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「14日のもぐら打ち」
モグラを追って豊作を願う伝統行事
『もぐら打ち』が旧東脊振の数地区で行
われました。西石動地区では、子ども達
が地区に伝わる「もぐら打ち」を大人の
指導を受けながら作り、寒さに負けず
家々を回って「14日のもぐら打ち〜」と
大声でかけ声を掛けながら元気にモグラ
を追い払っていました。
終了後はいただいたお礼で作った「ぜ
んざい」で体を温めました。

町花：さくら

町木：さざんか

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

第４回吉野ヶ里町﹁少年の主張大会﹂︵町青少年育成町民会議主催︶が

少年の主張
月
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日︵土︶︑中央公民館で行われました︒大会には三田川 東
･ 脊振両小学校
名が参加し︑大き
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が行われ大会に花を添えま
した︒
大会の結果は次のとおり
です︵敬称略︶︒
また︑今回最優秀賞を受

最優秀賞

賞した作品を紹介します︒

年の部

言葉の力

年の部
1

翔馬

最優秀賞

橋

衛人

東脊振中学校１年

心と心をつなぐ橋

中学

ました︒
﹁ごめんね﹂という言葉だけで︑相手の
気持ちが明るくなります︒﹁ありがとう﹂

野中

高校生の部
●最優秀賞 神埼清明高校 中山 大貴
●優秀賞
神埼高校
木下このみ
●優秀賞
三養基高校
多良 沙耶

先日︑道徳の授業で言葉の力について学
習しました︒その中で出てきた︑携帯電話
で中傷を受けた女の人の気持ちがとても

小学

橋 衛人
永井 まこ

という言葉だけで楽しい気持ちになりま
す︒
ぼくは︑みんながどんどん声を掛け合っ
て︑心が明るく元気になればいいなと思っ
ています︒﹁今度発表してくれない？﹂と
先生に言われたとき︑最初は何を発表し
ようかなと思いましたが︑道徳の授業を思
い出して︑自分のことを思い出す良いきっ
かけになりました︒発表できる機会がで
きて本当によかったです︒
これからは︑ぼくが相手に悪口を言う
ことがないように気をつけたいし︑全校の
みんなも︑人の悪口を言わないようにして
もらいたいです︒
小学校最後の年︒気持のよい小学校生
活にして卒業したいし︑言葉の力を次の六
年生にも引き継いでもらいたいと思ってい
ます︒

東脊振小学校６年

古賀 千尋
柿﨑 雅美
中学校2年の部
●最優秀賞 東脊振中
●優秀賞
三田川中

野中 翔馬
江副 潤

小学校5年の部
●最優秀賞 東脊振小
●優秀賞
三田川小
小学校6年の部
●最優秀賞 東脊振小
●優秀賞
東脊振小
中学校1年の部
●最優秀賞 東脊振中
●優秀賞
東脊振中

よく分かりました︒携帯電話ではありま
せんが︑ぼくは直接︑﹁デブ﹂とか﹁ブタ﹂
とか言われました︒その言葉は︑心が引き
裂かれるようにぼくを苦しめました︒
ぼくはいつも楽しく︑明るく︑発表も進
んで出来ているほうなのですが︑心の中は
悪口を言われた時からずっと暗い気持ち
のままでした︒この痛みはだれにも分から
ないと思っていましたが︑仲のいい一人の
友達に思い切って話をしてみました︒ぼく
が︑﹁悪口を言われてつらいんだ︒﹂と話
したら︑その友達は悪口を言った人に注意
をしてくれました︒心強いのですが︑それ
だけではまだぼくの心には明かりがつき
ませんでした︒
でも︑この道徳の授業で一つ大切なことが
思い浮かびました︒それは︑
﹁言葉﹂です︒
言葉は時として人を喜ばせたり︑人を
幸せにします︒反対に︑人を傷つけたり︑
人を苦しめたりする凶器にもなります︒
ぼくはこの道徳の学習で︑少し明かりが
つきそうになりました︒クラスのみんなが
﹁大丈夫だよ︒﹂とか﹁気にしないでいい
よ︒﹂というような言葉をかけてくれたか
らです︒
今はほんの小さな明かりですが︑つき始
めました︒
もうひとつ︑言葉の力に関する話です
が︑ぼくは仲のいい友達としばらく話をし
ていませんでした︒夏休みに遊ぼうと約束
をしていたのですが︑都合がつかなくなっ
て遊べなくなったのが原因です︒でも︑も
う一人の友達が︑ぼくとその人が仲直りで
きるように話をしてくれていたのです︒お
かげで今は以前のように話ができるよう
になりました︒やっぱり︑こんなところで
も︑言葉の力はすごいなと感心してしまい
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南 亮太郎
松永 暁

また︑三田川小 東
･ 脊振小金曜学級による﹁雨ニモマケズ﹂の朗読や吉野ヶ
里キッズによるダンスの発表

の５ ６
･ 年生の児童と︑両中学校の１ ２
･ 年生︑高校生の
な声で自分の考えや意見︑体験談を発表しました︒
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小学

年の部

最優秀賞

地球環境のために
できること
亮太郎

言葉だから︑知らない人にもした方がいい
と思うよ︒﹂と言われました︒だから僕は
たとえ返事が返ってこなくても︑知らない
人にもしようと思いました︒
二つ目は﹁ありがとう︒﹂です︒僕は多
くの人にささえられて今があります︒家
庭を始め︑先生方や友達など︑心の支え
となってくれています︒僕は元気で今を過
ごしていることに感謝の気持ちでいっぱい
です︒しかし︑最近︑その気持ちを声に出
して伝えることをしていない自分に気付
きました︒
情けないことですが︑どこかで﹁元気で
生活出来て当たり前﹂と思っているからで
しょうか︒何不自由なく生活が出来︑学
校に通えることは︑本当は︑両親︑先生︑
友達なくしてはあり得ないことなのに︑助
けてもらった時だけ感謝をし︑普段︑生活
している時に感謝を忘れてしまっていま
す︒
これからも一人で大きくなっていくわけ
ではありません︒もっと﹁ありがとう︒﹂
の気持ちを伝えていきたいと思います︒そ
して︑もう一歩踏み込んで︑今度は︑自分
が家族や周りの人にお返しをして︑﹁あり
がとう︒﹂をたくさんいわれるようになら
なければと思いました︒
日頃なにげなく使っているあいさつです
が︑これは人と人の心をつなぐ橋のように
思えます︒あいさつをし︑返事がくるまで
﹁人とかかわれている﹂ことに喜びを感じ
ます︒これからもあいさつを大切にし︑日
頃︑無事に過ごせていることに感謝の気持
ちを忘れないように心がけていきたいで
す︒
明日も新たな橋ができますように︒

マレーシアでは︑読み終えた新聞紙を
もう一度利用するという活動を行ってい
るそうです︒
アメリカでは︑﹁環境に優しくない車
探 し ﹂という ことをやっているそ うで
す︒︻環境警告状︼というものを環境に
優しくない車のワイパーのところにはさ
んでおくという活動を行っているそうで
す︒
ぼくは︑
一．木や花や鳥など︑身近な生物を大切
にする︒
二．アルミ缶や牛乳パックのリサイクル
など︑みんなの協力で﹁捨てられたも
の﹂に命を与える︒
三．世界の子どもたちと手をつなぎ地球
環境を守る︒
この３つで地球環境を守るように精い
っぱいがんばりたいと思っています︒

雨水をためた︑ため池を作っていたそう
です︒だから今でも水を大切に使ってい
ます︒
おばあちゃんのような考え方でくらし
ている人もいるのですが︑そうではない
人もたくさんいます︒それでよいのだろ
うかと思います︒
世界の様子を調べてみました︒

東脊振小学校５年 南
地球は今︑温暖化で大きな問題になっ
ています︒地球上にくらす生き物は︑私
たち人間を含めてすべて自然のしくみの
中でつながり︑役割を持って支え合って
生きています︒ところが人間は︑それま
で多くの恵みを与えてくれた自然を破壊
してまで自分たちにとって都合のよいも
のを作り始めてきました︒それによって
私たちのくらしは楽になり︑便利にもな
りましたが︑そういうくらしを長く続け
ているうちに︑自然体系がくずれて︑さ
まざまな生きものたちが生きていくのが
難しくなってきました︒
では︑昔はどうだったでしょうか︒お
ばあちゃんに聞いてみました︒おばあち
ゃんの家は庭が広くて︑木や草花がたく
さん植えてあります︒家のすぐ横には田
んぼや畑があります︒空気はきれいだ
し︑風景や暮らしの様子︑草花の種類は
季節によって変わります︒
おばあちゃんは﹁もったいない﹂とよ
く言います︒まずは食べ残しです︒﹁米
を作るのには半年以上かかるから︑残さ
ないように食べなさい︒﹂と言います︒
水もむだにはしません︒人間が生活し
たり︑生き物を育てたりするには水が必
要だからです︒昔は︑村中の田んぼに水
を引くためには川の水だけでは足りず︑
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﹁みなさんおはようございます︒﹂
ただ今の﹁おはようございます︒﹂から
始まって︑﹁おやすみなさい︒﹂まで︑僕
は一日にどれだけの人とあいさつを交わし
ているのだろう︒家族︑友達︑先生方︑そ
して地域の人々︒考えてみると︑一日に何
十人もの人とあいさつを通してかかわって
いるんだなと思います︒
僕はたくさんあるあいさつの言葉の中
で特に大切にしている言葉が二つありま
す︒
一つ目はやはり﹁ おはよ う ございま
す︒﹂です︒なぜなら︑この言葉を言う
時︑一日の始まりを感じ︑﹁おはよう﹂を
返してもらえると︑前日のモヤモヤした気
持ちが消えてなくなり︑﹁よし︑今日も一
日がんばるぞ！﹂と言う気持ちになるか
らです︒まるで︑やる気にスイッチが入っ
たかのように・・・︒しかし︑そういう時
ばかりではありません︒こんな時もあり
ます︒
今年の夏休み︑部活動帰りにすれちが
った人に︑﹁こんにちは︒﹂とあいさつし
たら︑返事が返ってきませんでした︒その
時は﹁声をかけられたのが嫌だったのか
な︒それとも聞こえなかったのかな︒﹂
と︑少しさびしい気持ちになりました︒
﹁知らない人には︑あいさつをせんでも
よかと？﹂と母に聞くと︑﹁その人は何か
考え事をしていて︑気付いておられなかっ
たかもしれんね︒でも︑あいさつは人とし
てとても大切なことだと思うよ︒私はあい
さつをすると︑すがすがしい気持ちになる
し︑返事が返ってくるとうれしい気持ちに
なるよ︒﹃家庭の和合は朝夕の挨拶から﹄
と言われているぐらいだから︑家庭だけに
限らず︑良い人間関係を築くには大切な
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少年の主張

少年の主張

中学

年の部

高校生の部

最優秀賞

私達にできること
東脊振中学校２年 古賀

千尋

人のためにエビをつかまえていたなんて︒﹂
ととても心が痛みました︒私たち日本人
は︑それも知らずにたくさんの食べ物を︑
残したり︑捨てたりしていたのです︒
また︑世界には人口が増えすぎたりして
食料の生産がおいつかず︑飢えで苦しんで
いる人々がたくさんいます︒そんな中で最
近は︑とうもろこしを原料としたバイオ燃
料がたくさんつくられるようになっていま
す︒確かにエコの問題を考えると︑それに
有 効な︑これから注目すべき燃料でしょ
う︒でも︑別の考え方をすると︑この燃料
をつくらないで︑そのとうもろこしを飢え
で苦しんでいる人たちに与えるとたくさん
の命がすくわれると思います︒
みなさんは︑﹃世界がもし百人の村だっ
たら﹄という本を知っていますか？有名な
本なので知っている人は多いと思います︒
世界の人口を百人に例えていて︑わかりや
すく食べ物の問題などを知ることができま
す︒私はこの本を読んでとてもびっくりし
ました︒本当のことなのか疑ってしまうく
らい日本人はぜいたくをしているのです︒
このように世界には︑食べ物がなく飢え
で苦しんでいる人々がたくさんいます︒日
本人のために自分も食べたいのに自分はが
まんして食べ物の生産を行ってくれている
人がたくさんいます︒

県立神埼清明高等学校１年

中山
うになりました︒補欠の時は︑レギュラ
ーになるために努力し︑レギュラーにな
った ら 後 ろ か ら 迫って く る 人 た ち を 退
け︑そのポジションを守りきる︒そこが
野球をやっていくおもしろさ︒そして︑
そこが僕の野球を好きなところ︒
しかし︑そんな自分でも辛いという壁
を乗り越えるのは大変でした︒過酷なメ
ニューを次々と課す先生を恨んだことも
ありました︒でも︑先生と共に︑そして
仲間と共に練習していくうちに︑どんな
に きつく て も だん だん 練 習 が 楽 し く な
り︑試合が待ち遠しくなってきました︒
そしていつの間にか︑﹁辛い﹂という
壁を乗り越えていたのです︒そこに新し
く 生 ま れ 変 わった 今 の 自 分 がい たので
す︒過去の自分に打ち勝ち︑日々たくま
しく︑幸せに︑感動を持って成長してい
く ︒昨 日 よ り 今 日 ︑今 日 よ り 明 日 ︒一
日︑一日︑何かを得ながら成長していた
のだと思います︒
部活動でのミーティングからも多くの
ことを学びました︒何かを目標に掲げた
時︑それを﹁目指す﹂のではなく︑﹁必
ずやり遂げる﹂つもりがなくてはだめな
こと︒
﹁できる︑できない﹂ではなく︑﹁や
るか︑やらないか﹂であること︒

大貴

過去の自分と未来の自分

最優秀賞

みなさんは︑日本人が一年間にどれだけ
の食べ物 を捨てていると思いますか？ま
た︑その食べ物で何人の人々が生きていけ
ると思いますか？実は日本で捨てられてい
る食べ物は年間約二千万トンにもなりま
す︒この二千万トンの食べ物があれば︑発
展途上国では︑五千万人もの人たちが一年
間生活していくことができるのです︒
最近は︑自分の嫌いな物だから︑お腹が
いっぱいだからといった理由で簡単に食べ
物を捨ててしまう人が増えています︒私も
昔はそうでした︒好き嫌いはせずに食べは
していましたが︑お腹がいっぱいになると
残す︑こんな生活が長い間︑続いていまし
た︒
そんなときに︑たまたま見ていたテレビ
に心打たれました︒外国で︑小さい子ども
が川で水遊びをしている場面でした︒取材
をしていた人が﹁何して遊んでいるの︒﹂と
聞くと︑﹁違うよ︑エビをつかまえているん
だ︒﹂と答えました︒その子どもは僕も食
べたいなと言いながら︑エビをつかまえてい
ました︒取材の人が︑﹁食べてはいけない
の︒﹂と聞くと︑﹁お父さんに︑これは日本
にあげるエビだから食べてはいけないよと
言われているんだ︒﹂と言っていました︒
この言葉を聞いて私は︑﹁私よりも幼い
子が自分が食べたくてもがまんして︑日本
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昨日の自分と今日の自分︑少しは成長
できただろうか︒僕は今︑そのことを感
じながら︑一日一日を過ごしています︒
僕は高校入学直後︑野球部に入部しま
した︒清明高校の野球部は髪型も自由︑
練習も短時間でそれほどきつくなく︑楽
し く 過 ご せ る とい う 評 判 だった か ら で
す︒
ところが︑今年︑県下の強豪校から赴
任して来られた先生が監督に就任され︑
その練習内容は想像していた野球部とは
全く違っていました︒
まず︑頭は坊主︒朝は八時から学校中
の清掃︒毎日遅くまでの練習︒土日の練
習も一日中︒声出しはもちろんのこと︑
スパイクを履きかえる時など︑ちょっと
した行動も素早くしなければなりませ
ん︒そのような部活生活を送っていくう
ち に ︑ど う し て も 心 の 中 に い る 自 分 が
﹁こんなはずじゃなかった︒何で清明に
来 た ん だ ︒部 活 辞 め た い ︒﹂と さ さ や
き︑その気持ちが︑学校生活や部活など
でも出てしまうことがありました︒過去
の自分はずっとずっと母に弱音を吐いて
いました︒﹁何で来たんだろう︒何で来
たんだろう︒﹂と︒ずっと︒ずっと︒
八月︑三年生が引退し︑二年生が主体
となり︑一年生も試合に多く出られるよ

だからお願いです︒簡単に食べ物を残し
たり捨てたりしないでください︒作ってく
れた人たちに感謝しながら食べてくださ
い︒あなたが食べている食べ物で本当は何
人の命が救えるのか︑しっかり考えてくだ
さい︒そう考えると︑もう食べ物を捨てる
ことはできませんよね︒まずはそう思うこ
とが大切です︒
次に私たちができることをみんなで考え
てみませんか︒例えば︑誰でも確実に︑し
かも簡単に実行できる支援方法の一つは募
金です︒先進国で︑一人が食べ物に使うお
金は︑一日平均千円です︒ＷＦＰが行う学
校給食の食事で︑一杯のお粥は一人あたり一
日平均二十五セント︵二十六円︶で提供で
きます︒
数十円で︑飢えで苦しむ人たちに元気を
あたえることができるのです︒みなさんで
飢えで苦しんでる人たちがいない世界をつ
くりませんか︒

﹁凡事徹底﹂︑つまり︑野球のことだ
けでなく︑日常生活全てにおいて︑きち
んとやりこなしていって初めて︑野球も
強くなれること︒それに礼儀やマナー︑
団結力︑先輩後輩の関係︑闘争心など数
え切れないくらいです︒
僕は今︑毎日の練習の中でも︑﹁必ず
やり遂げる﹂という目標を掲げ︑それを
やり遂げ︑そこに達成感を味わっていま
す︒また︑その積み重ねが︑大会の時に
自分の力になってくれることを知りまし
た︒
僕は︑少しでも早く︑将来の自分を見
て み た い と 思 っ て い ま す ︒社 会 に 出 る
と︑たくさん辛い状況が待っていると思
います︒その時に︑高校生活で得たもの
が自分の力になってくれるのです︒そし
て︑その数が多ければ多いほど︑どのよ
うな状況にも打ち勝てるのではないかと
思います︒だから︑将来︑どんな大人に
なっているかは︑いかに充実した高校生
活 を 過 ご す か に か かって い る と 思 い ま
す︒
過去の自分と今の自分と未来の自分︒
愚痴をこぼしていたのは過去の自分︒今
では︑どの高校の野球部もしているよう
な当たり前のこともできず︑ぼやいてい
た自分を恥ずかしく思います︒未来の自
分が輝いている姿を思い描くのはとても
楽しいものです︒
﹁自分の仕事を生き生きとこなし︑人
や 社 会 に 役 立つ 人 間 に なってい たい ︒
今︑辛いことがあるのはその日のための
試練なのだ﹂そう考える自分がいること
を感じながら︑この高校生活を精一杯過
ごしていきたいと思います︒

大会のアトラクションでダンスを披露する「吉野ヶ里キッズ」
三田川小・東脊振小の「金曜学級」も「雨ニモマケズ」の朗読を披露しました。
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少年の主張
少年の主張

「新春サークル発表会」
にお越しください

日々雇用職員の募集
(看護師、栄養士)
●応募資格
看護師（準看護師を除く）、栄養士の資格を持つ人
●応募人数
資格ごとに若干名
●職務の内容
健康診査、健康相談、訪問指導などの
保健予防業務
●勤務場所
保健課健康づくり係（きらら館）
●雇用条件
①保健予防業務の日々雇用職員と
して登録し、平成23年度中に町が実施する保健

好評につき

「保険証」
と
「高齢受給者証」
ご注意

現在お持ちの保険証と高齢受給者証の有効期限は、平成23年３月31日
までとなっています。４月から使用できる新しい保険証と高齢受給者証
は、３月下旬に「簡易書留」で住所地に郵送します。なお、有効期限を過
ぎた古い保険証と高齢受給者証は、ご自宅で破棄してください。

ください
昨年の発表会の様子

吉野ヶ里町文化協会に所属するサークル会員
の皆さんが、日頃の練習の成果を発表します。
日舞・楽器演奏・コーラスなど、多種多様なス
テージで楽しめます。ご家族お揃いで、ぜひお
出かけください。
●日時 ３月６日(日) 10:00〜15:00
●場所 東脊振健康福祉センター「きらら館」
問い合せ
中央公民館
東脊振公民館

TEL 37-0341
TEL 52-3499

TEL 51-1618

３月１日
から

今年もプレミアム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 ３月１日（火）９:00〜
●販売場所 吉野ヶ里町商工会及び町内の商工会の登録店舗
（各世帯にチラシを配布します）
●商品券が使える店
吉野ヶ里町商工会会員の登録店舗
※登録店舗は、のぼり旗とポスターが目印です。
※この事業は「Buyさがん」運動の吉野ヶ里版であり、町内購入を促進することで、町内の活性化を期待する
ものです。消費税５％のうち４％は国の収入、残り１％は事務所のある県の収入となり、その２分の１が吉野ヶ
里町に交付されます。
問い合せ
7 YOSHINOGARI

3月下旬に

を郵送します

予防業務のうち、
指定された日のみ勤務します。
②看護師、栄養士
日給7,200円
＊通勤手当などの、手当の支給はありません。
●応募方法
履歴書（写真添付）と資格を証明する書類の写し
を保健課に持参してください。
●応募締切 ３月31日（木）
問い合せ
保健課健康づくり係（きらら館）

さんへ
な
み
入者の
加
保
国

吉野ヶ里町商工会

TEL 52-4644

「簡易書留」は配達員が手渡しで配達します。不
在の場合、「不在連絡票」が投函され、一定期間
郵便局で保管、受け取りがないときは保健課に
返送されます。
「転送不可」のため、住所地以外には転送され
ません。やむを得ない事情により、住所地を離
れ、受け取ることができない場合は、「送付先
変更申請」が必要です。
●受付 保健課（東脊振庁舎）
就学のため転出し、特例制度により、引き続き
吉野ヶ里町国保に加入している場合は、「在学
証明書」や「学生証」など、就学中であることを
証明する書類の写しを提出してください。提出
時に窓口で保険証を交付します。
●受付 総合窓口（三田川庁舎）
保健課（東脊振庁舎）

保険証の色が
変わります
保険証の色が４月から、「オレンジ色」が「うすい
紫色」に変わります。また、保険証の裏面には、少し
でも多くのみなさんに臓器提供の意思表示について、
ご理解とご協力をいただけるよう、新しく「臓器提供
意思表示欄」を設けました。
●臓器提供意思表示欄の記入は任意です。記入を義務
づけるものではありません。
●臓器提供意思表示欄を他人から見られないよう、保
護するためのシールを総合窓口（両庁舎）に配置し
ています。

現在の保険証
（一般被保険者）

新しい保険証
（一般被保険者）

退
現在の保険証
（退職被保険者）

退
新しい保険証
（退職被保険者）

オレンジ色

うすい紫色

町外の医療機関や、施設に長期入院・入所する
ため転出し、特例制度により、引き続き吉野ヶ里
町国保に加入している場合は、「在園証明書」な
ど、入院・入所中であることを証明する書類の
写しを提出してください。
●受付 総合窓口（三田川庁舎）
保健課（東脊振庁舎）
国保税が一定期間以上滞納となっている世帯に
は、「納税相談通知」を郵送します。
●納税相談は税務課（三田川庁舎）のみで行い
ます。東脊振庁舎では受け付けできませんの
でご注意ください。

提出先・問い合せ

オレンジ色

うすい紫色

保険証の色は、今後も年度ごとに変わります。
[注]退職被保険者：厚生年金や共済年金の受給資格
者とその家族（65歳未満）

保健課（東脊振庁舎）

TEL 37-0345
YOSHINOGARI 6
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保健行事

「健康カレンダー」の
ご利用案内

温水プールが無料
町民温水プールは、町民の皆さんの健康づくりと健康福祉の増進を
図るため、65歳以上の人は、料金無料で利用できます。
町民の皆さんのご来場をお待ちしております！！
●利用時間
平
日：午後１時〜午後９時まで
日曜・祝日：午後１時〜午後８時まで
●休 館 日
毎週月曜日（月曜日が祝祭日の場合は、翌日）
８月15日、16日 12月29日〜翌年１月３日
※管理清掃等のため、１週間程度休館になる場合があります。

３月中に全世帯へ
『平成23年度吉野ヶ里町健康カレンダー』
を配付します。
乳幼児健診や後期高齢者健診などの各種健(検)診の情報や、
教育委員会関係行事の期日など、気になる情報満載の内容で、
ご家庭における「使いやすさ」を重視して作成しています。
新年度からご自宅の壁や冷蔵庫には、ぜひ「吉野ヶ里町健康
カレンダー」を!!
問い合せ

65歳以上は

保健課健康づくり係
（きらら館）TEL 51-1618

問い合せ

きらら館に献血バスがまいります

町民温水プール TEL 52-1944
社会教育課（中央公民館） TEL 37-0340

※400ml献血

皆様のあたたかいご理解とご協力をお願いします

日時

３月８日（火）

９:00〜12:00

場所

東脊振健康福祉センター

「きらら館」

◆献血可能年齢：18歳〜64歳
（60〜64歳の間に献血を経験した人に限り、69歳まで可能です。）
◆次の方には献血をご遠慮いただきます。
○男女ともに体重が50kg未満の人 ○３日以内に抗生剤を服用した人、歯石除去を受けた人
○海外から帰国後４週間経たない人 ○検診医の問診により献血を控えるよう診断された人
問い合せ

児童館

三田川

日にち

時 間

だより
行

佐賀県赤十字血液センター業務課

事

月〜土曜

開館時間

３月の
催 し

TEL 32-1011

９:30〜18:00

「きらら館」
トレーニングルームの
利用時間を延長します
平成23年４月から、きらら館トレーニングルームの利用時間を午後
９時までに延長します。
今までは仕事等で利用できなかった人も、４月から健康運動指導士
の指導で健康づくりに取り組んでみませんか。
●利用日時
月〜金曜日 午前８時30分〜午後９時
※ただし、祝日、8/13〜8/16、12/29〜1/4は除く
●対
象
18歳以上の町民（高校生は利用不可）

●就学前幼児は保護者同伴、小学生は17:00までの利用です

問い合せ
対

象

定 員

小学生以上

20名程度

７日(月) 10:30〜11:30 フルーツ親子広場

1〜3歳児とその保護者

12組程度

12日(土) 13:30〜15:00 手話教室

小学生以上

20名程度

14日(月) 10:30〜11:30 ドレミ広場

町内在住の未就学児親子

19日(土)

児童館ライブリハーサル

ライブ出演者

26日(土)

児童館ライブ

どなたでも

問い合せ

保健課健康づくり係（きらら館）

TEL 51-1618

三田川児童館 TEL 53-1117

５日(土) 13:30〜15:00 手話教室

材料代
無料

定員になり次第

注意!! 中型自動車と中型免許

定員になり次第

平成19年６月２日から大型自動車と普通自動車に加え、中型自動車の免許が新設されています。

申込締切

定員になり次第
無料

無料

●｢手話教室｣は、引き続き４月からも毎月第２・４土曜日に実施の予定。１年間にわたって三田川手話の会の方が指導さ
れます。保護者も一緒に参加できます。
●３月26日(土)に｢児童館ライブ｣を開催します! 迫力あるライブを間近に観ることができますよ。ぜひ聴きに来てね!
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4月から

受検資格
車両総重量
最大積載量
乗車定員

普通自動車
18歳以上
5トン未満
3トン未満
10人以下

中型自動車
20歳以上・経験2年以上
5トン以上11トン未満
3トン以上6.5トン未満
11人以上29人以下

大型自動車
21歳以上・経験3年以上
11トン以上
6.5トン以上
30人以上

このいずれかに該当すれば、【中型自動車】となります。
車載クレーン交換で車両総重量が重くなり、【大型自動車】扱いとなった事例もあります。整備後は確認をしてください。

問い合せ

神埼警察署交通課

TEL 52-2114
YOSHINOGARI 8

ハッピーバースデイ
̶ 吉野ヶ里町の宝 ̶

Happy
Birthday

TEL37-0330

親子みんなでレクリエーション
「くるみっこ」子育て支援事業
1月21日、子育て支援センター「くるみっこ」が主催
する親子レクリエーションが、三田川健康福祉センター
「ふれあい館」で開催されました。
日本3B体操協会の平尾彩先生を講師に招き、親子65名
が参加。全員で手をつなぎ、大きな輪を作って音楽に合わ
せてカニさん歩きをしたり、小さい丸や大きな丸になって
ぐるぐる回ったり、汽車ポッポ、トンネル遊びなど、盛り
だくさんの内容で、参加者全員が楽しんでいました。
「たくさんの面白い遊びを教えていただき楽しかった」、
「久しぶりに子どもと体を動かして遊ぶことができた」な
ど、子どもたちだけでなく、保護者も喜んでいました。

【４月号募集】●対象者…４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。※掲載した写真は返却しません。ご了承く
ださい●申込締切日…３月10日(木)●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。

はちや

やまさき

佐賀と福岡が橋でつながる
五ヶ山ダム建設予定地の佐賀大橋

第12回吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市

平成19年３月30日生まれ【萩原】

平成21年３月15日生まれ【吉田】

2月6日（日）、第12回吉野ヶ里夢
ロマン軽トラ市が開催されました。
前日のテレビ放送と天気に恵まれたおかげで、来
場者は約13,000人と、軽トラ市開催1周年を目前に
過去最高の人出。県外からの参加者も多く、駐車場
は満車状態で、店の前の道は入りきれないほど多く
の参加者で埋まっていました。
いつも以上に長い行列に並ぶ人たちは、楽しくお
しゃべりしながら順番を待っていました。
次回は、3月6日(日)に開催予定です。

きたはら

【家族からのメッセージ】♡お誕生日おめでとう♡
３月15日♪桜の花が咲くといいネ！！これからも
元気でいてね。

【家族からのメッセージ】健康でやさしい子でいて
下さい。

中島 宙来ちゃん（写真右）
平成21年３月22日生まれ【豆田】

【家族からのメッセージ】宙来ちゃん、お誕生日お
めでと♡怜海姉ちゃんと仲良く元気にね！

平成19年３月20日生まれ【中の原団地】

【家族からのメッセージ】２歳おめでとう!!もうす
ぐお兄ちゃんだね☆赤ちゃん産まれたら、かわいが
ってね♡

とおや

ら

たかし

らいむ

豆田 來夢くん

平成21年３月16日生まれ【吉田】

平成20年３月10日生まれ【目達原】

そ

まめだ

信國 泰我くん

ともや

北原 智弥くん

なかしま

たいが

【家族からのメッセージ】
４歳の誕生日おめでとう♡
いつも元気で無邪気な笑顔の來夢が、だ〜いスキ♡

いのうえ

さとし

井上

遠矢 崇史くん・諭史くん

りゅうたろう

太郎くん

平成21年３月25日生まれ【苔野】

平成20年３月21日生まれ
平成22年３月15日生まれ【立野】

【家族からのメッセージ】いつも元気で沢山の幸せ
をくれる崇史くん♪諭史くん♪仲良くたくましく育
ってね♡

【家族からのメッセージ】
２歳おめでとう！お散歩と
車が好きな ちゃん。元気で、たくましい子になっ
てね♡

図書室だより
東脊振公民館に新しい本が入りました
※中央公民館でも取り寄せ可能です。

本のタイトル

会場は毎回長蛇の列

小さな手でたくさんの新米を
すくおうと子どもも必死。
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く

親子でふれ合いながらストレッチをする参加者

13,000人の参加者で大盛況！

ダム湖を横断する「佐賀大橋」

さ

山﨑 桜空くん

【家族からのメッセージ】祝４歳！お母さんをお嫁
さんにする約束忘れないでね。大好きだよ。

のぶくに

吉野ヶ里町と那珂
川町の五ヶ山ダム建
設予定地で工事が進
む「佐賀大橋」の最
後の橋げたが1月13
日に取り付けられ、 13日に取り付けられた最後の橋げた
佐賀県と福岡県が橋でつながりました。
橋は、ダム建設に伴う付け替え国道385号の一
部で全長338メートル、建設予定のダム湖を横断
し那珂川町五ヶ山地区を結びます。
福岡県五ヶ山ダム建設事務所によると、平成17
年度から工事を進め、橋本体の工事費は約19億円
で、ダム完成後は生活や観光の道路となります。
今後、取り付け道路などの工事を経て平成23年
度中に完成予定で、平成24年度には供用開始とな
ります。

はるか

八谷 悠加くん

著 者

「きことわ」

!

おすすめの本

ＫＡＧＥＲＯＵ

齋藤 智裕

朝吹 真理子 著

だいじょうぶ３組

乙武 洋匡
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木内 昇

蛻（もぬけ）

犬飼 六岐

きことわ

朝吹 真理子

永遠子は夢を見る。貴子は夢
を見ない。葉山の高台にある別
荘で、幼い日を共に過ごした貴
子と永遠子。ある夏、突然断ち
切られたふたりの親密な時間
が、25年後、別荘の解体を前
にして、ふたたび流れはじめる
…。第144回芥川賞受賞。

きのうの神さま

西川 美和
YOSHINOGARI 10

TEL37-0330

TEL37-0330

農業生産性の向上を目指して

1,000人が熱戦を展開

吉野ヶ里町土地改良区が誕生

吉野ヶ里町剣道大会

2月1日（火）、三田川町土地改良区と東脊振村土
地改良区が新設合併し、吉野ヶ里町土地改良区となる
合併認可がおり、佐賀県庁で合併認可書の交付式が行
われました。
両土地改良区の合併については、町村合併時に合併
後5年を目途に合併すると協議されており、合併に向
けた協議を進め、平成22年11月11日に合併予備契
約書に調印が行われ、平成23年1月7日には佐賀県知
事に対し、合併設立認可申請書を提出していました。
吉野ヶ里町土地改良区は、農業生産力の維持・強化
を目的として、今後も農業用排水施設、農道の維持管
理などの土地改良施設の整備改善を行っていきます。

2月6日（日）、三田川小中学校体育館で吉野
ヶ里町剣道大会が開催され、約1,000人の剣士
が熱い戦いを繰り広げました。

楽しくおしゃべり
「食は命！楽しくおいしいキッズキッチン」
2月5日（土）、中央公民館で家庭教育講座が開催
されました。9組21名が参加して、ピラフやカラフル
野菜シチュー、キラキラパフェのほかバレンタインチ
ョコも作りました。参加した子どもからは「料理にこ
んなに時間がかかるなんて。お母さんってたいへんだ
なぁ」、
「親子で話をしながらゆっくり時間をかけて料
理ができて楽しかった」と喜びの声が聞かれました。

燃えてアタック!!
地区対抗ミニバレーボール大会

左＝荒木理佐さん

レシピを見ながら「どがん切っないよかと？」

1月23日(日)、児童体育館で地区対抗ミ 【Ａパート優勝】吉田Ｂ
ニバレーボール大会があり、13地区24チ 【Ｂパート優勝】川原団地
ームが参加し熱い戦いを繰り広げました。 【Ｃパート優勝】横田

右＝中尾みずきさん

Ａパート優勝の吉田Ｂ

Bパート優勝の川原団地

Cパート優勝の横田

子ども達に夢を！
第1回ブリヂストンサッカースクール
合併許認可書を受け取る古川博之新土地改良区設立委員長

第１回育志賞受賞おめでとう
北島正章さん（下三津西）

左＝緒方潤也君 中央＝中島実咲さん 右＝森田早貴さん

【中学男子の部】
3位 緒方潤也 (三田川中1年)
【中学女子の部】
2位 中島実咲（三田川中1年)
3位 森田早貴 (三田川中2年)
【団体戦敢闘賞(3人抜き)】
荒木理佐
(三田川中1年)
中尾みずき
(三田川中1年)

2月1日（火）、若手の研究者を支援するため新し
く創設された「育志賞」の第１回授賞式が、天皇皇
后両陛下のご臨席のもと、東京･上野の日本学士院で
行われました。
第１回の育志賞には、大学院の博士課程で研究に
取り組んでいる17人が選ばれ、本町出身で東京大学大学院博士課程3年の北
島正章さん（27）が全国で5人の理工系受賞者に選ばれ、栄えある受賞とな
りました。
式後の記念茶会では両陛下との懇談会が開催され、ノロウイルスの研究を
している北島さんは「陛下が『昨年、私はノロウイルスにかかりました。頑
張って研究を続けてください』と話されました。」と今後の研究に益々意欲
を燃やしていました。卒業後は米国アリゾナ大学で研究を続ける予定です。

いつもチャレンジ精神で
第4回吉野ヶ里町文化講演会

育志賞受賞に喜びの表情の北島さん
13 YOSHINOGARI

2月5日(土)、三田川小学校グラウンドで第1回ブリヂ
ストンサッカースクールが開催されました。
これは、ブリヂストン佐賀工場から排出された紙屑を
リサイクルして得た売却益を、社会貢献活動の一環とし
て有効活用してもらおうという主旨で始まりました。
プロの指導で練習する子ども達
当日は、サガン鳥栖の協力を得て5人のコーチ陣を迎
え、約2時間熱心に指導を受けました。吉野ヶ里ＦＣの子ども達は、普段とは違った練習方法に少し戸惑いなが
らも、満足そうな笑顔で爽やかな汗をかいていました。

講演をする草野仁さん

2月13日（日）、ふれあい館で文化講演会が開催され、テレビキャスター
の草野仁さんが「いつもチャレンジ精神で」と題して講演。約600人が草野
さんの美しい日本語に聞き入りました。
草野さんはNHKに入社した当時のエピソードや「世界ふしぎ発見！」の出
演者の努力や苦労を紹介、チャレンジ精神で前向きに取り組むことの大切さ
を力説しました。講演を聴いた人は「言葉がきれい。相当努力されたのでし
ょう」と話していました。
YOSHINOGARI 12

年金

国民年金保険料の
納め忘れはありませんか？

所得控除の対象となります。確定申
告の際には忘れずに申告してくださ
い。
平成22年中の保険料納付額につい
ては、「国民年金保険料控除証明書」
が被保険者へ送付されていますので
ご確認ください。
●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

募集

平成23年度 国税専門官募集
●受験資格 ①昭和57年４月２日〜
平成２年４月１日生まれの人
②平成２年４月２日以降生まれの人
で次に掲げる人
（1）
大学を卒業した人及び平成24年３
月までに大学を卒業する見込みの人
（2）
人事院が(1)に掲げる人と同等の資
格があると認める人
●試験の程度 大学卒業程度
●受付期間
４月１日(金)〜14日(木)
※申込書の提出はできるだけ郵送(簡
易書留)でお願いします。
４月14日(木)までの通信日付印有効
●第1次試験 ６月12日（日）
●第2次試験 ７月19日（火）〜26日
（火）のうち指定する日
●申込･問い合せ 鳥栖税務署総務課
TEL0942-82-2185 福岡国税局 人
事第二課 TEL092-411-0031
（内線2117、2143）〔国税庁ホーム
ページ（http://www.nta.go.jp）に
も募集内容を掲載しています〕

県立産業技術学院の
訓練生募集
４月入校生を追加募集します。

●訓練科名 生産技術科、電気･配管
システム科、建築設計科 他
●応募資格 離転職者、一般求職者、
新卒者（年齢制限有り）
●申込締切 ３月10日（木）
●訓練期間 普通課程 ２年
短期課程 １年
●申し込み 各職業安定所
●問い合せ 佐賀県立産業技術学院
総務開発課 TEL74-4330

海上保安大学校･海上保安
学校学生採用試験
●募集種目 ①海上保安学校（特
別） ②海上保安学校 ③海上保安
大学校
●受付期間
①４月１日(金)〜８日(金)
②７月19日(火)〜８月２日(火)
③８月25日(木)〜９月６日(火)
●問い合せ 第七管区海上保安本部
唐津海上保安部管理課
TEL0955-74-4323

●お題 「岸」
●詠進要領 詠進歌は、お題を読み
込んだ自作の短歌で１人１首とし、未
発表のものに限ります。
●詠進期間 お題発表の日から９月
30日までとし、郵送の場合は、消印
が９月30日までのものとします。
●郵送先 〒100-8111宮内庁 ※封
筒に「詠進歌」と記入
●問い合せ 疑問がある場合には、
宮内庁式部職あてに、郵便番号、住所、
氏名を記入し、返信用切手をはった封
筒を添えて、９月20日までに問い合
せてください。

相談

無料もの忘れ相談室

第8回「佐賀環境大賞」
サガテレビでは今年も佐賀環境大
賞を実施します。これは県内の環境
保全に関する普及啓発、研究、それに
快適な環境保全活動に功績があり、
他の模範となる個人や団体を表彰す
るものです。
●応募期間 ４月１日(金)〜５月16日
（月）当日消印有効
●応募方法 所定の用紙に記入し郵
送か持参してください。
（http://www.sagatv.co.jpより
ダウンロード可能）
●応募先 〒840-8558
佐賀市城内1-6-10 サガテレビ佐賀
環境大賞事務局
●問い合せ サガテレビ佐賀環境大
賞事務局 TEL23-9111

協会けんぽ加入者の皆様へ

平成24年歌会始

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 ３月30日（水）
●時間 15:00〜17:00
※1人30分程度（要予約）
●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
不安がある人及びその家族など
●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） TEL37-0344

その他

寄附御礼
●老人クラブへ
●古川良子様(目達原) 故信嗣様
●鵜池俊 様(横田)
故幸江様
●小田清 様(下石動) 故ミサヲ様
●横手久子様(下石動) 故誠二様
●山田美佐子（目達原）故義春様
●中島一昇（伊保戸） 故マサ子様
●大尾綾子（田手村） 故登様

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】
●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)
●問い合せ・申し込み
総務課秘書・広報係
（三田川庁舎）
TEL 37-0330まで

健康保険料率が変わります。

●9.41％ から 9.60％ に変わります。
（40歳〜64歳の方は介護保険料 1.51％ が加わります。）
●平成23年３月分（４月納付分）より変わります。
●任意継続被保険者の方は、平成23年４月分より変わります。

︵有料広告︶

︵有料広告︶

国民年金は20歳になったときから
一生かかわっていく社会保障制度で、
催し
年金はやがて訪れる老後や、いつ起
こるか分からない万が一の時に備え
「新鳥栖駅」開業
た世代間の支え合いの制度です。
記念イベント開催
あなたが納付する保険料が、高齢
九州新幹線の開業に伴い、関西地
者世代の生活を支えていると同時に、
区と九州各地がお互いの魅力をＰＲ
あなたや家族の年金受給権を守るた
する 食と文化の交流祭 が開催さ
めにも、保険料は忘れずに納付しまし
れます。
ょう。
県内市町をはじめ関西・中国地区
●納付の時効は２年間 保険料を納
の特産品を集めた物産展や、ステー
付期限までに納めていないと、将来
ジイベントとして県内各地の伝承芸
受け取る老齢基礎年金の額が少なく
能が披露され、吉野ヶ里町からは赤
なったり、場合によっては年金が受け
熊太鼓が出演します。
られなくなることがあります。
ミニ新幹線の乗車体験やバルーン
納付期限から２年を経過すると保
係留など、子供たちが楽しめるアト
険料を納付できなくなります。納め忘
ラクションもあります。
れがないようご注意ください。経済
●日時 ３月１２日（土）
的な理由などで保険料が納められな
９:30〜17:00
い時は、申請により免除されることも
３月13日（日）
ありますので、役場窓口にてご相談く
10:00〜17:00
ださい。
●場所 「ＪＲ新鳥栖駅」西口
●保険料の額 定額保険料月額
（鳥栖市原古賀町）
15,020円（平成23年度）、付加保険
●問い合せ 佐賀県新幹線活用・整
料月額400円（定額保険料に加えて月
備推進課 TEL25-7525
額400円の付加保険料を納めること
により、納付月数×200円で計算した
花とみどりの市
金額が老齢基礎年金に生涯加算され
県内外の緑化関係者が集い、庭木
ます）
や盆栽、園芸資材を展示即売するほ
●社会保険料として全額控除 納め
か、庭園コンクール、親子箱庭教室、
た保険料は、社会保険料として全額

セリ市など楽しい緑のイベントを予
定しています。ご家族でご来場くださ
い。
●日時 ３月５日(土)〜27日(日)
９:00〜17:00
●場所 吉野ヶ里歴史公園臨時駐車
場
●問い合せ 佐賀新聞社営業局事業
部 TEL28-2151

【対象者】協会けんぽ佐賀支部に加入されている方。（水色の健康保険証をお持ちの方）

お問合せ
15 YOSHINOGARI

「カード預かります」という電話は詐欺

全国健康保険協会（協会けんぽ）佐賀支部

ＴＥＬ 0952-27-0612

「電話番号が変わった」という電話は詐欺
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子

若き日の君に寄り添う写真には
今や手繰れぬ想い出秘めて
松葉
香月 啓子

裏畑の大根気負ひて伸び見する
今朝は深々雪をかぶりて
吉田
中島

伊東 米子

手作りの焼きたてのパンいただきて

むらさき

紫芋のあんこがおいしい
吉田

遠に住む孫の合格祈願して
勝お守りとエールを送る
伊保戸
中島 君子

腰曲がり白髪目立つ整形院
人それぞれのリハビリにはげむ
横田
宮地カヨ子

それぞれに尊き命いただきて
傘寿を祝いこみ上げるもの
箱川
真木千寿子

赤信号待つひとときを十五夜の
光に心安らぎてをり
下三津東
松本メグミ

﹁伊達直人﹂と書いて施設に贈り物の
善意ひろがる日本列島
目達原
中村 悦子

こすずめ

雪の朝小雀チュンと鳴いて来た
みかんの輪切りそっと小枝に
上中杖上分 渡邊登志子

久々の冬の日差しに干されたる
布団にもぐるその温もりに
立野
土井 敏明

問い合せ

商工観光課（東脊振庁舎）℡ 37-0350

相談事例
敷金３か月分15万円を支払って賃貸アパートに入居し、１年間居住した。退去しようとしたら清掃代、ふす
ま張替代、畳替え代など122,800円を仲介業者から請求されている。妻と2人暮らしで特に汚してもなく清掃
も済ませてあり敷金精算額に納得いかない。
トラブルを防止するには
退去に際し思わぬ額の原状回復費用の請求を受けたというトラブルが多く見受けられますので、次のことに
注意しましょう。
①契約前 契約書、重要事項説明書を読み借主負担について確認しましょう。
②入居前 室内の汚れや損傷について家主と立会確認し写真を撮りましょう。
③入居中 借主の故意、過失、管理不十分による破損、汚損などは借主の負担です。通常の使用による損耗や
年数が経ったことによる自然損耗の修繕費用は月々の賃料に含まれます。
④退去前 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」を読んでから退去立会に臨みましょう。
家主(仲介業者)の請求に納得できない場合は、自分が適切と思う負担額とその理由を明細書に書き
家主と話し合いましょう。話し合いによる解決が難しいときは裁判所の民事調停や少額訴訟手続き
を利用する方法もあります。

節分の行事の増えし恵方巻
上豆田
伊東

消費生活相談日と場所（消費生活相談窓口の広域連携をしていますので、近隣市町でも相談できます）
●吉野ヶ里町（37-0350）：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
※上記会場の相談時間はいずれも９:30〜15:30

幸

春の午後長蛇の列のゴッホ展
吉田
香田 春枝

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）

︵有料広告︶

やさしさとスローが魅力渡辺氏
井上千代子

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。
ほんのりとつぼみの先を赤くして
那須 紀子

田中 寿恵

絵手紙に元気ですかと寒見舞
中島三千子

佐賀県消費生活センター（アバンセ内）（0952-24-0999）
相談日・毎日（土日・祝日も相談できます）９:00〜17:00

何事も一句納めて笑い顔

日々努力楽しむ為の保険です
武富 直人

風にゆれしだれ柳が春さがす
大塚美代子

そっと出す中身減らしたお年玉
江口カズヨ

保険かけ暮らし安心ホッとする
城野 憲子

金柑を食べてもいいよ小鳥たち
向井 初子

上滝 初代

野辺の花春待つ丸くふくらんで
原 ミツエ

暖かい場所に席とり時を待つ
兵働己登子

笑ったら心の中も日本晴れ

寺崎アサノ

電源を切ると寂しさ溢れ出す
松尾寿美子

詫摩 綾子

吉岡 昌子

一円の音聞き分ける主婦の耳
城野 浩二

桜色優しい季節すぐそこに

原岡 秀夫

半額になるまで待ったレジ袋
城野くみ子

斉藤 幾恵

山下麻の葉

継ぎ足した人生色のシャボン玉
中島 安広

百歳の笑顔の皺に福やどり

なごり雪脊振の峰も薄化粧

香

初孫の入園案内春の歌

困った時孫の笑顔が勇気づけ
橋本

子供より入学式にはしゃぐ親
松尾 利朗

老夫婦笑顔の会話おかげ様

兄弟のチャンネルげんか今笑う
藤戸 峯夫

明日より大事な今を傘の中

笑い顔万国共通お友達

ゴルフ保険バブルな響きこの時代
三宅 あや

毎日のおかずのように飲み薬
西村 正紘

西崎久美子

無駄になれと思って入るのは保険
橋本かのこ

温かく優しい色の母子手帳

「お金を借りるのに先に保証金を払え」は詐欺

立春や緑に射す陽を母とかな
松葉
香月 啓子

四季のない国から届く子の賀状
上石動
西牟田紀美子

め か り

今も尚を和布刈の神事関門橋
鳥ノ隈
田中千津子

水仙を見ては香をかぐ女かな
吉田
楠 多美子

くうしん

真夜中の空振聞くや寒の内
田手
於保 邦枝

美人の湯妹と巡りし今朝の春
吉田
西尾 京子

春浅し仏教讃歌聴きいたり
上石動
大坪カツヨ

九十七才
抱き起こし雪見る母の誕生日
田手
大澤ヨシノ

うすらい

村岡 和水

薄氷をふむような免許受講の日
永田ヶ里
井上 春枝

白梅や宰府の宮の太鼓橋
講師
保険かけ認知症には役立たず
白井みすず

家中の笑顔集める掘りごたつ
真島美智子

真島 清弘

ザッケローニ監督の指揮光ってた
草津 公代

病院の雪だるま三つ笑いかけ
大坪千枝子
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賃貸住宅の敷金トラブル

山茶花の湯 町民限定 入浴割引回数券
本誌をご持参いただくと、以下の金額で回数券を購入することができます。
通常販売価格
5,000円
（10枚綴り）

4,500円（10％OFF）
（10枚綴り）

※ご購入は1世帯3冊までとさせていただきます。
※本誌はスタンプ押印後ご返却いたします。
※回数券の有効期限は購入から1年となっております。

押印

広告有効期限
平成23年3月31日

はっきりしない請求は無視してまず相談

YOSHINOGARI 16

3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）

1 火

●まちの面積 43.94km2
●まちの人口（2月1日現在）
男性 7,863（ −9）
女性 8,360（ −6）
合計 16,223（−15）
●世帯数 5,787（ −5）

行

事

※出生数14 死亡数19（1/1〜1/31届出）

名

BCG予防接種･４か月児健診･７か月児健診【詳】

2 水
3 木

消費生活相談【詳】

4 金

行政･人権相談13:30〜16:00 ふれあい館

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】 温水プール休館日

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【詳】

定期健康相談

毎週月曜日
（21日は除く）

９:00〜11:00

きらら館

一般町民

BCG予防接種

１(火)

13:00〜13:15

きらら館

H22.11月生及び生後
６か月未満の未接種児

１(火)

７か月児健診

13:00〜13:15
13:15〜13:30

ワン･ツー体操【詳】 健康相談【詳】 温水プール休館日

15 火

２歳６か月児相談【詳】

16 水

12か月児相談【詳】 道の駅「吉野ヶ里」休館日

17 木

消費生活相談【詳】

18 金

９:50〜10:00

きらら館

２歳以上の幼児と保護者

水筒(お茶)

２歳６か月児相談

15(火)

13:00〜13:15

きらら館

H20.７月・８月生

母子手帳・健康相談票

12か月児相談

16(水)

13:00〜13:15

きらら館

H22.３月生

母子手帳

２か月児相談

22(火)

13:00〜13:15

きらら館

H23.１月生

母子手帳

１歳６か月児健診

25(金)

13:00〜13:30

きらら館

H21.７月・８月生

母子手帳・健康診査票

予防接種（ワクチン）の種類

図書室開放９:00〜13:00 中央公民館･東脊振公民館

対 象 者

20 日

三種混合
（ジフテリア・百日咳・破傷風） 生後３〜90か月児

21 月

麻しん・風しん混合（1期）

22 火

２か月児相談【詳】 ブックスタート事業 温水プール休館日

23 水

おしゃべり広場きらきら10:30〜14:30 中央公民館

24 木

消費生活相談【詳】

25 金

１歳６か月児健診【詳】

26 土

麻しん・風しん混合（2期）

日本脳炎（2期）

図書室開放９:00〜13:00 中央公民館･東脊振公民館

２か月児相談

30 水
消費生活相談

新 聞
6,770

6,590

単位：kg

シュレッダー ダンボール 紙パック アルミ缶 スチール缶 ペットボトル
250

3,060

90

550

210

850

ペットボトル
キャップ

古着

売却金額

-

590

260,964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・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IC前）
●開館日 月〜金曜８:30〜17:00、土曜９:00〜12:00
第１日曜日 ３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）※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
19 YOSHINOGARI

日曜・祝日在宅当番医

※診療時間は９時〜17時

（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

問い合せ

保健課健康づくり係（きらら館）
TEL51-1618

３月21日
（月）

最所医院

和田記念病院

３月27日
（日）

神埼病院

栗並医院

４月３日
（日）
４月10日
（日）

神埼市神埼町尾崎
吉野ヶ里町吉田
TEL52-2452 【内・胃・呼】 TEL52-5521 【内・胃・小】
神埼市神埼町田道ヶ里
神埼市神埼町枝ヶ里
TEL52-3145 【外・整外・胃】 TEL52-2977
吉野ヶ里町三津
TEL52-4185

【内・小】

ひらまつふれあいクリニック
吉野ヶ里町吉田
TEL51-1110

【内】

福嶋内科医院

松本医院

【内・胃】

神埼市千代田町境原
TEL44-2141
【内・小】

橋本病院

神埼市神埼町本告牟田
【外・内】
TEL52-2022

【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

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
日展・院展・創画会他…人気作家多数取り揃えております

33年の実績と信用

掛軸専門店

︵有料広告︶

よしのがリサイクル（1月搬出分）

︵有料広告︶

＊【詳】詳しくはお知らせページなどを見てください。 ●平日の図書室解放時間９:00〜17:00
その他
紙

年長児

◆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。

健康相談【詳】 温水プール休館日

29 火
31 木

生後12〜24か月児

日本脳炎（1期初回・１期追加） ３歳以上〜７歳半まで

27 日
28 月

母子手帳

H22.８月生

和田医院
３月６日 たけうち小児科医院
●接種するときの注意点
神埼市神埼町田本堀
神埼市千代田町嘉納
（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
【内・小】
【小】 TEL44-2046
TEL52-2524
るかを事前に確認してください。
中尾胃腸科医院
中下医院
● 予約が必要なときは、医療機関に直接予約してください。
３月13日
神埼市神埼町田道ヶ里
神埼市千代田町 江
（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。
TEL52-3295 【外・整外・胃・内】 TEL44-2488
【内】
● 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
３月20日 山田こどもクリニック 神埼クリニック
ださい。
神埼市神埼町田道ヶ里
神埼市神埼町田道ヶ里
● 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） TEL55-6566
【小】 TEL53-1818 【内・胃・呼】

13 日
14 月

H22.11月生

14(月)

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。

図書室開放９:00〜13:00 中央公民館･東脊振公民館 特急停車記念式典

きらら館

母子手帳・予診票

ワン・ツー体操

個別予防接種のお知らせ

11 金

19 土

＊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。

４か月児健診

8 火

12 土

保健行事

表装承ります

●佐賀県学校生協指定 ●佐賀市職員労組指定
■県内一円巡回販売中 ■お気軽にお電話下さい
吉野ヶ里町大曲2382-24
佐賀市新栄西1-2-41 タワラビル１F

TEL 0952-29-0085
携帯 090-3607-4059

「お金を返すからＡＴＭに行け」は詐欺
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第5回絵本まつり
1月30日（日）、東脊振健康福祉センタ
ー「きらら館」で絵本まつりが開催されま
した。
今年は東脊振小図書委員による出し物
「おおきなおおきなねこ」の影絵や、三田
川小図書委員の「○×クイズ」が加わり、
盛りだくさんの内容でした。
また、朗読劇団「キテモ」の「おおきなか
ぶ」では会場の参加者を巻き込んで、「う
んとこしょ、どっこいしょ」のかけ声で大
いに盛り上がりました。

り
こ
ほっ
絵本で

大雪の中集まった約260人の参加者

「おおきなおおきなねこ」の影絵

みんなが夢中になった紙ごま作り

にのみやきんじろう

写真は、三田川、東脊振両小学校の校門にある二宮金次郎

（尊徳、正しくは尊徳）像である。この像を戦前の名残と思う

YOSHINOGARI

なごり

DISCOVER

第
22
回

たかのり

そんとく

身・大阪在住、西村清市氏）である。その後の戦局悪化や物資

じんじょう

人も多かろう。確かに1904年以降の国定教科書や尋常小学校唱
がっち

歌に取り上げられ、国策推進に合致したことから、昭和10〜15
年頃、盛んに建立された。両校共、昭和13年の寄付（目達原出
ぼん

不足に伴い、1941年の『金属類回収令』により寺院の仏具・梵

上＝東脊振小学校
左＝三田川小学校

しょう

なべ

かま

きょうしゅつ

鐘、家庭の鍋・釜同様、多くの金次郎像も供出され、鉄砲や大
ば

見守り続ける二宮金次郎像

砲の砲弾に化けた。更に戦後、金次郎像は軍国主義の象徴とし

こわ

て各地で打ち壊され急減したが、幸い両校共に無事であった。
あえ

現在、国や地方も財政難に喘いでいるが、財政再建に格好のモデルとも言えるのが二宮尊徳
まき

なたね

公である。幕末、没落した百姓の子であった金次郎は、薪を運びながらの勉学や、菜種を荒地に
なたねあぶら

ま

こっくべんれい

おだわら

播いて得た菜種油の灯での勉学など、刻苦勉励の末、一家を再興した。その後、小田原藩筆頭家
はっとり

老服部家の再建、士分に取立て後は幕府直属の役人として、『積小為大』と『譲の道』をモット
ことごと

ーに、全国600余の農村復興を悉く成功させている。
ほんろう

尊徳公の評価は時代の波に翻弄されたが、その業績は不変である。終戦直後の日本占領政策
を統括したＧＨＱ（連合軍総司令部）も『世界的に有名な民主主義者で、日本で最も民主的』と
評価しているし、1983年にはロサンゼルスでも金次郎の銅像が建てられている。トヨタ自動車の
基礎を作った豊田佐吉や、パナソニックの松下幸之助なども尊徳公の精神を信奉し、実践した人
しか

ふるくさ

てっきょ

物である。然るに近年、古臭いとか、歩きながらの読書は交通安全上問題だとして撤去するとこ
ろもあると言う。浅はかと言う外ない。
これから卒業式・入学式シーズンを迎える。建立以来、子どもたちを見守り続けてきた金次郎
像を改めて見直し、その情熱と教えを将来につなげて欲しいものである。（文責：於保 忠）

広報

よしのかり

23

3

37-0330

