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ことば

待ってましたよ!!
６月２日(木)は東脊振小学校のプール開き。
雨が続き天候が心配されましたが、当日は良い
天気で、青・緑・黄色など学年毎に色分けされた
帽子をかぶった子ども達がプールを彩りました。
子ども達は、水面をのぞき込んだり、水に足を
そっとつけたりするなど、１年ぶりのプールを待
ちきれない様子で、準備体操を終えると、さっそ
く今年最初のプールへ。初めは緊張気味だった子
ども達も、プールに入ると楽しそうな歓声を上げ
ていました。

町花：さくら

町木：さざんか

http://www.town.yoshinogari.saga.jp/
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盛夏に向けて
節電対策

ECO LIFE ECO LIFE ECO LIFE ECO LIFE ECO LIFE ECO LIFE ECO LIFE ECO LIFE ECO LIFE

電力需要の約３割以上が家庭での使用で
す。省エネ・節電を実施することでエコ活動に
繋がり、東日本大震災の支援活動にもなりま
す。
家庭でできる簡単な省エネ・節電方法を紹
介しますので、
これから迎える夏に向けて、家
庭での省エネ・節電にご協力をお願いします。

ECO

エアコン

冷蔵庫

LIFE

設定を
「強」
から
「中」
に。 食品を詰め込まない。
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2cm以上、上部には物を置かず、10cm以上隙間を作っ
ておかないと、放熱がスムーズに進みません。背面も少
し隙間を開けておきましょう。

LIFE

エアコンは1℃の変化で電気消費量が約10％も違っ
てきます。設定温度に気を配り、冷やしすぎ、温めすぎに
注意しましょう。夏場は外気との気温差マイナス5〜6
度、冬場だと20度以下が目安です。夏場32〜33度な
ら、設定温度は26〜28度が適温となります。人間は5〜
6度までの温度差であれば適応できますが、
それ以上だ
と体への負担も大きくなります。健康面からも冷やしす
ぎには注意が必要です。
ワンポイントアドバイス
①フィルターはこまめに掃除する。
ちりやほこりで汚れていると、風量が落ちて冷・暖房効
率が低下してしまいます。フィルターを掃除すること
で、電気消費量が5〜10％違ってきます
②エアコンの室温は28℃を心がけ、無理のない範囲で
扇風機の活用を！

ECO

冷蔵庫は、放熱がしやすいよう隙間を開けて設置しま
す。側面2cm以上、背面10cm以上、上部10cm以上が
目安です。最近の冷蔵庫では背面に隙間をつくる必要
のない製品も多くでています。背面部の変わりに側面や
上部に放熱板を設置しているものが多いので、側面は

ワンポイントアドバイス
①ビニールカーテンで開閉時の冷気の逃げをシャット
アウト。
②冷蔵庫の設定を「強」から「中」へ変え、食品を詰め込
まない。

ECO

テレビ

ECO LIFE ECO LIFE ECO LIFE ECO LIFE ECO LIFE ECO LIFE ECO LIFE ECO LIFE ECO LIFE

ECO

洗濯機

LIFE

少ない洗濯物で何度も洗濯機を回していると電気料
金と水道料金の無駄につながります。洗濯機容量の80
％がもっとも適した水準で、50％の場合と比較すると
洗濯物1kgあたりの電気消費量を17％も節約できま
す。洗濯物は洗濯液の中で適度な間隔があるほうが、洗
濯液も行き渡り、回転による洗浄効果も高くなります。
洗濯物を詰め込むと洗濯物が固まり、洗濯液も不足気
味になるので、多くの洗濯時間を要し、電気効率が下が
り電気消費量が上がります。容量80％程度がもっとも
効率が高いといえます。

ワンポイントアドバイス
①洗濯物の目安は洗濯機容量の80％。
②脱水時間も考えてみる。
脱水にかかる時間は種類によって異なりますが、通常
は3〜5分ほどでしっかり脱水されます。絹やポリエス
テル、
その他「しわ」
になりやすい衣類は脱水しすぎると
「しわ」になるので、15〜30秒が適切です。あまり長く
脱水すると、電気消費量が上がるだけでなく、洗濯物に
ダメージを与えることになってしまいます。

ECO

緑の
カーテン
など

LIFE

緑のカーテンとは日差しを遮るために、
ゴーヤやヘチ
マなどつる性の植物を外の壁際に植えたものです。緑の
カーテンやすだれがある部屋と、何もない部屋を比べる
と温度差は1〜4℃という結果があり、エアコンなしで
涼しく過ごせるというわけではないものの、節電効果は
期待できそうです。
①緑のカーテンに適した植物
・日陰を作りたいなら育ちが早いヘチマ
・香りが良い夕顔
・その他、綺麗な花を咲かせるブーゲンビリアや実が
なるゴーヤもオススメです。
②すだれや遮光カーテンとの違い
日差しを遮るという点では、緑のカーテンとすだれは
同じですが、すだれやカーテンは、日差しでそのもの自
体が熱を吸収し、放熱するのに対し、植物は、暑くなると
葉から水蒸気を出すという性質があるため、植物自体が
熱を持ちにくく、熱を放射する心配がありません。
③デメリット
一方で、緑のカーテンは育つまでに時間がかかること
や、葉の茂り具合では風通しが悪くなるなどのデメリッ
トもあります。
すぐに使えて取外し
（開閉）可能なすだれ
や遮光カーテンなどでもほぼ同様の効果が期待できま
す。

ECO 照明器具 LIFE

LIFE

明度を上げるのに比例して、電気消費量も高くなりま
す。音量も明度と同じで、大きくするほど電気消費量が
高くなります。必要以上に音量を上げるのは周囲にも迷
惑をかけるので、適度な音量を心がけてください。
ワンポイントアドバイス
①明度や音量を必要以上に高く設定しない。
②電源は主電源から切り待機電力をカット。
リモコンで電源を切っても、主電源は付いたままなので
電力は消費されており、その量は通常電力の約13％に
もなります。
③テレビは省エネモードに設定。
必要な時以外は消す。

白熱電球用のソケットに取り付ける事ができる、電球
型蛍光ランプは、電球に比べて、電気消費量は1/3以
下、寿命は6倍も長持ちです。値段自体は電球型蛍光ラ
ンプの方が高いですが、電気消費量まで考慮すると、お
得といえます。
ワンポイントアドバイス
LED電球で節電。白熱電球に比べ、電気消費量は約
５分の１。発熱量が少ないため表面温度が低く、室温上
昇を防ぐのにも効果があります。
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ようこそ！冒険の森へ！
７月１日（金）
トムソーヤの森キャンプ場が開設します。

Welcome to the
TOM SAWYER’S
WOODS

一歩足を踏み出せば、
そこは日々の喧騒を忘れる非日常の世界、
園内には遊具が設置されているほか
（一部使用不可）、
小川でカニを探したり、
バードウォッチングやクヌギの木に寄ってくる
カブトムシやクワガタムシを捕まえるなど、親子で自然体験ができます。
森林浴、自然体験、
バーベキュー、
キャンプなど、
今夏はフィトンチッド溢れる爽やかな森林で、冒険をしませんか？

○開設期間
平成23年７月１日（金）
〜９月30日（金）
○料金
種

別

単

位

使
町内
町外
町内
町外
町内
町外
町内
町外
町内
町外

用

1,000円
1,500円
500円
1,000円
200円
300円
100円
200円
500円
1,000円

常設テント

１泊１区画

常設テント

日帰り１区画

持込テント

１泊１区画

持込テント

日帰り１区画

キャンプファイヤー

１区画

飯ごう

１個

100円

シャワー

１回

100円

バーベキューなど

町内
町外

料

500円
1,000円

※常設テントは、
１張につき４〜５人程度利用可能です。

○テント利用時間
16時〜翌朝10時（２日以上続けて利用する場合は、最終日の10時まで）
○申し込み
利用開始する日の２日前までに、
キャンプ場施設利用許可申請書を提出してください。
○申し込み・問い合わせ
東脊振庁舎商工観光課
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TEL 0952-37-0350
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国民健康保険の高齢受給者証を郵送にて更新します

後期高齢者医療
被保険者証更新のお知らせ

70歳以上の国保の被保険者がお持ちの「高齢受給者証」（手の平サイ
ズ、白色）は、平成23年７月31日までの有効期限となっています。そこ
で、８月以降分の高齢受給者証を7月下旬頃、郵送にてお届けします。

現在お持ちの被保険者証（びわ色）は平成23年７月31日ま
での有効期限となっています。
新しい被保険者証（水色）は、７月中に簡易書留で郵送しま
すので、８月以降ご使用ください。
なお、お手持ちの被保険者証（びわ色）は、７月31日までご
使用いただき、その後は、裁断等をして廃棄していただくか、
保健課後期高齢者医療担当に返却をお願いします。
【お願い】
新しい被保険者証が届きましたら、住所・氏名・性別・生年
月日のご確認をお願いします。
もし、記載内容に誤りがある場合は、保健課後期高齢者医療
担当までご連絡ください。

今回お届けする高齢受給者証の有効期限
現役並み所得以外の70歳以上の自己負担は現在、２割のうち１割を国が
負担しているため１割となっています。この措置は来年度以降も継続され
るかどうか不明であるため、今回お届けする高齢受給者証の有効期限は、
今年度末の平成24年３月31日までとなる予定です。
※年度途中で75歳になる被保険者の場合、有効期限は誕生日の前日までと
なります。
※有効期限を過ぎた高齢受給者証は、ご自宅で破棄してください。

問い合せ
保健課（東脊振庁舎）TEL37-0345

保健課国民健康保険係（東脊振庁舎）TEL37-0345

佐賀県後期高齢者医療広域連合
TEL64-8476

後期高齢者医療

限度額適用・標準負担額減額認定証をお持ちの皆様へ
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は、平成23年７月31日までになっていま
す。新しい認定証は７月中に被保険者証と一緒に簡易書留で郵送します。
なお、認定証の更新手続きは必要ありません。

重度心身障害者医療費助成受給資格証
の更新手続き
現在お持ちの受給資格証の有効期限が平成23年７月31日で満了しますの
で、下記により更新手続きをお願いします。
●必要なもの
・身体障害者手帳または療育手帳
・重度心身障害者医療費助成受給者証
・印鑑
・健康保険証
・所得証明書（平成23年１月１日現在、町外にお住まいだった人）
●期日及び場所（９:00〜17:00）
７月25日(月)三田川庁舎１Fカウンター
７月26日(火)三田川庁舎１Fカウンター
７月28日(木)東脊振庁舎福祉課
７月29日(金)東脊振庁舎福祉課
問い合せ
※８月以降は随時福祉課(東脊振庁舎)にて行います。
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問い合せ

限度額適用（標準負担額減額）認定証の更新手続きについて
入院時の窓口負担が限度額までとなる「限度額適用（標準負担額減額）認定証」の有効期限は平成23年７月31日
までとなっています。８月以降も入院予定があり、引き続き認定証が必要な場合は、更新手続きを行ってください。
●事前申請
更新分の事前申請の受付を7月から開始し、7月下旬に郵送により交付しま
す。
●申請窓口
三田川庁舎総合窓口、東脊振庁舎保健課
※新規申請や８月以降の更新申請については、東脊振庁舎保健課では即日交
付できますが、三田川庁舎総合窓口では郵送による交付となります。お急
ぎの方は、東脊振庁舎保健課へお越しください。
●持参するもの
印鑑、保険証、現在お持ちの認定証（更新のみの場合）
※世帯主（国保の被保険者でない世帯主を含む）と国保の被保険者である世
帯員が住民税非課税の場合、食事代も減額される「限度額適用・標準負担
額減額認定証」が交付されます。
※70歳以上で高齢受給者証をお持ちの被保険者は、上記の住民税非課税世帯
のみ認定証が必要です。住民税課税世帯では、高齢受給者証を提示するこ
とにより、入院時の窓口負担が限度額までとなります。
【注意】認定証の交付ができないことがあります
①70歳未満で、国保税滞納世帯の被保険者には、認定証の交付ができません。ただし、住民税非課税世帯の場合、
食事代が減額される「標準負担額減額認定証」のみ交付できます。
②世帯主（国保の被保険者でない世帯主を含む）や国保の被保険者である世帯員のうち、住民税申告又は国保税申
告が済んでいない被保険者がいる世帯には、所得区分判定ができないため、認定証の交付ができません。

福祉課障害者支援係(東脊振庁舎)
TEL37-0343

問い合せ

保健課国民健康保険係（東脊振庁舎）TEL37-0345
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検 診

集団健診のご案内

＜次回の健診日程＞９月８日(木)〜10日(土) 東脊振健康福祉センター「きらら館」

【健（検）診内容】

種

別

対象年齢

若年健診
特定健診

受診料
69歳以下

受診の際に
必要なもの

70歳以上

20歳以上
無 料
39歳以下
40歳以上
医療保険ごとに金額設定
74歳以下
後期高齢者医療
無 料
被保険者

40歳以上

胃がん検診

40歳以上

大腸がん検診

40歳以上

300円

料
100円
(300円)
300円

保険証、受診料

200円

●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。
●｢特定健診｣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。
●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。
●胃がん検診を受診される人は、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される人は事前にご連絡ください。
問合せ

検 診

保健課健康づくり係
TEL 51-1618
保健課国民健康保険係 TEL 37-0345
※ご加入の医療保険者にお問い合わせください

個別がん検診のご案内

より多くの人にがん検診を受けていただくため、７月から「個別がん検診」を実施します。
ご都合により、集団健診を受診できない人は、どうぞご利用ください。

【実施期間】７月１日（金）〜12月24日（土）

予約が必要です
TEL 31-8835

※基本的に平日実施です。

【実施場所】佐賀県医師会成人病予防センター

（佐賀市新中町2番15号）

結核健診
肺がん検診
胃がん検診
大腸がん検診
乳がん検診
子宮頸部がん検診

内

容

対象年齢

胸部エックス線検査

65歳以上

問診・胸部エックス線検査
喀痰検査(必要と思われる方のみ)
問診・胃部エックス線検査
問診・胃部エックス線検査
問診・視触診・マンモグラフィ検査(２方向)
問診・視触診・マンモグラフィ検査(１方向)
問診・子宮頸部の細胞診

40歳以上
40歳以上
40歳以上
40歳代の女性
50歳以上の女性
20歳以上の女性

23

23

22

41

88

受診料
69歳以下

70歳以上

無料

無料

300円
500円
500円
300円
800円
500円

100円
300円
300円
200円
―
300円

500円

200円

問合せ 保健課健康づくり係
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老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円未満
の方、年金をもらわれていない方、恩給などの受
給者の方などは、納付書または口座振替で納付し
ていただきます。
すでに、4月から7月分（仮徴収額）は仮算定し
ていますので、今回決定した金額から仮徴収額を
差し引いた残りの金額を、8月から3月の8回に分
けて納付していただきます。
納付には納付書のほか便利な口座振替もござい
ますので、ぜひご利用ください。なお、すでに口座
振替ご利用の方は引き続き行います。

23

23

23

TEL 51-1618

されていない方︵健康保険の扶
養も含む︶
・世帯全員の預貯金の合計が１８
０万円以下の方
預
※貯金額には︑国債・生命保険
の返戻金等も含みます︒
・居住用以外の活用できる不動産
がない方
●申請の方法
７月中旬頃に送付した通知書︑
平 成 年 中の収 入 がわかる書 類
︵年金の源泉徴収票など︶︑健康
保険証︑預金通帳︑生命保険証書
等︑印鑑を持って東脊振庁舎福祉
課または佐賀中部広域連合へ申請
してください︒
●減免額
申請提出後︑審査を行い︑減免
が承認された場合は︑申請月以降
の保険料を３分の１減額いたしま
す︒ただし８月末までに申請され
た場合に限り︑４月にさかのぼっ
て保険料を減額いたします︒
減免の承認・不承認の結果につ
いては決定後︑通知いたします︒
ご不明な点は東脊振庁舎福祉課
または佐賀中部広域連合までお問
い合わせください︒
●問い合せ
佐賀中部広域連合 業務課
佐賀市松原４丁目２番２８号
℡４０ １-１３５
福祉課︵東脊振庁舎︶
℡３７ ０-３４３

検診の種類

普通徴収（納付書・口座振替）

65

度保険料の納入通知書に︑減免に
関するお知らせを同封いたします
ので︑減免要件を確認してくださ
い︒
●対象となる方︵次のすべてに該
当される方︶
・平成 年度の介護保険料段階が
第３段階の方
・平成 年中のすべての収入が
万円以下の方︵世帯員がひとり
増えるごとに 万円加算︶
・住民税課税者と生計をともにし
ておらず︑住民税課税者に扶養

受けよう

若年健診・がん検診
後期高齢者健診
特定健診

40

23

歳以上の方の平成 年度の介
護保険料は︑すでに仮徴収してお
りますが︑６月に確定した住民税
の課税状況等に基づき︑平成 年
度 の 年 額 保 険 料 を 決 定い た し ま
す︒
決定した保険料の通知書は７月
中旬頃に送付いたします︒

肺がん検診

無
300円
(500円)
500円

保険証、受診券、問診票

64

７ 月 下 旬 よ り 介 護 保 険 料の
減免申請の受付を始めます

65歳以上

保険証、受診券、受診料

老齢・退職・障害・遺族年金を年額18万円以上
受給されている方は、原則として年金より天引き
されます。
すでに、4月、6月、8月(※)の徴収額（仮徴収
額）については、仮算定していますので、今回決
定した金額から仮徴収額を差し引いた残りの金額
を、10月、１2月、2月の3回に分けて年金より天
引きさせていただきます。
なお、年度途中で65歳になられた方、佐賀中部
広域外から転入された方などはおおむね6ヶ月後か
ら天引き開始となります。
※8月の保険料額が変わる場合もあります。

65

７月中旬頃に送付する平成 年

がん検診等

結核健康診断

保険証

特別徴収（年金天引き）

40

平成 年度の介護保険料が決まります

後期高齢者健診

（年齢基準日：平成24年３月31日）

納め方は特別徴収と
普通徴収の2通りに分かれます

平 成 年 度の 介 護 保 険 料 を
決定します

【実施日程】７月21日(木)〜23日(土) 【受付時間】８:30〜11:00
三田川健康福祉センター「ふれあい館」

※胃がん検診は、各日
先着50人(当日受付)で
締め切ります。

65
介護保険料は 歳以上の皆様か
らいただいておりますが︑年齢に
より納付の方法が異なります︒
歳から 歳までの方はご加入
の医療保険と合わせて納めていた
だき ︑ 歳 以 上の方 は 特 別 徴 収
︵ 年 金 天 引 き ︶ま た は 普 通 徴 収
︵納付書・口座振替︶で佐賀中部
広域連合へ納付いただいておりま
す︒

〔若年健診・特定健診・後期高齢者健診・がん検診〕

介護
保険

歳以上の皆様へ

受けよう

22
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平成23年度

金婚式該当者の方へ

●昭和36年にご結婚されたご夫婦は申し出を

町では、金婚式を迎えるご夫婦に対し、敬老会〔９月18日（日）
ふれあい館で開催予定〕
において記念撮影と祝状及び
記念品を贈り、
お祝いいたします。
つきましては、次の要件に該当されるご夫婦は、福祉課までお申し出ください。

●金婚祝該当基準

高齢者や障害者を災害から守る

災害時要援護者台帳
作成のご案内

●申出事項
電話または、東脊振庁舎福祉課もしくは三田川庁舎総合窓口で申込書に記入していただきます。代理の方の申し出も
可能です。
ご夫婦の氏名、
生年月日、住所、婚姻届出年月日、電話番号が必要です。

なぜ必要？

●申出期間
７月１日（月）
〜26日（火）
※注意事項 ・本籍地が町外の方は、婚姻年月日がわかる戸籍書類を取り寄せてご提出ください。
・該当者名簿は佐賀新聞社へも提供しますので、
ご本人承諾確認後、新聞にお名前が掲載されます。
８月に、敬老会の案内と佐賀新聞社表彰式
（９月15日）
の案内状が届きます。
問い合せ

笑顔キラキラ

福祉課（東脊振庁舎）TEL37-0343

けんこうが一番!

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とした
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。

【おんがく健康教室】８月17日から 全12回
●日
●会
●講

時：毎週水曜日13:30〜15:00
場：きらら館（集団指導室）
師：浅野雅子 先生
（西九州大学 リハビリテーション学科講師）
●参加費：無料
●定 員：20名程度
●対 象：おおむね65歳以上の町内在住者
●申込期間：７月11日〜29日（先着順）

9月から次の２教室を計画中！!
●日時：毎週木曜日
●会場：町民集会所
●定員：20名

問い合せ
11 YOSHINOGARI

楽譜を読めなくても大丈夫！
トーンチャイムの美しい音色がもたらす癒しと感動を
体験してみませんか？

【簡単おやつ教室】全12回
●日時：毎週水曜日 10:00〜11:30
●会場：きらら館 調理室
●定員：15名
☆材料費別途必要

13:30〜15:30

福祉課

「もし大地震がおきたら…」、「台風や大雨で浸水したらどうし
よう…」そんなときにも、みんなが安心して生活できるようにする
ため作成します。

ここがポイント！

（１）任意の登録制度です。個人情報保護のもと情報提供に同意で
問い合せ
きる人です。
福祉課（東脊振庁舎）TEL37-0343
（２）作成した台帳は、町と住んでいる地域の区長、民生委員・児
童委員、消防団で共有します。
（３）ご近所の協力員により、避難等の支援をお願いするものです。
(ただし、可能な範囲での支援であり、責任を伴うものではありません)

対象者は？
災害が起きたときに、自分ひとりで避難することが困難な人で、家族等の支援が得られなく避難するのに何
らかの手助けが必要な人です。
たとえば、高齢者のみの世帯・ひとり暮らしの高齢者・障害のある人など

台帳への登録方法は？

・登録台帳は役場各庁舎総合窓口にあります。
・必要事項を記入し、各庁舎窓口へ提出してください。
・外出するのが困難な人は、福祉課までご連絡ください。

台帳作成の流れ

詳細は来月号の広報をご覧ください

【書き方教室】全12回

平成23年３月11日に東日本大震災が
発生しました。日赤吉野ヶ里町分区では、
三田川庁舎窓口・東脊振庁舎窓口・きらら
館に募金箱を設置したところ、多くの皆さ
まから被災者の方々への義援金をお寄せ
いただきました。
６月１日現在、
日赤吉野ヶ
里分区では、
３７１万８，
９７０円の義援金
が集まりました。
お預かりした義援金は、
日本赤十字社を
通じて被災者の方々へお届けいたします。
被災地の一日も早い復旧をお祈りします
とともに、
ご協力いただきました皆さまに
心から厚くお礼申し上げます。
また、今後も東日本大震災への義援金
を、
両庁舎で受け付けております。
ご協力よろしくお願いいたします。

災害時要援護者台帳整備とは？

災害時に援護が必要な人（ひとり暮らしの高齢者や重度の障害者
など、日常生活の中で手助けを必要とする人）を事前に把握し、災
害時などに地域の中で支援を受けられるようにします。そのため、
いざという時の円滑な支援ができるよう災害時要援護者台帳を作
成しています。

吉野ヶ里町に住所を有しているご夫婦で
1. 昭和36年1月1日から12月31日までに婚姻届を出されたご夫婦。
2. 昭和35年12月31日以前に婚姻されて、祝状及び記念品の贈呈を受けられていないご夫婦。

東日本大震災の募金

おっしゃ本舗吉野ヶ里（東脊振庁舎）TEL37-0344

災害時要援護者

台帳登録の同意

台帳作成・整備
【吉野ヶ里町役場】

安全確認・支援

日常の見守り
災害時の支援

連携

地域住民

平常時からの情報の共有

地区区長・民生委員・消防

災害時に最も重要なことは、人的被害を発生させないことです。
地域で安心して暮らすために、地域の皆さんによる見守りと支援をお願いします。
問い合せ

福祉課（東脊振庁舎）TEL37-0343
総務課交通防災係（三田川庁舎）TEL37-0330
YOSHINOGARI 10

７

カレンダー
日

平成23年

月

火

水

月

木

JULY

金

土

1

２

●図書室開放

９:00〜13:00

３

●吉野ヶ里
夢ロマン軽トラ市
８:00〜11:30

10

４

５

７

８

９

●行政・人権相談
三田川健康福祉センター
13:30〜16:00
●BCG予防接種
【詳】
●4か月児健診
【詳】
●7か月児健診
【詳】
●DV相談日
東脊振庁舎１F相談室
13:00〜16:00

●12か月児相談
【詳】

●消費生活相談
【詳】

11

12

13
●おしゃべり広場

14
15
●消費生活相談
【詳】

16
●図書室開放

20

21
22 【詳】
●消費生活相談
【詳】
●集団健診

23

●定期健康相談
【詳】
●ワン・ツー体操
【詳】
●温水プール休館日

17

６

●定期健康相談
【詳】
●温水プール休館日

18

きらきら
10:30〜14:30

19

海の日

●2か月児相談
【詳】
●温水プール休館日

●道の駅「吉野ヶ里」
休館日

●集団健診
【詳】
（ふれあい館）

●図書室開放

９:00〜13:00

９:00〜13:00

●集団健診
【詳】
（ふれあい館）
●図書室開放

（ふれあい館）

９:00〜13:00

24

25

26
27
●2歳6か月児相談【詳】 ●おしゃべり広場

●定期健康相談
【詳】
●温水プール休館日

31
●地区対抗婦人

28
29
30
●消費生活相談
【詳】
●1歳6か月児健診
【詳】 ●図書室開放

きらきら
10:30〜14:30

９:00〜13:00

ソフトバレーボール大会

＊保健行事は下の表をご覧ください。【詳】は、お知らせ欄等をご覧ください。

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

９:00〜11:00

４か月児健診

13:00〜13:15

７か月児健診

13:15〜13:30

BCG予防接種

13:00〜13:15

12か月児相談

きらら館
きらら館
きらら館

一般町民
H23.３月生

母子手帳

H22.12月生
H23.３月生及び
生後６か月未満の未接種児

母子手帳・予診票

13:00〜13:15

きらら館

H22.７月生

母子手帳

９:50〜10:00

きらら館

２歳以上の幼児と保護者

水筒(お茶)

２か月児相談

13:00〜13:15

きらら館

H23.５月生

母子手帳

２歳６か月児相談

13:00〜13:15

きらら館

H20.11月・12月生

母子手帳

１歳６か月児健診

13:00〜13:30

きらら館

H21.11月・12月生

母子手帳・健康診査票

ワン・ツー体操

８:30〜11:00 ふれあい館 集団健診のご案内（９ページ）をご覧ください。

三田川

児童館
時

２日(土) 14:00〜

間

だより
行

開館時間

７月の
催 し
事

オリジナル消しゴムを作ろう!

月〜土曜 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

問い合せ
対

象

小学生以上

定

員

材料代

12名程度 200円

町内在住の小学生以上

無料

11日(月) 11:00〜12:00 マンデイ親子のつどい

未就学児と保護者

無料

16日(土) 14:00〜

丸ごとみかんゼリーを作ろう! 小学生以上

12名程度 100円

22日(金)
28日(木) 14:00〜
29日(金)

児童館児童実行委員会

25名程度

25日(月) 10:30〜11:30 ドレミ広場
27日(水) 14:00〜

なかしま整形外科クリニック 和田医院
神埼市千代田町嘉納
神埼市神埼町本堀
TEL51-1430
【内・小】
【整外】 TEL44-2046

７月10日
（日）

小森医院
中下医院
吉野ヶ里町豆田
神埼市千代田町 江
TEL52-1136
【小・内】 TEL44-2488

７月17日
（日）

たけうち小児科医院
神埼市神埼町本堀
TEL52-2524

７月18日
（月）

中尾胃腸科医院
和田記念病院
神埼市神埼町田道ヶ里 神埼市神埼町尾崎
TEL52-3295 【外・整外・胃・内】 TEL52-5521 【内・胃・小】

７月24日
（日）

山田こどもクリニック 栗並医院
神埼市神埼町田道ヶ里
神埼市神埼町枝ヶ里
TEL55-6566
【小】 TEL52-2977
【内】
福嶋内科医院
最所医院
神埼市千代田町境原
吉野ヶ里町吉田
TEL52-2452 【内・胃・呼】 TEL44-2141
【内・小】

町内在住の未就学児親子

民生委員さんと、おやつを作ろう! 小学生以上

８月７日
（日）
８月14日
（日）

【内】

神埼クリニック
神埼市神埼町田道ヶ里
【小】 TEL53-1818 【内・胃・呼】

神埼病院

橋本病院
神埼市神埼町本告牟田
神埼市神埼町田道ヶ里
TEL52-3145 【外・整外・胃】 TEL52-2022
【外・内】
松本医院
吉野ヶ里町三津
TEL52-4185

【内・小】

しらいし内科
神埼市神埼町城原
TEL52-3848
【内・循】

【外】外科 【整外】整形外科 【形成外】形成外科 【内】内科 【胃】胃腸科

三田川児童館 TEL 53-1117 【小】小児科 【脳】脳神経外科 【呼】呼吸器科 【循】循環器科

９・23日(土) 13:30〜15:00 手話教室

小学４年生以上

※診療時間は９時〜17時

７月３日
（日）

７月31日
（日）

集団健診
・若年健診
・特定健診
・後期高齢者健診
・がん検診

日にち

日曜・祝日在宅当番医

申込締切
受付終了しました

7/11 正午

無料

●今回の児童館児童実行委員会は、８月20日（土）に開催する「児童館まつり」の企画と準備をします。

問い合せ

保健課健康づくり係（きらら館）TEL51-1618

救急医療情報案内

無料

12名程度 100円

佐賀県内の予防接種広域実施医療機関で、接種する
こどもの
ことができます。
個別予防接種
予防接種（ワクチン）の種類、対象者については、
について
「吉野ヶ里町健康カレンダー」をご覧ください。

7/22 正午

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

TEL37-0330

TEL37-0330

入浴するからには気持ちよく

たくさんの来場者で賑わいました

実りの秋を願って〜赤米お田植え〜
お兄さん・お姉さんと手をつないで

清掃活動で地域に恩返し

第16回吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市

三田川中学校１年生が古代の稲作を体験

５月30日
（月）
、
ひがしせふり温泉
「山茶花の湯」
スタ
ッフが県道中原・三瀬線の清掃活動を行いました。
この清掃活動は、来館者に気持ちよく訪れて入浴し
て欲しいという思いと、
お世話になっている地域への
恩返しとして、
同館の松浦支配人が月１回、
１人で行っ
ていたものを、
５月からは施設内の各テナントに呼び
かけて、
５人体制で実施するようにしたもので、
当日は
６人のスタッフが仕事
着のまま、
火ばさみとゴ
ミ袋を両手に持って、
県
道に交差する町道の南
北に分かれて清掃を行
いました。

6月5日（日）、第16回吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市が
開催されました。
あいにくの天候でしたが、約4000人が訪れ買物を
楽しみました。
恒例となった
『卵のつかみどり』
では、女性が7個つ
かんだ瞬間、
会場からは大きな歓声が上がりました。
来場者の中には、
「毎月、
楽しみにしている」
というリ
ピーターだけでなく、
「吉野ヶ里公園駅コミュニティー
ホールで生中継されたテレビを見て来た」
とい人も多
く、会場は町内外のたくさんの買物客で賑わっていま
した。
次回は7月3日開催予定です。

弥生時代に伝わったといわれる稲作を再現する赤米のお田植え
が5月30日
（月）
、
公園内の水田で行われました。
体験学習の一環として、
三田川中学校1年生76人が貫頭衣姿で
約1,000平方メートルの水田に、
赤米うるち米の
「ベニロマン」
の苗
を植えました。
生徒たちは吉野ヶ里公園管理センターの歴史専門員
の東中川さんより弥生時代の稲作や、
当時の農具などについて説明
を受けた後、
用意された苗を持って、
水田に入り、
泥の感触を味わい
ながら3本1株で上手に苗を植えました。
吉野ヶ里歴史公園では、
夏季の水田管理作業として、
案山子づく
りや草取り作業を7月24日
（日）
に計画しており、
一般参加も可能で
す
（草取り作業は事前申込みが必要です）。詳細は吉野ヶ里公園管
理センター
（55-9333）
へお問い合わせください。

どろんこになりながら、田植えをする中学生

777人目達成！
お兄さん・お姉さんと手をつないで
おしゃべり広場きらきら

ゴミを拾う山茶花の湯スタッフ

雨にも負けずにぎわう
軽トラ市

おめでとうございます

この日の参加者のみなさん

老人クラブ連合会三田川支部女性部
5月25日
（水）
、
ＪＡさが神埼郡統括支所で神埼郡交通
安全協会総会及び表彰式が行われ、
老人クラブ連合会三
田川支部女性部が佐賀県警察本部長・佐賀県交通安全協
会長から表彰を受けました。
老人クラブ連合会三田川支部女性部は、
小学生の登下
校の安全祈願のためのお守り作りや神埼市・郡交通安全
協会の研修会での意見発表・自転車の実技指導などの活
動を行っており、積極的な交通安全への取り組みが今回
の受賞につながりました。女性部長は「今後とも、町内の
交通安全について、老人クラブ女性部の一員としてしっ
かり見守っていきたい」
と話していました。

変わりゆくふるさとを訪ねて
水没移転者が五ヶ山ダム建設現場を視察

日頃からの交通安全への取り組みが認められました
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家庭教育支援チーム
「ぽこ･あ･ぽこ」
によるおしゃべり広場
「きらきら」
の来場者が777
人目となり、
6月8日
（水）
に記念イベントを実施しました。
777人目となった松尾咲希ちゃん
（横田）
には井上教育長から記念カードが送られ、
く
す玉割りと手作りのぬいぐるみがプレゼントされました。
お母さんは
「おしゃべりをして、
子育ての不安などを聞いてもらって楽しく参
777人目の
加しています」
と話していました。
松尾咲希ちゃんと
このおしゃべり広場は、
住民異動率が高い
明子さん
本町の状況から、
地縁関係がない方に対して
子育ての孤立化をなくすため、
平成21年度より毎月第2･4水曜日に
中央公民館で実施しています。
スタッフ一同、
おしゃべりしやすい雰
囲気を作ってお待ちしています。
お母さん同士の輪も広がりますよ。

５月24日（火）、五ヶ山ダム水没対策協議会の会員約20名
が、協議会としては移転後初めて五ヶ山ダム建設予定地を訪
れました。
当日は那珂川対岸の東小河内から水没予定地全景を俯瞰
し、
佐賀県と福岡県を結ぶ
「佐賀大橋」
や、
付替道路工事の進捗
状況を確認しながら、五ヶ山ダム建設事務所より工事概要の
ダム建設事務所の説明に熱心に聞き入る水没協会員
説明を受け、
変わりゆくふるさとを感慨深く眺めていました。
その後、
新しい心の拠りどころとなる新築の山祗神社へと移動し、
小川内中から集
められた記念碑や石碑を懐かしそうに見入っていました。
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吉野ヶ里町温浴施設
指定管理者を募集します
施設の概要：
町では、五ヶ山ダム水源地域整備事業の一つ
として、福岡都市圏との交流、住民の健康増進、

TEL37-0330

地区対抗インディアカ大会
お兄さん・お姉さんと手をつないで

Ａパート優勝
Ｂパート優勝
Ｃパート優勝
Ｄパート優勝
Ｅパート優勝

22チームが熱戦を展開
６月５日(日)、地区対抗インディアカ大会が行われました。
10地区22チームが参加し、熱戦が繰り広げられました。大会
の結果は右のとおりです。

下三津西Ｂ
立野Ｂ
下豆田Ａ
上豆田Ａ
立野Ａ

地域活性化を目的とした吉野ヶ里町ならではの
立地・資源を活かした癒しの場となる温浴施設
を平成18年12月に開業しました。
運営については、指定管理者の指定を行い運
営していますが、
その指定期間が平成24年３月
末日をもって満了しますので、４月以降の指定
管理者を募集するものです。
●申込資格：公営・民営（自社所有を含む）
を問わず、施設（外食、宿泊、温浴、流通）
の運営実績、又は運営受託実績を有し
ており、本施設の運営管理能力を備える者であること。
（欠格要件）
・審査委員会の委員と資本関係若しくは、人的関係において次に掲げるア〜ウのいずれかに該当するもの
ア）委員が発行済み株式の50％超える株式を所有している者
イ）委員が資本総額の50％を超える出資をしている者
ウ）委員が役員または、職員となっているもの
●申込受付期間：平成23年７月１日〜平成23年８月10日
●選定基準：この募集は、町が建設した公の施設について、運営を行う指定管理者をプロポーザル方式により募集し、最
も優れた提案を行った応募者を指定管理候補者とするものです。公の施設として適切な業態・運営を提案してくださ
い。本募集への提案に係る費用は全て応募者の負担とします。
●管理基準：運営は利用料金・売上に基づく独立採算とします。
●利用料金に関する事項：
施設賃貸料・・・最低年額2,200万円及び総売上額の１％
上水道使用料・・・ 月額

30,000円

温泉源泉使用料・・・月額

250,000円

下水道使用料・・条例に基づく金額（現在月額325,000円）
●リース備品の継承：
リース備品があり、
その管理・リース料の支払いについては継承するものとします。
●指定管理者を指定して管理を行わせる期間：
指定期間は、
５年間（平成24年４月１日〜平成29年３月31日）
を予定しています。
●提出場所・問い合わせ
建物の概要、応募スケジュール、提出書類、提案書の作成要領、審査、契約等の問い合わせ及び提案書の提出場所は次
のとおりです。

（事務局）
住 所 〒８４２−０１９３ 吉野ヶ里町三津７７７
（東脊振庁舎）
吉野ヶ里町役場 商工観光課
電 話 0952-37-0350
ＦＡＸ 0952-53-1106
Ｅ−mail syoukoukankou＠town.yoshinogari.lg.jp
吉野ヶ里町ホームページ http://www.town.yoshinogari.saga.jp/

下三津西Ｂ

立野A・B

佐賀県さわやか
スポーツ・レクリエーション祭
5月22日(日)、県内各地で第15回佐賀県さわやかスポーツ
県内各地で第15回佐賀県さわやかスポーツ・
・レ
レ
クリエーション祭が行われました。交流結果は次のとおりです。
・ラージボール卓球 混合ダブルス
3位グループ 第1位 本村かず代(立野団地)・荒木瞳(田中)
・年齢別テニス
30代 第1位 大澤佳余子(田手村)
・陸上競技
男子（トラック競技）
60m
60m 85歳以上の部 第1位 福島信春(新宮田)
100m 70歳以上の部 第1位 真島清弘(横田)
85歳以上の部 第1位 福島信春(新宮田)
200m 70歳以上の部 第1位 真島清弘(横田)
85歳以上の部 第1位 福島信春(新宮田)
400m 70歳以上の部 第1位 真島清弘(横田)
800m 45歳以上の部 第1位 松永英俊(在川)
女子（トラック競技）
60m
60m 45歳以上の部
45歳以上の部 第1位
第1位 山口聖子(萩原)
山口聖子(萩原)
女子（フィールド競技）
走幅跳 45歳以上の部 第1位 山口聖子(萩原)
・インディアカ
Ａパート 第2位 チーム吉野ヶ里

下豆田A

上豆田A

待ってました!!
水しぶきに満面の笑顔
６月８日（水）、東脊振幼稚園のプール開
きがありました。
園児たちは、
先生に先導されながら、
整列
して東脊振小学校プールへ移動しました。
みんなでプールの縁に立ち、
しっかり準備
体操をしたあと、足だけをプール入れバタ
足をして、
水温に慣れプールに入りました。
水しぶきに歓声を上げる園児たちは、
カメ
ラを向けると大喜びでした。
当日はあいにくの梅雨空で、少し肌寒か
ったのですが、
そんなのはへっちゃら、
雨雲
を吹き飛ばす勢いで、
大はしゃぎでした。
園児たちにとって待ちに待った季節の到
来です。

水しぶきに歓声を上げる
園児たち

17 YOSHINOGARI
YOSHINOGARI 16

ハッピーバースデイ
̶ 吉野ヶ里町の宝 ̶

Happy
Birthday

【８月号募集】●対象者…８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。なお申し
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…７月７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。

東日本大地震義援金付

「プレミアム10%付よしのがり商品券」
発売
●販売金額

1セット

10,100円

（100円は、義援金として拠出させて頂きます）

ゆがわ

ゆうし

た なか

湯川 友獅くん
平成22年７月21日生まれ【立野】
【家族からのメッセージ】いっぱい泣いて、いっ
ぱい食べて、いっぱい寝て、そしていっぱい笑お
うね♡

ひろ と

そうだ

田中 大翔くん

早田 ゆいちゃん

【家族からのメッセージ】大翔ちゃんお誕生日お
めでとう。お兄ちゃんになったね。兄弟仲良く元
気に育ってね。

【家族からのメッセージ】１歳おたんじょうびお
めでとう♪ゆいちゃんの笑顔みんな大好きよ。い
っぱいあそぼうね。

平成20年７月16日生まれ【立野】

平成22年７月18日生まれ【吉田】

1人３セットまで購入可能
●発売開始日 ７月15日（金）９:00〜
●販売場所 吉野ヶ里町商工会及び町内の商工会登録店舗
（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。
申込み・問合せ 吉野ヶ里町商工会

商品券は、
こののぼりのお店で
使用できます。

TEL 52-4644

予防接種法の一部が改正されました
むとう

武

じゅんぺい

つつい

淳平くん

平成20年７月30日生まれ【立野】
【家族からのメッセージ】
お買物とバナナが大好き。３歳になったら一人で
バナナを買いに行くぞ!!

まつの

れおん

松野 蓮音くん（写真手前）
平成21年７月１日生まれ【吉田】

きたはら

【家族からのメッセージ】
幼稚園最後の一年、たくさん友達と遊んでね！

【家族からのメッセージ】お誕生日おめでとう。
今年も祥伍の大好きなソフトバンクの応援を頑張
るんダ！

とくしま

かばしま

平成17年７月25日生まれ【寺ヶ里】

平成17年７月27日生まれ【大曲】

る い

徳島 琉唯くん

【家族からのメッセージ】洗濯物お手伝いしてく
れてありがとう。これからも、いっぱいの笑顔を
見せてね♡

図書室だより
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問合せ

平成20年７月２日生まれ【吉田】

【家族からのメッセージ】２歳になりました!!
じぃじ、ばぁば!!いつもあそんでくれて、ありが
とう♡

吉野ヶ里町に図書室があるのをご存知ですか？

※くわしくは保健課健康づくり係または実施医療機関へ問い合わせください。

ま ほ

椛島 真帆ちゃん

平成21年７月31日生まれ【立野】

「吉野ヶ里町中央公民館」、「東脊振公民館」の両公民館内に図書室が
あります。
本の貸出には図書室利用者カードが必要ですが、簡単な手続きで発行
できます。絵本・児童書・一般書等揃えていますので是非ご利用くださ
い。また、両公民館で佐賀県立図書館の本を借りることができます。

平成23年5月20日の予防接種法の一部改正により、平成
17年度から21年度までの接種の積極的勧奨差し控えのた
め、日本脳炎の予防接種を受けていなかった人で、下記の対
象者については、定期の予防接種として接種できるようにな
りました。
●対象者
平成7年6月1日から平成19年4月1日生まれの人。
●費用 無料
●接種方法 実施医療機関に予約のうえ接種してください。
なお、接種当日は母子健康手帳をお持ちください。

しょうご

北原 祥伍くん

保健課健康づくり係

TEL 51-1618

︵有料広告︶

【家族からのメッセージ】
これからも、雷矢と２人、たくさん笑っていて
ね♡

かずき

筒井 和輝くん

●開館時間：平日（月〜金）9:00〜17:00
土曜日9:00〜13:00
休館日：日曜日・祝日
●中央公民館 TEL37-0341 蔵書数8,500冊
●東脊振公民館TEL52-3499 蔵書数5,600冊
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年金

国民年金で免除された
保険料の追納

国民年金で保険料を免除された期
間の老齢・障害・遺族の各種基礎年
金では、年金を受けるための資格に
ついて、保険料を全額納めたときと同
じ扱いとなります。なかでも、老齢基
礎 年 金 の 年 金 額（ 平 成 2 3 年 度
788,900円）は、保険料を全額納め
たときの１に対して、全額免除された
期間は1/2、3/4免除された期間は
5/8、半額免除された期間は3/4、
1/4免除された期間は7/8で計算され
た年金額が支給されます。
※ただし、一部納付（一部免除）の承
認を受けた期間については、保険
料を納付していることが前提で、
納付していないと未納扱いとなり、
年金額にも反映しません。
●カラ期間と追納
学生納付特例と若年者納付猶予に
より全額免除された期間は、老齢基
礎年金の年金額には反映されない
カラ期間 となります。
これらの免除された期間の保険料
の全部または一部は、その後経済的
にゆとりができたときに、承認を受け
た月前10年以内であれば、保険料を
さかのぼって納付（追納）することが
でき、満額の老齢基礎年金に近づけ
ることができます。
●追納できる期間の順序
「先に免除された月から」とされて

いますが、学生納付特例期間と若年
者猶予の期間がある場合は、どちら
を優先して追納するかは、任意で選
択することができます。
なお、老齢基礎年金の受給者の方
については、保険料の追納をすること
はできません。
●追納する場合
追納する保険料の額は、2年を過ぎ
ると、免除や学生納付特例の適用を
受けた当時の保険料額に、経過期間
に応じて政令で定められた加算金が
つきますので、早めに追納されたほう
がお得です。保険料の追納を希望さ
れる場合は、別途申込みが必要とな
ります。
ご不明な点等がありましたら、下記
までお気軽にご相談ください。
●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

催し

美味しくたべよう食事会
●日時 7月13日（水）
12:20〜14:30
●場所 東佐賀病院地域医療研修セ
ンター
●内容 食事会、講演「糖尿病の薬
について」、「糖尿病の食事のポイ
ント」、ストレッチ体操
●申込締切 7月8日（金）
●参加料 弁当代600円

【東佐賀病院 講演会】

●日時 7月13日（水）
15:00〜15:45
●テーマ 「接触嚥下･口腔ケア」
●講師 言語聴覚士 江頭幸子氏
●場所
東佐賀病院地域医療研修センター
●問い合せ 東佐賀病院地域医療連
携室 TEL 0942-94-3748

募集

自衛官募集

介護者教室講演

●内容
・講演 「在宅生活をみんなで支え
る認知症介護」
講師 医師 安倉俊秀氏
・佐賀にわか風劇
〜認知症への理解を〜
●日時 ７月24日(日)
10:00〜12:00
●場所
デイサービスセンターさざんか園
●参加料 無料
●問い合せ
デイサービスセンターさざんか園
TEL 53-2877（武富）

●募集種目 ①航空学生②一般曹候
補生③自衛官候補生(男子)④自衛
官候補生(女子)
●受験資格
①高卒(見込)21歳未満の人
②③④18歳以上27歳未満の人
●受付期間 ①②④8月1日〜9月
９日③年間を通じて行っています
●1次試験日 ①9月23日
②９月1７日③受付後に指定
④9月26日、27日
●試験会場 ①佐賀商工会館
②③④陸上自衛隊目達原駐屯地
●問い合せ 自衛隊佐賀地方協力本
部鳥栖地域事務所
TEL 0942-83-4077

︵有料広告︶

山茶花の湯 町民限定 入浴割引回数券
本誌を持参いただくと、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）

※ご購入は１世帯3冊までとさせて頂きます。
※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。
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押印

お問い合わせ tel.53-2619
広報有効期限：平成23年7月31日

「カード預かります」という電話は詐欺

町防衛協会会員の募集
自衛隊に対する支援･協力などによ
り、地域社会の平和と発展に寄与す
ることなどを目的に、吉野ヶ里町防衛
協会の23年度会員を募集しています。
●会費 1人500円
●加入申込期限 ７月29日（金）
＊申込の際、会費を納めてください。
＊団体加入の場合、会費に名簿を添
付してください。
※今年度は視察研修を予定していま
す。
●申込･問い合せ 町防衛協会事務局
（三田川庁舎総務課内）
TEL 37-0330

潜在的介護福祉士
有資格者就業支援研修
介護福祉士の資格を持ち、福祉・
介護サービスに従事していない方に
対して、就業が円滑にできるよう実践
的な知識・技術を習得していただけ
る研修を実施します。
●日時 ７月30日
（土）〜31日（日）
●定員 20名
●料金 500円/1日（テキスト代）
●場所 佐賀県介護実習普及センター
●問い合せ 佐賀県介護福祉士会
TEL 75-3292

「点字・点訳ボランティア入門」講座

●日時 7月23日・30日・8月6日・
20日・27日
9:30〜12:00
●費用 テキスト･点字盤代金2,000
円程度
●内容 点字の基礎（書き方・読み
方・パソコン点訳）
●場所 佐賀県立盲学校
●応募期間
7月11日（月）〜15日（金)
●定員 先着10名
●申込･問い合せ 佐賀県立盲学校
TEL 23-4672

放送大学10月生募集
放送大学では、平成23年度第2学
期（10月入学）の学生を募集していま
す。放送大学はテレビなどの放送を利
用して授業を行う通信制の大学です。
心理学・福祉・経済・歴史・文学・自
然科学など、幅広い分野を学べます。
●出願期間 8月31日（水）まで

※資料を無料で差し上げています。 ●閲覧日 5月24日（火）
●問い合せ 放送大学佐賀学習セン
●閲覧に係る住民の範囲
ター TEL 22-3308
●平成5年4月2日から平成6年4月1
ホームページhttp://www.ouj.ac.jp
日までの間に生れた男女
●平成8年4月2日から平成9年4月1
職業訓練生募集
日までの間に生れた男子
平成23年9月期受講生を募集しま
平成23年度
す。
サマージャンボ宝くじ発売
●応募資格 雇用保険受給資格者お
よび求職者
サマージャンボ宝くじの賞金は、1
●機械加工技術科 12名
等・前後賞合わせて３億円。
●申込期限 ７月22日（金）
2000万サマーと同時発売。
●入所日 ９月７日（水）
●発売期間
●研修期間 ７か月
7月11日（月）〜29日（金）
●申し込み
●抽選日 8月9日（火）
管轄の公共職業安定所
この宝くじは通信販売で買うこと
●問い合せ 独立行政法人 雇用・
もできます。また、昨年のサマージャ
能力開発機構佐賀センター
ンボ宝くじ及び1000万サマーの時効
TEL 26-9516
が迫っていますので、お忘れなく。こ

その他

古い電話帳を回収します

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

「神埼警察署協議会」委員が
決まりました

神埼警察署では、地域のみなさん
のご意見や要望などを警察業務の運
営に積極的に反映させるため、「神埼
警察署協議会」を設けています。吉
野ヶ里町の委員は次の方です。
八谷光子さん（鳥ノ隈）
坂井博幸さん（上三津東）
●問い合せ
神埼警察署 TEL 52-2114

住民基本台帳閲覧者のお知らせ
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。
●件数 １件
●請求機関 佐賀市与賀町2-18
自衛隊佐賀地方協力本部
●請求事由
自衛官募集広報のため

の宝くじの収益金は市町村の明るく
住みよいまちづくりに使われます。

「筆界特定制度」をご存知ですか？

筆界特定制度は、登記官が土地の
所有権の登記名義人等の申請により、
申請人等に筆界に関する意見及び資
料を提出する機会を与えたうえ、外
部専門家である筆界調査委員の意見
を踏まえて、土地の筆界の現地にお
ける位置を特定する制度です。
この制度を利用することにより
・裁判をすることなく迅速に土地の筆
界が特定できる
・裁判手続にかかる費用と比較して
手続費用がそれほどかからない
・専門家の判断を基に特定されるの
で信頼性が高い
などのメリットがあります。
●問い合せ 佐賀地方法務局登記部
門筆界特定室 TEL 26-2184

寄附御礼

●老人クラブへ
●福山繁幸様（田手村）故ミツヱ様
●香月節夫様（目達原）故トウ様
●真木昭英様（箱川上）故フクヱ様
●中山タエコ様（新宮田）故武一様
●まちの面積 43.94km2
●まちの人口（6月1日現在）
男性
7,843（ ＋4）
女性
8,362（ −1）
合計
16,205（ ＋3）
●世帯数
5,816（＋10）

※出生数13 死亡数13（5/1〜5/31届出）

「電話番号が変わった」という電話は詐欺
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問い合せ

昨年佐賀県内で2番目に被害が多い相談です。
例えばアダルトサイトで有料と表示されていなかったためクリックし
て進んでいくと登録となり高額な請求をされたというケースです。動画
サイト、ゲームサイトなどの検索をきっかけに誘導される場合も多く、
小学生から高齢者まで被害にあっています。パソコンの場合ウイルスに
感染し請求画面が貼り付いてしまう場合もあります。
被害例

リュックと靴よちよち歩く孫に買ふ
異国の水は風はと案ず
目達原
向井 初音

ランドセル︑服︑靴︑帽子︑手提げ皆
新調づくめの新一年生﹁優﹂
横田
宮地カヨ子

いざよい ば ら

小雨中十六夜薔薇の紅明り
鳥ノ隈
田中千津子

土黒し小いさき茄子も光りけり
萩原
楠 多美子

西尾 京子

若夫婦の小走りとなりし芒種かな
田手
於保 邦枝

嫁ぐ娘と話も弾む鵜飼宿
吉田

うぐいすに耳傾むける吉野ヶ里
上石動
大坪カツヨ

井上 春枝

幸

麦藁は鋤き込むべしと達し文
田手
大澤ヨシノ

麦秋を百姓の性忘れ得ず
永田ヶ里

せきこく

宿り木に石斛二輪花つける
上豆田
伊東

香月 啓子

地平まで麦秋つづく佐賀平野
吉田
香田 春枝

恙なく季節巡りて衣替え
松葉

動画（アダルト、ゲーム）サイト検索→数回クリック→20歳以上です
か？→「はい」をクリック→画面をダウンロードしますか？→「はい」を
クリック→登録完了→登録料請求の画面
登録画面のページの下のほうに利用規約があり有料と書いてある場合
があります。
対 策
①最初に無料と表示があっても確認画面や「はい」
「いいえ」
「OK」
「キャ
ンセル」の表示画面に利用規約があるので確認しましょう。
②契約が成立していない場合も多いので安易に支払わないようにしまし
ょう。
③サイトにメールや電話をすると個人情報を教えることになるのでやめ
ましょう。
④パソコンで請求画面が貼り付いた場合IPA（独）情報処理推進機構の
ウェブサイトで解消方法が紹介されています。
※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。
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）

父となり息子の背中たくましく
池田 亮子

夜勤明け出社時間にさようなら
武富 直人

ほっとするいつもの席が空いている
吉岡 昌子

親友と席が同じでうれしくて
上滝 初代

席がある自分の居場所いつもある
野中 孝文

斉藤 幾恵

行

横手 信江

石川

白井みすず

山下麻の葉

原発事故なんにもできず募金する
原 みつえ

九州の幸せすまぬ被災地様

うららかに梅満開の投票日

日本一高い富士山汽車の窓

育児中四人息子の匙加減

恋人と夫婦で違う匙加減

香

老夫婦いつも仲良く過ごしたい
原岡 秀夫

橋本

不幸増すなぜこの時にこの総理
橋本かのこ

その風よ幸せ運べ東北へ

ショップカート寝る子を運ぶ駐車場
三宅 あや

被災地に続く道路だトラックだ
藤戸 峯夫

怒る時加減ができぬ歳になり
橋本みつる

●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・第４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

その他

社会を明るくする運動
７月は 社会を明るくする運動 の
強調月間です。
犯罪や非行は、地域社会で起こる
ものであり、犯罪や非行をした人も、
いずれ地域社会に戻ってきます。
その人たちを差別や偏見にとらわ
れることなく、一人の地域住民とし
て受け入れ、その立ち直りを支援す
ることが、一見遠回りのようですが
「安全･安心な地域社会の実現」につ
ながります。その意味で、 社会を
明るくする運動 は安全･安心の国づ
くり、地域づくりのための重要な活
動です。
●問い合せ 佐賀保護観察所 企画
調整課 TEL 24-4291

佐賀県
消費生活センター

（アバンセ内）

TEL 0952-24-0999
相談日・毎日（土日・祝日も相談できます）
９:00〜17:00

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）
※予約は先着順です。
定員になり次第締め切ります。

︵有料広告︶

つりがね草ニコニコニコと笑いこけ
草津 公代

被災地の涙の雨が梅雨を呼ぶ
江口カズヨ

大坪千枝子

洋食に が付いててホッとする
大塚美代子

平成を亡き姉達と三人分

亡き人に える気がする蛍川
詫摩 綾子

ネット張り花よりゴーヤ主婦をする
中島三千子

貝並べさざ波遠く聞こえそう
那須 紀子

二の腕を風にさらして夏が来る
井上千代子

ごみ袋に押し込む力さすが母
向井 初子

赤ちゃんが動いた立っちもうすぐだ
兵働己登子

可能性ならば一つでないのです
中島 安広

亀に負けた兎を君は責めるのか
松尾寿美子

麦の穂が風の子達と遊んでる
古川 清治

絵馬ひとつ揺らして風は通り過ぎ
城野くみ子

トップから遠く離れた地を走る
城野 浩二

私にもダイヤにも無い鑑定書
西崎久美子

梅雨入りの早さよきっと涙雨
西村 正紘

孫が来て座ってくれる僕の膝
真島 清弘

傘一つロマンチックな春の雨
真島美智子

「お金を借りるのに先に保証金を払え」は詐欺

つばくらは身をふるわせて雨落す
そんな昔をみている雨の日
目達原
中島 南角

ちち

そら豆に詰まりし亡父の想ひ出は
初夏の畑に我を待ちゐつ
松葉
香月 啓子

はは

南部鉄の風鈴やさしく鳴る窓に
過ぎにし旅路の思い出を追う
箱川
真木千津子

きよみず

清水は義母の古里おとなえば
ボタンの花に母の顕くる
下三津東
松本メグミ

子

流れくる防災用の放送の
夕焼け小焼けの曲に安 する
目達原
中村 悦子

久しぶりＯＢ会に参加して
青春の日を昨日の如く
上中杖上
渡邊登志子

しじふから

この年は四十雀来ず紫の
花だいこんの色あせゆくに
立野
土井 敏明

花つつじ色とりどりの花開き
はつなつ
初夏の庭あかるくなりぬ
吉田
中島

久しぶり雨が降り出しあわてての
種まき非難小屋あればこそ
吉田
伊東 米子

梅雨空に額あじさいの咲き う
変化の色を日毎楽しむ
伊保戸
中島 君子
棚田早や植田となりて暮れなずむ
上石動
西牟田紀美子

これからの余生楽しむ夏帽子
講師
村岡 和水
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携帯・パソコンの不当請求

商工観光課（東脊振庁舎）
TEL37-0350

●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 平日９:00〜17:00

広報紙への有料広告を募集中です！
｢広報よしのがり｣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 ●問い合せ・申し込み
総務課秘書・広報係
●縦５cm横 ８cm 3,000円
（三田川庁舎）
【町外企業】
●縦５cm横17cm 10,000円
TEL 37-0330まで
●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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災害に備えて

佐賀県総合防災訓練

竹を使った簡易
担架作り体験

左＝旧大字松隈地区の避
難者受付の様子
下＝柔道整復師会による
応急手当の様子

ビル火災の避難訓練の様子

５月22日
（日）
、
東脊振小学校体育館、
東脊振小中学校グラウンドで、
佐賀県総
合防災訓練が行われました。
昨年の永山地区で起きた土石流災害を教訓に、
旧大字松隈地区を対象とした避
難訓練等を行いました。
体育館の中では避難所設置運営訓練や、
佐賀県柔道整復
師会による応急手当訓練、鳥栖みやき消防署指導によるAED訓練や簡易担架体
験、
佐賀県聴覚障害者協会及び三田川手話の会により手話体験、
さらに佐賀地方
気象台による緊急地震速報対応訓練などが行われました。
あいにくの雨で、
グラウンドで行われた種目はビル火災を想定した訓練、
はしご
車の体験訓練のみとなりましたが、
約200人が訓練に参加しました。

DISCOVER

第
26
回
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そうめん︵素麺︶賛歌
広報

夏到来。夏の食材で最もなじみ深いのがそうめんである。夏
は毎日そうめんで、急な来客にも先ずはそうめんであった。子
せいめん
供の頃、リヤカーで小麦を製麺工場まで運んだり、製麺機から
ゆ
あ
なが
出てくるそうめんや乾燥中のそうめんが揺れるのを飽きずに眺
そな
せんこう
めていた。お盆のお供えといえば、線香・ロウソクとそうめん
そう ぎ
こめだわら しどうまい
であり、葬儀では玄関に米俵（祠堂米）が供えられていたもの
そうめんの乾燥風景（池田製麺にて）
だ。当地は神埼そうめんの産地として知られるが、生産量（機
械麺）は国内3位である。これは、原料の小麦に加え、田手川や城原川沿いの水車が利用できた
ことにある。右図のとおり田手川中流域にはかつて沢山の水車があった。現在、本町にある製麺
所は池田製麺所（在川）のみである。社長の池田安幸さんによれば、かつて製麺所は、在川に３
あた
軒、松隈に１軒あり、高校の頃（昭和30年頃）までは水車を利用していたという。その頃は辺り
か た ろう
に水車の回る音が響いていたことだろう。最後の水車製作者は坂井嘉太郎氏（上三津東）だが、
かい む
氏の没後、本町における水車製作の後継者は皆無となった。
たまがき
ところで、弁天社の玉垣には多額の寄付をした「名古屋市 大隈栄一」
おおくまえいいち
の名がある。目達原出身の大隈栄一氏は製麺機の製造から出発し、日本
の代表的工作機械メーカー「オークマ」の創業者である。彼は、明治31
めん き
年、名古屋で「大隈麺機商会」を立ち上げ、同37年工作機械の製造販売
てっこうしょ
に進出、大正７年には「大隈鐵工所」を設立し、約20
みちび
年で工作機械の国内生産額を日本一に導いている。大
隈氏の玉垣の隣には小宮彦次の名がある。小宮氏は消
防組頭で、桜の名所づくりや競馬場誘致等、郷土の発
お
展に惜しげもなく私財を投じた功労者である。
田手川中流域の水車跡分布
大隈、小宮両氏の
今日の吉野ヶ里町が、多くの先人の努力の上にある （東脊振村史、吉野ヶ里町誌より）
か
し
名が刻まれた玉垣
（目達原の弁天社） ことを改めて噛み締めたいものである。（文責：於保 忠）

よしのかり
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文化のまちづくりをめざして！
！
総合文化センター建設計画方針決定
図書館

生涯学習センター

文化ホール

総合文化センターは、
旧東脊振村における
「水源地域整備計画」
の中で、
主要な事業のひとつとして
計画されました。
それを受け、平成18年3月の町村合併後は、新町に引き継いでいくものとされまし
た。
以来、
建設検討委員会を中心に鋭意検討・協議を行ってきましたが、
本年５月に建設計画方針の決
定にいたりました。
本施設は、
町民の文化・芸術活動、
学びの拠点等として活用されるとともに、
子育て環境や子どもの
教育環境の充実に寄与するものと考えます。
今後、
建設に向かって作業を進めてまいりますが、
本町の文化の振興、
活気ある町づくり、
特に若い
世代の定住や転入促進をもたらす施設になるよう取り組んでいきます。

１．
これまでの経過
Ｈ16.9

東脊振村と福岡県側との、五ヶ山ダム水源地域振興事業基本協定締結

Ｈ17.2

合併協議会で、基本協定書に基づき、新町後も実施することを決定

Ｈ20.3

建設検討委員会発足

《委員17名》

（議会3名、教育委員、区長会、商工会、文化協会、社会教育委員、
小中学校、
小中ＰＴＡ、読書グループ、幼稚園保育園、識見者3名、行政2名）
検討委員会１２回開催（内、視察2回）
Ｈ21.12

総合文化センター計画を広報に掲載（第１回）

Ｈ22.2

町長に対し、建設検討委員会より調査検討内容について報告

Ｈ22.3〜5 アドバイザー部会

《４人》 ３回開催

（九州大学教授、佐賀大学准教授、佐賀大学助教、初代佐賀市文化会館長）
Ｈ22.6

「建設基本構想・基本計画」策定

Ｈ22.8

建設検討委員会に対し基本構想・基本計画を報告

Ｈ22.9

基本構想・基本計画を広報に掲載（第２回）

Ｈ23.5

「建設計画方針」
を議会に提出

※「五ヶ山ダム水源地域振興事業」
五ヶ山ダムは、福岡市周辺への水不足解消や洪水調整を目的とし建設されています。
この建設の
影響を緩和し、旧東脊振村の地域振興を図る目的で、福岡県等から総額55億円の振興資金が交付さ
れています。
この資金を財源として実施されているのが「五ヶ山ダム水源地域振興事業」です。その
ひとつとして、総合文化センター建設があります。
「山茶花の湯」
「さざんか千坊館」
も、
この事業で造
られました。

1

２．建設計画方針の内容
吉野ヶ里町総合文化センターの建設にあたり、平成22年6月に策定した
「吉野ヶ里町総合
文化センター(仮称)建設基本構想・基本計画」
をもとに、建設計画の方針を次のとおり定める
こととしました。

施設の
場 所

[Ａ地区：大塚ヶ里地区南側］

Ａ[地区
大塚ヶ里地区南側﹈
子供や高齢者が利用しやすいことと、交通のアクセス性という
「利用のし
やすさ」
を重視
● 町全体の中心により近い位置に
● 建設検討委員会とアドバイザー部会の７割が支持
●

施設の
規 模

［延床面積：約6,000㎡
●

敷地面積：約2ｈａ］

オープンスペースや駐車場（約300台以上）
を確保

2

施設の
内 容

［図書館・生涯学習センター・文化ホールの複合施設］
●
●

複合施設のメリットを活かし、利用のしやすさと経費の削減を目指す
生涯学習センターの中に児童館機能を有する
「こども交流室」
を併設

※「三田川児童館」
は、主に学童保育を中心とした事業を進めます。

図書館

生涯学習
センター
（公民館）

文 化
ホール

総
業

事
費

図書室(閲覧コーナー)、
お話しの部屋、資料室、事務室、書庫等
電子化による図書館管理システムを導入
● 将来の蔵書数６万冊
（人口規模による佐賀県数値指針）
を目標
●
●

●

事務室、学習室、会議室、和室(茶室）、多用途調理室、
こども交流室等

●

大ホール、
リハーサル
（多目的）室、楽屋、
ロビー、
エントランス等
ホールは固定席700〜800程度

●

［概算事業費
●

約２１億円］

財源は、五ヶ山ダム水源地域振興資金と太陽光発電の補助金を活用
※今後ダム振興事業全体の精査によっては、総事業費を見直していくことも
あります。

省エネ
対 策

［太陽光発電システム等の導入］

景観へ
の配慮

［吉野ヶ里歴史公園との調和］

●
●

●

太陽光発電システムの導入により、経費の削減を目指す
その他、効果的なコスト対策等があれば積極的に採用

近接する吉野ヶ里歴史公園との調和のとれた外観を目指す

3

文化ホ
ールの
活 用

［多用途で柔軟な運営］
●

公民館講堂としての利用のしやすさと同時に、収益事業など多用途な利用が可能

『文化ホールの利用例』
①

音楽・コンサート等
地元出身者の里帰りコンサート
個人教室の発表会（ピアノ教室等）
各種コンサート開催
中学校ブラスバンド定期演奏会
各種演奏会（太鼓・音楽グループ等）

③

演劇・芸能等
演芸（人形劇など）
テレビ・ラジオ公開録画の誘致

維持管理
費の試算

［概算維持管理費］

管理運営
の方法

［直営と指定管理］

既存施設
の利活用

［会議室などに活用］

●
●

●

②

講演会・発表会等
文化祭
文化講演会
成人式
敬老会
各種講座（子育て講座など）
文化サークル発表会
立志式（中学校合同）
文化学習発表会（中学校合同）
少年の主張大会（小中高校）
ふれあい大学
各種大会・式典の開催誘致

現在の維持管理費より、新たに約4,300万円が増加
増加分のうち、新設の図書館が半分以上をしめる

当初は町教育委員会の管理とし、
その後、指定管理者制度を検討

中央公民館は庁舎会議室等に、農村環境改善センターは学童保育や社会教
育施設に活用
● 町民集会所は、
老朽化のため解体
●

今後、各施設の内容など具体的なことについては、
『建設検討委員会』
また、皆様のご意見をふまえながら、
進めていくこととします。
問合せ先：吉野ヶ里町教育委員会社会教育課
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TEL37-0340

