶の出て
のどかな里の原風景なり
松葉
香月 啓子

商工観光課（東脊振庁舎）℡ 37-0350

新しい形態の借金に注意しましょう〜クレジットカード現金化〜
●買取屋方式…クレジットカードのショッピング枠で商品を購入させ、それを業者
が買い取ることで消費者に現金が渡る仕組みです。
〈事例１〉業者に「クレジットカードで買い物をすれば買い取る」と言われクレジ
ットカードのショッピング枠の限度額分で商品を購入した。しかし、業者には商品
をカード使用額以下でしか買い取ってもらえず、さらに限度額分の買い物をしたの
でカードが使えなくなり困っている。

からす

クレジットカードのショッピング枠の現金化を利用すると一時的に現金を手に入
れることはできても、その金額よりも高額なクレジットの支払いに追われるため予
想以上に債務が膨らんでしまうおそれがあります。また、クレジットカードを現金
化する取引はクレジットカード契約違反になるためクレジットカード会社から退会
を求められる可能性もあります。さらに、クレジットカードのショッピング枠の現
金化は詐欺罪（刑法第246条）等の犯罪となる可能性があります。クレジットカー
ドの現金化は行わないようにしましょう。
※困ったときは早めに消費生活相談をしましょう。秘密は厳守します。

暑いのを我慢するから効くお灸
橋本みつる

良く効くと言われサプリを飲んでます
橋本
香

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。
生きる力与えてくれた子供達
草津 公代

がんばるぞかけ声だけが先にゆく
江口カズヨ

綱引きの力出し切り砂ぼこり
那須 紀子

井上千代子

支えられ今日もしっかり生きてます
大坪千枝子

夫言う隣はサンマうちは何

カート押す力加減を褒められる
中島三千子

来年も届けにきますサンタより
詫摩 綾子

枝豆の湯気の向こうに顔並ぶ
大塚美代子

子や孫をおでん煮込んで待つ月夜
向井 初子

世の中の周りが急ぐなぜ急ぐ
兵働己登子

秋の空羽根を伸ばした熱気球
中島 安弘

楽できる日を追いかけている畑
古川 清治

父さんの散歩はポチがしてくれる
松尾寿美子

知り合えた記念の句座にいる二人
城野くみ子

現在地きれいに消してゆく紅葉
西崎久美子

真島 清弘

台風のタマゴ奇麗な目鼻立ち
西村 正紘

締切りへ力仕事の原稿紙

コスモスに息が出来ないほど抱かれ
真島美智子

「お金を借りるのに先に保証金を払え」は詐欺

欲しいのは睡眠不足に効く薬
橋本かのこ

予防注射少しはこわい大人でも
三宅 あや

我を張った大人に出会う寂しいね
山下麻の葉

彼岸花こすもす紅葉寒気だん
原岡 秀夫

長谷川久栄

夫婦げんか介護会話で気が和む
藤戸 峯夫

嫁ぎ行く娘は母をまだ頼り

人生行路残る余生をゆっくりと
寺崎アサノ

ていねいにリハビリ亀の歩をまねる
吉岡 昌子

年かさねゆっくり歩く杖頼り
田中 寿恵

九十年生きても欲は捨てきれず
上滝 初代

秋の味覚美味しいものに欲が出る
原 ミツエ

アクロバット詰め放題で技見せる
荒木 靖子

貧欲さ少しはないと生きられぬ
武富 直人

年輪を重ねて分かる人の顔
城野 憲子

21 YOSHINOGARI

●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

︵
有
迎春用掛軸展
料
日展・院展・創画会などの大家をはじめ新進気鋭の作家
広
告 が描いた「梅に鴬」「水仙に小禽」「南天」「椿」「赤
︶ 富士」など迎春用掛軸を多数揃えて展示即売いたします。

期
時
場

日
間
所

12月17日（金）〜23日（木）
10:00〜18:00
さくら画廊
（佐賀市新栄西1-2-41 タワラビル１F）
問い合わせは
TEL 0952-29-0085
携帯 090-3607-4059

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

中央公民館

消費生活相談日と場所（市・町外の人も相談できます）

総務課

住民課（東脊振庁舎総合窓口）

東 脊 振 庁 舎

茶の花に所せましと烏うり
釣鐘ごとに赤き実の映ゆ
下三津東
松本メグミ

刈萱の風情の相に魅せられし
上石動
大坪カツヨ

一望す山茶花自生の北限地
田手
大澤ヨシノ

しらかみよ

幸

山茶花の白紙撚りしごとく咲き
永田ヶ里
井上 春枝

山茶花の森林浴と道しるべ
上豆田
伊東

空近し白き山茶花名所かな
吉田
香田 春枝

純白のひたむきに咲く山茶花よ
松葉
香月 啓子

田中千津子

守り継ぐ白さざんかの自生林
上石動
西牟田紀美子

秋澄みて耳納連山普賢岳
鳥ノ隈

身の細き母の手暖め霜の朝
萩原
楠 多美子

西尾 京子

村岡 和水

一人居のこぼれし光り日向ぼこ
田手
於保 邦枝

珈琲香女かしまし冬日和
吉田

むらすずめ

刈田より苅田へ渡る群雀
講師

●キャッシュバック方式…消費者にキャッシュバック付商品をクレジットカード決
済で購入させ、購入した商品とともに現金を渡す仕組みです。
〈事例２〉クレジットカードを使い商品を購入すればキャッシュバックするという
説明を受け契約をした。商品とキャッシュバックを受領したが、商品に値打ちがな
い思われるため商品を返品したい。また、クレジットカードの支払いは残っている
が現金がなく返済できない。

三 田 川 庁 舎

拉致竹島尖閣北方そがれゆく
月のうさぎは餅つくものを
目達原
中島 南角

丹精を込めて育てし盆栽の
枯れて淋しく主を待てり
目達原
中村 悦子

子

秋空に昇開橋の朱色映え
線路なつかし追憶の日日
上中杖上分 渡邊登志子

もと

さうび

夕闇の迫れる庭の秋薔薇
ひ
居間の灯受けて浮かぶ薄紅
立野
土井 敏明

暮れゆきて一番星の空の下
ヘリコプターの一機飛びゆく
吉田
中島

畠には日に日に育つ白菜の
きれいな緑後は巻くだけ
吉田
伊東 米子

満開のコスモス揺れる基地跡に
老若男女愛でつつ歩く
伊保戸
中島 君子

別れぎわ車窓に見送る杖つきし
姉亡き母の面影に似る
横田
宮地カヨ子

病む友の術後の笑顔思ひゐる
秋立つ風の空深く澄み
箱川
真木千津子

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)

はっきりしない請求は無視してまず相談
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12月のカレンダー＊【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

●まちの面積 43.94km2
●まちの人口（11月1日現在）
男性 7,850（＋13）
女性 8,348（−10）
合計 16,198（ ＋3）
●世帯数 5,776（ ＋6）
※出生数22 死亡数19（10/1〜10/31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

・子宮がん検診【詳】
1 水 乳がん検診（要予約）

毎週月曜日
（27日を除く）

９:00〜11:00

きらら館

一般町民
H23.３・４月出産予定の
妊婦とその夫(要予約)

母子手帳

2 木 消費生活相談【詳】

パパママ学級

12(日)

９:45〜10:00

きらら館

3 金 行政･人権相談（農村環境改善センター）９:30〜12:00

ワン・ツー体操

13(月)

９:50〜10:00

きらら館

２歳以上の幼児と保護者

水筒(お茶)

きらら館

H22.８月生及び生後
６か月未満の未接種児

母子手帳・予診票

4 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館

BCG予防接種

5 日 吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市

４か月児健診

6 月 健康相談【詳】 温水プール休館日
8 水 骨粗しょう症検診【詳】ふれあい館

おしゃべり広場きらきら10:30〜14:30中央公民館
消費生活相談【詳】

山茶花の湯休館日

10 金

13 月 ワン･ツー体操【詳】

健康相談【詳】

14 火 BCG予防接種【詳】

４か月児健診

15 水 12か月児相談【詳】

道の駅吉野ヶ里休館日

７か月児健診【詳】

18 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館

きらら館

H21.12月生

母子手帳

13:00〜13:30

きらら館

H19.５・６月生

母子手帳・健康診査票

２か月児相談

21(火)

13:00〜13:15

きらら館

H22.10月生

母子手帳

９:00〜10:50

１日(水)

９:30〜10:30

７(火)・８(水)
９(木)

少年の主張大会【詳】

温水プール休館日

21 火 ２か月児相談【詳】
22 水

予防接種（ワクチン）の種類

23 木

27 月

13:15〜15:00

きらら館

40歳以上

保険証・受診料

日曜・祝日在宅当番医

対 象 者

日本脳炎（2期）

温水プール休館日（〜１月３日）

31 金
＊【詳】詳しくはお知らせページなどを見てください。 ●平日の図書室開館時間9:00〜17:00

よしのがリサイクル（10月搬出分）

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
6,230

230

3,000

170

550

210

960

ペットボトル
キャップ

古着

売却金額

50

880

280,999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）※天候により中止する場合があります。
●開館日 月〜金曜８:30〜17:00、毎週土曜９:00〜12:00 第１日曜日（12月５日）８:30〜17:00
臨時解放日（12月31日）８:30〜17:00
☆南部地区臨時回収場所（町民温水プール北側）※天候により中止する場合があります。
問い合せ
●回収日 月〜金曜８:30〜17:00（土・日祝休み）
環境課（三田川庁舎）TEL37-0335
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年長児
（平成16年４月２日〜
平成17年４月１日生まれ）

９歳以上〜13歳未満

松本医院

※診療時間は９時〜17時

和田記念病院

吉野ヶ里町下三津東
神埼市神埼町尾崎
【内・小】 TEL52-5521
【内・胃・小】
TEL52-4185

ひらまつふれあいクリニック

栗並医院

神埼市神埼町枝ヶ里
吉野ヶ里町目達原
【内・胃】 TEL52-2977
TEL51-1110

福嶋内科医院

おおつぼ内科医院
神埼市神埼町本堀
TEL52-1525

【内】

【内】

神埼市千代田町境原
【内・小】
TEL44-2141

橋本病院
西谷クリニック
12月23日
神埼市神埼町本告牟田
吉野ヶ里町大塚ヶ里
（木） TEL52-3139【内・形成外・皮】 TEL52-2022
【外・内】
目達原整形外科
しらいし内科
12月26日 吉野ヶ里町目達原
神埼市神埼町城原
（日） TEL52-3717
【整外】
【内・循】
TEL52-3848

南医院
12月29日 なかしま整形外科クリニック 神埼市千代田町直鳥
神埼市神埼町本堀
（水）
【整外】 TEL44-2777 【外・胃・整外】
TEL51-1430

小森医院
和田内科小児科胃腸科
12月30日 吉野ヶ里町上豆田
神埼市神埼町神埼
（木） TEL52-1136
【小・内】
【内・小・胃】
TEL52-2021

30 木

8,600

生後12〜24か月児

日本脳炎（1期初回・１期追加） ３歳以上〜７歳

28 火

保険証・受診料
保険証・受診料

麻しん・風しん混合（1期）
麻しん・風しん混合（2期）

20歳以上
40歳以上

25 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館
学習田の稲刈り（三田川小５年生）

保険証・受診票・受診料

ふれあい館

三種混合
（ジフテリア・百日咳・破傷風） 生後３〜90か月児

26 日

40歳以上

13:15〜15:00

24 金

29 水 図書室休館日（〜１月３日）

きらら館

12月５日
●接種するときの注意点
（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
るかを事前に確認してください。
12月12日
● 予約が必要なときは、医療機関に直接予約してください。
（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。
● 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
12月19日
ださい。
● 医療機関へは予診票と母子手帳を忘れずに持参してください。 （日）

19 日
20 月 健康相談【詳】

13:00〜13:15

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 金 ３歳６か月児健診【詳】

母子手帳

H22.５月生

17(金)

個別予防接種のお知らせ

16 木 消費生活相談【詳】

H22.８月生

15(水)

骨粗しょう症検診

温水プール休館日

13:15〜13:30

きらら館

３歳６か月児健診

子宮がん検診

12 日 パパママ学級【詳】

13:00〜13:15

12か月児相談

乳がん検診（要予約）

11 土 図書室開放９:00〜13:00中央公民館･東脊振公民館

13:00〜13:15

14(火)

７か月児健診

7 火 骨粗しょう症検診【詳】ふれあい館
9 木 骨粗しょう症検診【詳】きらら館

14(火)

◆日本脳炎予防接種のご案内
平成22年度から１期の標準接種年齢該当者（３歳〜）に
対する、「積極的な勧奨」を再開しており、３歳到達者に
は誕生月の月末に個人通知をしています。
また、日本脳炎予防接種の対象年齢に該当する人であれ
ば接種が可能ですので、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。

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｣ TEL51-1618

救急医療情報案内

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

神埼地区消防本部 TEL 53-1384

古賀内科
12月31日 神埼市神埼町田本堀
神埼市千代田町境原
（金） TEL52-2524
【小】 TEL44-2311
たけうち小児科医院

【内・小・胃】

１月１日
（土）
１月２日
（日）

神埼病院
神埼市神埼町田道ヶ里
TEL52-3145 【外・整外・胃】

橋本病院

神埼市神埼町本告牟田
【外・内】
TEL52-2022

和田医院

１月３日
（月）

中尾胃腸科医院

１月９日
（日）

山田こどもクリニック 中下医院

神埼市千代田町嘉納
神埼市神埼町田道ヶ里
【内・小】
TEL52-3295 【外・整外・胃・内】 TEL44-2046
神埼市神埼町田道ヶ里
神埼市千代田町
TEL53-1818 【内・胃・呼】 TEL44-2488

江
【内】

【外】外科 【整外】整形外科 【形成外】形成外科 【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

「お金を返すからＡＴＭに行け」は詐欺
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問い合せ

商工観光課

TEL 37-0350
きゅうらぎ

DISCOVER

第
19
回

難読地名﹁石動︵いしなり︶
﹂

YOSHINOGARI

広報

いくわ

「石動」は、厳木や神埼市の的と並び、佐賀県の難読地名の一つだ
が、地元では「いしにゃー」と発音する。語源については諸説ある。
山麓部から田手川が流れ込む石動付近には至る所に石が在ったが南部
しきいし つけもの
には無く、敷石や漬物石にも事欠いていた。そのため、南部からの石
にな
の買付けに応じて石運び商売が盛んに行われ、石を荷って運んだ。こ
干又井手付近
の「石を荷う」が「いしにゃー」になり、「いしなり」になったので
のろしだい
はなかろうかと言われる（『佐賀地名うんちく事典』より）。この他、鎮西山の狼煙台築造の
ため多量の石を運び石がなくなったので「いしない」と呼ぶようになったとも、大水の時に石
が動き鳴り響いて流れたことで「いしなり」となったとも伝えられている。
中世、石動は大宰府天満宮安楽寺領の荘園(40町歩)であった。この石動荘の荘官から在地領主
として成長した石動氏はこの地を本拠地とした。地区に残る城山・太刀（館）小路･馬場･中屋
なごり とど
敷･今屋敷などにその名残を留めている。江戸の藩政期には佐賀本藩領上東郷に属し、枝村とし
て上石動、下石動、西石動があった。中世から今日に至るまで「石動米」は良質米として知ら
れ、「お蔵入り米」とも呼ばれ、藩主にも上納していた。
石動・大曲・横田地区にかけては傾斜9/1000の扇状地で、古来より水不足に悩まされてきたと
ほしまた
ころから、上石動には干又（股）井手が設けられて
いる。干又井手から引水された前川は、上・下石
うるお
動、大曲、横田等の高台地の水田135町歩を潤す重
要な用水路で、今日に至るまで、その維持保全に

干又井手公役（昭和43年）

22
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営々とした努力が続けられている。かつて干ばつの
みずひきじぞう
折には水争いもあリ、上石動の水引地蔵は、水争い
まつ
水引地蔵
で犠牲になった人の霊を慰めるために祀ったものと
され、人々にとって水が如何に大切であったかを、静かに、そして雄
弁に物語っている。（文責：於保 忠）

37-0330

