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古の風景が広がっています
収穫が近づき、重そうに頭を垂れ始めた稲穂
が、
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●体育大会プログラム ………………………………………… 12
●ハッピーバースデイ ………………………………………… 14
●お知らせ …………………………………………………15-17

がら、秋風に揺れる稲穂の成長を見守っていまし

●保健行事・カレンダー（取り外しが可能になりました）

た。

秋空の下、
弥生時代と同じように、
物見櫓を眺めな

町花：さくら

町木：さざんか

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/

!

還付金詐欺に

ご注意ください！

『あなたの還付金があります』
『お金を口座に振り込みます』
こういった語り口で、社会保険庁や市町村の職員を名乗り、
お家にかかってくる電話から還付金詐欺は始まります。

還付金がありますよ。
口座番号を教えてください。

「お金が戻ってくるなんて、嬉しい」
「お金を返してもらわないと、損をする」と思って、
ついつい話に乗ってしまい、銀行口座を確認された後、
言葉たくみにATMに誘導する犯人の手口に乗ってしまいます。
そして…
ATMで電話の指示どおりに操作すると、
犯人の口座にお金を振り込んでしまいます。

高齢者のインフルエンザ予防接種

高齢者を対象にインフルエンザの発症、重症化等の予防のため、インフルエンザ予防接種を下記のとおり実施します。
対 象 者

接種当日、吉野ヶ里町に住所を有し、接種を希望する
①65歳以上の人
②60歳以上65歳未満で、心臓、じん臓もしくは呼吸器の機能または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令で定める人（身体障害者手帳1級相当）

実施期間

10月１日(土)〜12月31日(土)（ただし、医療機関の休みの日は除く）

接種回数

実施期間中に１回

個人負担金

1,000円(医療機関の窓口で直接お支払いください)

申し込み
接種前に、広域化受託医療機関であるかを確認して医療機関に直接連絡してください。
＊接種当日は、健康保険証等年齢を確認できるものをお持ちください。
＊病院で予診票を記入しますので、必要な人は眼鏡(老眼鏡)を持参してください。
問い合せ

平成24年版

保健課健康づくり係（きらら館）TEL 51-1618

さが県民手帳発売！

手帳としての機能（各月行事予定表や日記欄）
はもちろん、
各都道府県、
県内市町の人口、
面積などを掲載した統計編をはじめ、
観光施設の案内や官公庁の所在地、
郷土の歳時記（市町のイベント）
、
その他、
さが県民手帳ならではの仕事や暮らしに役立つ情報を多数掲載しています。
●価格

もし、
このような不審な電話があった場合には、
相手の氏名・電話番号を聞き、広域連合または
保健課後期高齢者医療係までお問い合わせください。

金融機関や公的機関が電話で口座番号を聞くことは絶対にありません。
問い合せ
相談は

佐賀県後期高齢者医療広域連合
TEL ０９５２−６４−８４７６
吉野ヶ里町役場 保健課 後期高齢者医療係
TEL ０９５２−３７−０３４５

EMボカシ で ゴミ減量!!

ＥＭボカシ容器を斡旋します
ごみ減量対策として、
生ごみを肥料に変える
「ボカシ
肥料専用容器」、
「取替用ふた」、
「ＥＭボカシ肥」
を斡
旋します。
●価格（1個･袋）
●ボカシ肥料専用容器 1,500円
＊1世帯あたり3個まで
●取替用ふた 300円
＊1世帯あたり3個まで
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●ＥＭボカシ肥（300ｇ） 50円
＊1世帯あたり20個まで
●受付期間･時間
10月17日
（月）
〜10月28日
（金） ９時〜16時（土･日除く）
＊予定数量になり次第締め切ります。
●申込方法
印鑑と代金を持参の上、
環境課（三田川庁舎）へ。容器は代金と
引き換えにお渡しします。
※なるべく釣銭等がないようお願いします。

大型（14.2㎝×9.0㎝） ６５０円
小型（10.8㎝×7.5㎝） ５００円
※大型、小型共に専用鉛筆付き
●色
深緑色
●発売時期
11月１日発売予定（事前予約受け付けます）
問い合せ

企画課（三田川庁舎）TEL37-0332

緊急速報
「エリアメール」の配信を開始しました
現在、吉野ヶ里町では、災害時の避難 「エリアメール」サービスの特徴
勧告等の情報伝達を、防災行政無線で
●受信すると、専用の着信音が流れメールの内容が、携帯電話の画面に自動
的に表示されます。
行う予定ですが、
より多くの皆様に迅速に
●吉野ヶ里町内にいる方の携帯電話へメールを配信する仕組みのため、観
情報を伝達するため、
緊急速報エリアメー
光や仕事等で吉野ヶ里町を訪れた人も受信できます。
ルサービスの配信を９月１日から開始しまし
「エリアメール」で受信可能な情報種別
た。
「エリアメール」サービスとは、町内にい
●吉野ヶ里町が配信する情報
（例）避難勧告、避難指示、その他緊急かつ重要な情報
るＮＴＴドコモの携帯ユーザーに対して、
●気象庁が配信する情報
一斉に情報を配信するサービスです。機
（例）緊急地震速報
種によっては、設定は不要で、
月額使用料
利用方法
のほか情報料も含めて一切無料です。
●「エリアメール」を受信するには、対応携帯電話の受信設定で、
「ＯＮ」に設
現在は、
ＮＴＴドコモのみがこのサービ
定されている必要があります。
スを提供していますが、今後、他社でも同
●携帯電話の「エリアメール設定」で受信設定をするだけでメッセージを受
様のサービスがはじめられた場合は、随
信することができます。
時、
導入の検討をしていきます。
●事前申し込みなどは不要です。詳しくは、
ＮＴＴドコモへお問い合せください。
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１０月は 土地月間です

障害者就職面接会開催のお知らせ

一定面積以上（別表）の土地について、売買等の取り引きをした場合には、国土利用計画法により、契約締結後2週間以
内に、買主が土地の利用目的及び取引価格等を届け出なければなりません。
県では、その利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しているかなどを審査し、場合によっては利用目
的の変更を勧告することがあります。届け出をしなかったり、偽りの届け出をすると罰則が科せられることがあります。

《届出義務者》
《届出の時期》
《届 出 先》
《罰
則》

買 主
契約締結後２週間以内
土地の所在する市町村
６月以下の懲役又は百万円以下の罰金

【別表】

詳しい手続きについては、下記へどうぞ。
●佐賀県県土づくり本部土地対策課 TEL 25-7034
●企画課（三田川庁舎）
TEL 37-0332

市街化区域

2,000㎡

市街化区域以外の都市計画区域

5,000㎡

都市計画区域以外の区域

大成功!!

児童館まつり

最後はオークションも
行われ、
中学生の名司
会で200ポイントの品
物も出ていました。

８月２０日（土）、
三田川児童館まつりが開催され、
上峰子供人
形劇団ダンデライオンによる人形劇や、
とり＋かえっこが行われ
ました。
とり＋かえっこは、
ゲームで集めた「かえるポイント」
を使い、
持参した使わなくなったおもちゃとほしいおもちゃを交換できる
（子どものまち）
遊びです。
参加したたくさんの子どもたちは、
児童実行委員の子どもたち
が夏休みの期間中考えて作ったゲームで、
夢中になってポイン
トを集めていました。
当日、
児童実行委員の子どもたちは、
バンク・問屋・レジなどの
係に分かれ、
それぞれ自分の仕事を見事にこなしていました。
なお、今回余ったポイントは、次回の開催時や他の場所で開
催される
「かえっこ」、
「とりかえっこ」
でも使えますので大事に持
っていてください。

三田川

児童館
日にち

時

１日(土) 14:00〜

間

だより
行

10,000㎡

かぼちゃお化けを作ろう！

時

１０月２６日（水） １３
：
３０〜１６
：
００
＊受付開始時間は、求職者・企業の方ともに１３時からとなります。
佐賀勤労者体育センター
佐賀市兵庫町大字藤木1006番地１

場
所
参加対象者
●参加対象者は、障害のある人で、ハローワークに求職申し込みをしている人や新規学校卒業予定者、障害者職業能力開
発校等の訓練生等で就職を希望している人。
●管轄のハローワークに１０月１４日（金）までに、相談会の参加申し込みをお願いします。
●求職登録が済んでいない人は、障害者手帳（身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳）を携行のうえ、ハロ
ーワークにご相談ください。
●面接会当日は、履歴書を複数枚（面接希望数、
コピー可）及び障害者手帳をご持参ください。
参加企業
●障害者の雇用を予定している企業３５社程度を予定しています。
●参加申し込みは、
１０月７日（金）までに、管轄のハローワークへお願いします。
●障害のある人の雇用の場の拡大のため、企業の皆様の積極的なご協力をお願いします。
就業支援等に関する相談コーナー
●会場に、
『 相談コーナー』
（ジョブコーチ、就業と生活の支援、職業訓練に関する相談等）を設置しますので、お気軽にご
相談ください。
問い合せ・申し込み ハローワーク鳥栖
TEL 0942-82-3108
福祉課（東脊振庁舎）TEL 37-0343

はかりの定期検査
検査対象となる「はかり」

開館時間

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

三田川児童館 TEL 53-1117
定

員

10名程度

材料代

申込締切

無料

定員になり次第

３・24日(月) 11:00〜12:00 マンデイ親子のつどい

未就学児と保護者

-

８・22日(土) 13:30〜15:00 手話教室

町内在住の小学生以上 35名程度

-

15日(土) 14:00〜16:00 工作室開放デー

どなたでも

-

17日(月) 10:30〜11:30 ドレミ広場

町内在住の未就学児と保護者

-

29日(土) 14:00〜16:00 ハロウィンで遊ぼう!

どなたでも

-

31日(月) 10:30〜11:30 フルーツ親子広場

１〜３歳児と保護者

15組程度

-

◇商店・露店・行商等で商品の売買に使用するはかり
◇農業・漁業等に従事するものが、農産物・水産物等の売買・出荷のため
に使用するはかり
◇商店・工場等の原材料の搬入（学校・病院等への食材の搬入）、製品の
販売・出荷のために使用するはかり
◇病院・薬局等で使用している調剤用のはかり
◇病院・学校・保育所・幼稚園等で健康診断や体重測定に使用する体重計
◇運送業者等が貨物運賃の算出等に使用するはかり（取次店における料
金特定のための計量を含む）
◇公共機関への報告又は統計の公表などを目的として行う計量に使用
するはかり

検査対象とならない「はかり」
◇事業所等で原材料の調合に使用するは
かり
◇農業で肥料配合用の試しとして使用す
るはかり
◇公衆浴場等に設置された自己確認用の
体重計

検査日程（所有者が計量器を持参して受ける検査です。予約はいりません）
検査対象計量器

定員になり次第

●フルーツ親子広場の受付は、
10月１日
（土）
からです。●29日
（土）
のハロウィンで遊ぼう!は児童館実行委員の子ども達がみなさんをお待ちして
います。
ぜひ遊びに来てね。
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日

取引・証明に「はかり」を使用する場合は、計量法において２年に1度
「定期検査」を受けることが義務づけられています。

10月の
催 し
事

企業の障害者雇用が積極的に推進されることを目的として、就職を希望する障害のある人を対象に、障害のある人と企
業の出会いの場と、企業との情報交換の場となる
『障害者就職面接会』
を開催します。

実施日

時 間
10：00〜12：00
計量器のひょう量が 10月27日（木）
13：30〜15：30
250kg以下のもの
10：00〜12：00
10月28日（金）
13：30〜15：30
10月31日（月）10：00〜15：00
11月 1日（火）10：00〜15：00

検査場所
東脊振庁舎
JAさが三田川支所
JAさが脊振野菜集荷所
JAさが仁比山支所
神埼市役所
神埼市千代田総合支所

検査手数料
ひょう量 定期検査手数料
100kg以下
1,500円
250kg以下
1,900円
問い合せ
商工観光課（東脊振庁舎）
TEL 37-0350
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TEL37-0330

TEL37-0330

元気で長生き

もしもの時に備えて

平成23年度敬老会

救急の日 記念イベント
9月10日（土）、
三田川健康福祉センター「ふ
れあい館」で「救急の日」記念イベントが開催さ
れ約200人が参加しました。式典に先立ち、
応急
手当講習会やちびっ子体験コーナーも開催さ
れ、
AEDの講習には約50人が参加し、
メモを取り
ながら熱心に説明を聞きました。
記念式典では神埼市郡医師会公開講座があ
り、
東日本大震災の初期救急体制や虚血性心疾
患、
熱傷などの講話や、
消防署員による寸劇も行
われました。
参加者からは心臓マッサージの回数について
の具体的な質問もあり、
危機意識の高まりを感じ
る有意義な講座となりました。

ロープ渡り体験

小児の人工呼吸体験

講話をする白石先生

日は江頭町長からお祝いが手渡されました。
また男性では岡村弘さん（96歳・萩原）が昨年に
引き続き最高齢者となられました。

消防署員による寸劇

第12回全国空手道選手権大会

第19回吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市

悪天候にもかかわらず多くの人が詰めかけました

９月４日（日）、
雨の降る中、
毎回大好評の 卵のつかみ取り も行
われ、
開始から１時間半足らずで終了する盛況ぶりで約5,000人が
買い物を楽しみました。
今回は雨にもかかわらず、
カメラで軽トラ市の様子を撮っている
人の姿をあちこちで見かけました。皆さんもカメラを持って軽トラ市
に足を運んではいかがですか？ 現在、
９月、
１０月の２回にわたっ
て フォトコンテスト を行っています。
次回は10月2日開催予定です。
※フォトコンテストの詳しい内容は商工会にお問い合わせください。
ＴＥL 52-4644

お知らせ
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９月７日（水）、
今年11月で101歳を迎えられる木須
アキさん（立野）を江頭町長が訪問しました。現在木
須さんは入院されていますが、
ご家族と看護師さん
の手厚い介護を受け、
元気に過ごされています。当

■男性 岡村 弘さん （96歳 萩原）
■女性 木須 アキさん
（100歳 立野）

軽トラ市をカメラに収めよう

青山怜司君（写真右、東脊振中学校２年）
青山竜巳君（写真左、東脊振小学校５年）

敬老の日を前に町内最高齢者を訪問

吉野ヶ里町の最高齢者

入賞おめでとう
8月6日（土）〜7日（日）の2日間、
長野県松
本市で開催された、
ＮＰＯ法人日本空手松涛連
盟主催第12回全国空手道選手権大会におい
て、
三田川空手クラブの青山怜司君（東脊振
中2年）が個人組手競技で３位、青山竜巳君
（東脊振小５年）が同じく個人組手の部でベス
ト８
（敢闘賞）
と健闘しました。
２人は兄弟で、
長男の慎太郎君も北九州市
の高校へ空手留学するなど、
空手一家で毎週
３日間、
三田川空手クラブ馬場徹雄指導員の
下で鍛錬に励んでいます。馬場監督は、
「２人
とも約100名の参加者のなかで、
若干、
緊張は
していたが日頃の練習の成果が十二分発揮で
き嬉しく思っています」喜びを語りました。

９月18日（日）、
三田川健康福祉センター「ふれあい
館」で、
約400人が参加し敬老会が開催されました。
式典では和やかな雰囲気の中、
男女最高齢者の紹介
や金婚該当者への記念品の贈呈などが行われ、
その後
恒例の「吉野ヶ里炎まつり劇団」が熱演する佐賀仁○
加で楽しみました。

「おめでとうございます」

広報よしのがり９月号掲載の瑞宝双光章を受賞されました牟
田妙子さんの保護司委嘱期間について、
旧東脊振村で平成２年
から委嘱を受けられる前に、
東京都でも、
昭和52年７月から委嘱
を受けられていたことを追加します。

江頭町長が木須アキさんを訪問しました

恒例の「炎まつり劇団」の仁○加で会場
は大爆笑

町長から記念品を受け取る金婚者

有事に備えて
平成23年度吉野ヶ里町消防団夏季訓練
９月４日（日）、
東脊振健康福祉センター「きらら館」駐
車場で、
平成23年度吉野ヶ里町消防団夏季訓練が行
われました。
当日は朝から雨模様でしたが、
253名の団員が参加
し、
分団ごとに分かれて巡視官による通常点検を受け
た後、
停止間動作などの規律訓練を行い、
日頃の訓練
の成果を来賓に披露しました。
新入団員は神埼消防署員から指導を受け、
消防団員
としての基本動作を身につけました。

基本動作を学ぶ新入団員
YOSHINOGARI 6

TEL37-0330

TEL37-0330

自然の息吹を感じて
野遊び塾でネイチャーゲーム

写真上＝ネイチャーゲームを楽し
む参加者
写真右＝さぁ、つかまえられるかな

8月20日（土）、
トムソーヤの森で「野遊び塾」が開
催されました。
今年初めて開催された「野遊び塾」は家庭教育
事業の一環として町家庭教育支援チームが主催し
たもので、
自然の中での親子のふれ合いを目的とし
て計画され、
6組12名の親子が参加しました。
県ネイチャーゲーム協会の久米事務局長
を講師に、
ネイチャーゲームを通じて、
仲間
づくりや、
全身で自然を感じてその環境に溶
け込むことを体感しました。
参加者は「子ども達にはもっと野山で遊
んで欲しい」、
「自然の中で五感を通して音
や匂いを感じることができて楽しかった」と
話していました。

チーム一丸となって

おめでとうございます

吉野ヶ里町ナイター選手権大会

全国老連「2011活動賞」授賞

5月16日（月）から7月8日（金）にかけて、
吉野ヶ里町体育協会主
催の吉野ヶ里町ナイター選手権大会が三田川中央公園野球場で開
催され、
10チームが出場しました。
決勝へは「神埼地区消防本部」
と
「すまいりー」が進出、
6対0で神
埼地区消防本部が勝ちました。
結果は次のとおりです。
優 勝
神埼地区消防本部
準優勝
すまいりー
最優秀選手賞 松尾靖也（神埼地区消防本部）
優秀選手賞
米光竜哉（神埼地区消防本部）
敢闘賞
蔵戸勇貴（すまいりー）

町老人クラブ連合会が全国老人クラブ連
合会の健康づくり活動部門で「2011活動
賞」を受賞しました。
この賞は県内1団体に贈られるもので、
平
成14年から毎週2回から4回、
町内4か所で
開催している健康体操教室での活動が評価
されました。
会員からは「体操によって体力維持ができ
た」、
「たくさんの人とコミュニケーションが
出来て毎週楽しみにしている」
と、
ますます今
後の活動に意欲的な声が聞かれました。

川面に上がる歓声と水しぶき
第２回川登りアドベンチャー

写真左＝手作りの竹の器で
すするそうめんは最高!!
写真下＝川の流れに負けず
頑張りました

８月２０日（土）、
松隈地区の田手川で、
地域おこしグル
ープ「さざんか塾」主催による川登りアドベンチャーが開
催され、
町内だけでなく佐賀市や神埼市から約60人が参
加しました。
このイベントは社団法人九州地方計画協会の支援を受
け、
小学校３年生以上の親子を対象に、
松隈地区住民や
多くのボランティアの協力により実施されたもので、
子ど
も達は緩やかな浅瀬や、
流れの急な箇所など、
様々な表
情を見せる田手川約700ｍを登りながら、
水中生物を観察
したり、
魚を獲ったり、
時には大人の手を借りたりしながら
水の感触を楽しみました。
川から上がった後は、
自分達で竹を削って食器を作り、
ソーメン流しや、
獲れた川魚の天ぷら、
猪汁に舌鼓を打ち
ました。

地区の“わ”が深まりました
大塚ヶ里地区グラウンドゴルフ大会
9月10日（土）大塚ヶ里地区の わ づくり委員会
主催によるグラウンドゴルフ大会が丸山球場で開催
されました。
55歳から90歳までの30名が参加し、
スポーツの
秋を楽しみました。中でも最高齢者の船津房子さん
（90歳）の元気なプレイは皆さんの注目の的でし
た。
競技終了後、
公民館で表彰式と手作
りのカレーライスを食べ、
懇親を深めま
した。

写真上＝参加した皆さん勢揃いで記念撮影
写真左＝さあ、狙いを定めて…

反射たすきの贈呈
吉野ヶ里町老人クラブ

チーム一丸となって優勝を手にした神埼地区消防本部チーム
賞状を手に喜びの片江会長
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7月7日、
神埼警察署･交通安全協会が合同で、
町老人クラブ連合
会に反射たすき1,800本を贈呈しました。これは、
夕暮れ時や夜間に
おける交通事故が多発している状況を受け、
反射材の着用を推進す
るために実施されたものです。
贈呈式で老人クラブ連合会の片江会長は「吉野ヶ里から犠牲者を
出さないように、
会員にたすきの活用を呼びかけ交通事故の防止に
左から真子事務局長、城島神埼地区交通安全協会長、 努めていきます」
と話し、
後日各支部を通じ全会員に配布されました。
片江会長、貞島神埼市老人クラブ副会長
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カレンダー
日

10

月

火

OCTOBER

月

平成23年

水

木

金

土

１

●リサイクルセンター開館
（東脊振IC前）
９:00〜12:00

●図書室開放

９:00〜13:00

２

３

●吉野ヶ里
夢ロマン軽トラ市
８:00〜11:30
●リサイクルセンター開館
（東脊振IC前）

●定期健康相談
【詳】
●温水プール休館日

９

10

８:30〜17:00

●町民体育大会

16

４

17

６

７

●行政・人権相談
農村環境改善センター
９：30〜12：00

●消費生活相談
【詳】

11

12

13
14
●消費生活相談
【詳】

●12か月児相談
【詳】
●おしゃべり広場
きらきら
10:30〜14:30

●温水プール休館日

●定期健康相談
【詳】
●温水プール休館日

５

●DV相談日
東脊振庁舎1階相談室
13：00〜16:00
●４か月児健診
【詳】
●７か月児健診
【詳】
●ＢＣＧ予防接種
【詳】

18

19

●道の駅
「吉野ヶ里」
休館日

８

●リサイクルセンター開館
（東脊振IC前）
９:00〜12:00

●図書室開放
９:00〜13:00

15
●リサイクルセンター開館
（東脊振IC前）
９:00〜12:00

●図書室開放

９:00〜13:00

20
21
22
●消費生活相談
【詳】
●ポリオ生ワクチン投与
【詳】

●吉野ヶ里ふるさと炎まつり
●リサイクルセンター開館
（東脊振IC前）
９:00〜12:00

●図書室開放
９:00〜13:00

23

●吉野ヶ里ふるさと炎まつり
●パパママ学級
【詳】

30

●道の駅「吉野ヶ里」
さざんか祭

24

●ワン・ツー体操
【詳】
●定期健康相談
【詳】
●温水プール休館日

25
26
●2か月児相談
【詳】

27

●おしゃべり広場きらきら ●消費生活相談
【詳】
10:30〜14:30
●計量器定期検査
●東脊振小学校入学予定
児童就学時健康診断
きらら館
13：30〜15：00
（受付12：45〜13：30）

【詳】
●温水プール休館日
31●定期健康相談

28
29
リサイクルセンター開館
●３歳６か月児健診
【詳】
●
（東脊振IC前）
９:00〜12:00

●図書室開放
９:00〜13:00

＊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

きらら館

H23.６月生及び
生後６か月未満の未接種児

母子手帳・予診票

12か月児相談

13:00〜13:15

きらら館

H22.10月生

母子手帳

13:00〜13:30

きらら館

H22.６月〜10月、H23.５月生
及び生後90月未満の未接種児

母子手帳・予診票

９:45〜10:00

きらら館

H24.１月・２月出産予定の
妊婦とその夫（要予約）

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)

ポリオ生ワクチン投与
パパママ学級
ワン・ツー体操

きらら館
きらら館

一般町民
H23.６月生

母子手帳

H23.３月生

２か月児相談

13:00〜13:15

きらら館

H23.８月生

母子手帳

３歳６か月児健診

13:00〜13:30

きらら館

H20.３月・４月生

母子手帳・健康診査票

佐賀県内の予防接種広域実施医療機関で、接種す
こどもの
個別予防接種 ることができます。
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。

子宮頸がん予防接種に
新たなワクチンが加わりました
町では、中学１年生〜高校１年生（相当年齢者）を対象に、
子宮頸がん予防ワクチンの接種費用を助成しています。
平成23年９月15日より「ガーダシル」が、既存のワクチン
「サーバリックス」に加え、助成の対象となりました。
接種を希望される方は、医療機関へ予約の際にご相談くださ
い。
※すでに接種した人は、ガーダシルとの混合使用はできません。

平成24年度

東脊振小学校入学予定児童
就学時健康診断

10月 26 日（水曜日）
受付時間 12：45〜13：30
診察時間 13：30〜15：00
場
所 東脊振健康福祉センター
「きらら館」
問い合せ
学校教育課（中央公民館）
TEL 37-0339

日曜・祝日在宅当番医

※診療時間は９時〜17時

10月２日
（日）

福嶋内科医院
山田こどもクリニック
神埼市千代田町境原
神埼市神埼町田道ヶ里
TEL55-6566
【小】 TEL44-2141
【内・小】

10月９日
（日）

小森医院
吉野ヶ里町豆田
TEL52-1136

【小・内】

橋本病院
神埼市神埼町本告牟田
TEL52-2022
【外・内】

10月10日 神埼病院
神埼市神埼町田道ヶ里
（月）

しらいし内科
神埼市神埼町城原
TEL52-3848
【内・循】

10月16日 松本医院
吉野ヶ里町三津
（日）

南医院
神埼市千代田町直鳥
TEL44-2777 【外・胃・整外】

TEL52-3145

【 外・整 外・胃 】

TEL52-4185

【内・小】

10月23日 ひらまつふれあいクリニック
吉野ヶ里町吉田
（日） TEL51-1110

和田内科小児科胃腸科

10月30日 おおつぼ内科医院
神埼市神埼町本堀
（日） TEL52-1525

古賀内科

【内・胃】

【内】

神埼市神埼町神埼
TEL52-2021
【内・小・胃】
神埼市千代田町境原
TEL44-2311
【内・小・胃】

11月３日
（木）

和田医院
西谷クリニック
神埼市千代田町嘉納
吉野ヶ里町大曲
TEL52-3139【 内・形 成 外・皮 】 TEL44-2046
【内・小】

11月６日
（日）

目達原整形外科
吉野ヶ里町吉田
TEL52-3717

【整外】

11月13日 中尾胃腸科医院
神埼市神埼町田道ヶ里
（日） TEL52-3295

【 外・整 外・胃・内 】

中下医院
神埼市千代田町 江
TEL44-2488

【内】

神埼クリニック
神埼市神埼町田道ヶ里
TEL53-1818
【内・胃・呼】

【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

問い合せ

保健課健康づくり係（きらら館）TEL51-1618

神埼地区消防本部TEL 53-1384

社会生活基本調査にご協力ください

さあ! 今年もやるぞ〜!!
第６回吉野ヶ里町民体育大会

総務省統計局
（佐賀県）
では、
10月20日現在で社会生活基本調査を実施します。
この調査は、
１日の生活時間や過去１年の活動の状況など社会生活の実態を明らかに
し、
仕事と生活の調和
（ワーク・ライフ・バランス）
の推進、
少子高齢化対策、
男女共同参画社
会の形成など、
各種行政施策のための基礎資料を得ることを目的として実施されます。
この調査は、
昭和51年に開始されて以来、
５年ごとに行われており、
今回の調査は８回目
になります。
調査対象は、
統計理論に基づき無作為に選ばれた全国の８万４千世帯で、
その世帯に
ふだん住んでいる10歳以上の世帯員の方が対象となります。
10月上旬から中旬にかけて、
調査員がお伺いしますので、
調査へのご協力をよろしくお願
いします。

調査員証を携行した調査員が調査世帯
を訪問します。
集められた調査票は、厳重に管理され、
統計を作成した後は、溶解処分されます。

「出典：総務省

Ｈ２３年度

社会生活基本調査」

問い合せ

10月９日(日曜日)

佐賀県統計調査課人口生活統計担当TEL 25-7184
企画課（三田川庁舎） TEL 37-0332

ご存じですか 就学援助制度

援助費目
学用品費

援 助 内 容
就学援助対象児童生徒として認定されると下表の援助
が受けられます（学年や区域外就学等、状況によって該当
しないものもあります）
。
支 給 方 法
各学期ごとに学校を通じて支給します。年度途中での認定
は申請月の翌月分から支給することになります。
受 付 期 間
平成23年度中途申請者は、随時受け付けを行なってい
ます。平成24年度分申請は、平成24年3月に予定してい
ます。
お子さんが学校生活を円滑に送れることを目的とした制
度です。虚偽の申請や目的外の使用（下記援助費目の未納）
が発覚した場合は、認定を取り消すことがあります。

学用品の購入にかかる費用の一部

通学用品費

通常必要とする通学用靴、
雨傘、
上履きなど又はその購入費の一部(1年生を除く）

修学旅行費

修学旅行に参加した場合の実費額(小学校６年生、
中学校３年生)

新入学用品費

新入学用品の購入に係る費用の一部
（小中学校新１年生の１学期認定者）

校外活動費

校外活動に参加した場合の実費のうち交通費及び見学料

学校給食費

給食費として保護者が負担する実費額

医療費

学校保健法に基づく疾病(虫歯や中耳炎など）
の保護者負担額
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問い合せ・申込み

問い合せ
学校教育課（中央公民館内）
TEL 37-0339

内

１ 小・中・一般
◇テントの撤去・清掃は抽選会終了後にお願いします︒
清掃もお願いします︒

就学援助とは
町内に在住し、町内の小・中学校に通学する子どもがい
る世帯で、経済的な理由により学用品費や給食費の支払
いが困難な保護者に対して、その費用の一部を援助する
制度です。
申 請 方 法
教育委員会学校教育課に申請用紙がありますので、必
要事項を記入し、次の書類を添えて提出してください。
添 付 書 類
世帯の中で収入がある方全員の収入を証明するもの
（源泉徴収票、年金源泉徴収票、確定申告書の写し、児童
扶養手当証書の写しなど）
。
認 定 条 件
世帯全員の所得額合計で判断しますので、申請したい
方は所得のある世帯全員分の確定申告を必ず、済ませて
ください
（申告していないと審査ができません）
。

２ 幼

児

３ 老人クラブ
４

地区対抗
（得点種目）

５ 婦人会
６ スポーツ少年団
７ 消防団
８ 各種グループ
９ 一般男女
10

地区対抗
（得点種目）

11

地区対抗
（得点種目）

グラウンド内
内（大会役員駐車場）

先着 400名。
８名１組でスタートします。
カワイイ幼児が10名１組でスタートします（40ｍ）。
フラフープくぐり
9:20
フラフープをくぐりゴールへ。当日受付可。
途中で釣竿を拾い、お宝を釣り上げてゴールへ。
釣り名人
9:40
10名１組でスタートします。
二人三脚
60ｍ×４組（240ｍ）男女各４名、男女で1組。
10:00
結ばれた二人
結ばれた二人が二人三脚で走ります。
元気はつらつな婦人会員による、マスゲームです。
マスゲーム
10:25
（南のムラ・炭鉱節）
60ｍ×４組（240ｍ） 子供たちがデカパンをバトン代わりに、
デカパンでバトン
10:40
元気いっぱい駆け抜けます（２人１組）。
消防ホースの筒先をバトン代わりに60ｍ×４名（240ｍ）
分団対抗リレー
10:55
のリレー。規律ある機敏な動きにご注目ください。
60ｍ×４名（240ｍ）。
各種グループリレー
11:20
※本部テントで当日、10時まで受付します。中学生以下は不可。
男子３名・女子３名が40ｍずつ走ります（240ｍ）。
ゲタリレー
11:30
跳ばないように、転ばないように。
けまつれた
１組12名（２名縄・10名跳ぶ）。
みんなでジャンプ
11:50
１分間に跳んだ回数で競います。
昼
休
み (体育協会表彰)
人数・年齢制限なし。30秒間に入れた球の数で競います（玉数90個）。
玉入れ
13:10
※入った数の２分の１を得点として加算します。

６０Ｍ走

9:00

12 一般男女

行ったい来たい
ゴールはどっち？

13:30

各地区４名以内参加可。ピストルの合図で東のゴールを目指します。
２回目の合図で今度は西のゴールを目指します。これを繰り返し、最終的に
東西どちらかがゴールになります。ピストルが何回鳴るか分かりません。

13 地区対抗

地区対抗リレー

13:50

小学生・中学生・16〜29歳以下男女各１名（60m）、一般（30代）の男１名（120m)、
一般（30代）の女１名（60m）、一般（40歳以上）の男１名（120m）、
一般（40歳以上）の女１名（60m）、区長ざる引き（20m） 計11名。
YOSHINOGARI 12

年金

退職（失業）による
特例免除制度

合計
●世帯数

16,260（+34）
5,871（+20）

※出生数15 死亡数8（8/1〜8/31届出）
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【11月号募集】
●対象者…11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…10
月６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。

吉野ヶ里町の宝
ハッピーバースデー

ま き

さ あや

眞木 紗彩ちゃん
平成22年10月６日生まれ【箱川下分】
【家族からのメッセージ】
眞木家のやんちゃガール♡
１歳おめでとう♪これからもスクスク元気に成長し
てね。

む た

か りん

牟田 椛凜ちゃん

平成20年10月22日生まれ【川原団地】
【家族からのメッセージ】
活発なかりんちゃん、
３歳お
めでとう♪これからも最高の笑顔で幸せを運んでね
っ♡

ゆがわ

だい し

湯川 大嗣くん
平成22年10月24日生まれ【立野】
【家族からのメッセージ】
お誕生日おめでとう♡これ
からもいっぱい泣いて笑って大きくなってネ♡♡

なべしま

ゆうせい

鍋島 悠晟くん

平成22年10月13日生まれ【吉田】
【家族からのメッセージ】
１歳のお誕生日おめでと
う♪♪これからも優しくて元気いっぱいの悠ちゃ
んでいてね♡

くろ だ

ゆう し

黒田 侑志くん

平成19年10月20日生まれ【萩原】
【家族からのメッセージ】
お母さんが作ったごはんが
おいしいと言ってくれるゆうし君。
お誕生日おめで
とう。

かわぐち

やまぐち

たけのり

山口 孟徳くん

平成17年10月７日生まれ【西石動】
【家族からのメッセージ】
幼稚園生活も残り半年！
６歳おめでとう。
いっぱい友達と遊んで思い出たく
さん作ってね！

もり

あゆむ

森 歩夢くん

平成17年10月７日生まれ【横田】
【家族からのメッセージ】
いつもにこにこ元気なあ
〜くん。
６歳のお誕生日おめでとう♥伸び伸びと大
きくなぁれ♪

まなみ

川口 愛海ちゃん

平成20年10月３日生まれ【豆田】
【家族からのメッセージ】
おしゃべり大好きな愛海ち
ゃん♪笑顔がステキな優しい女の子になってね♡

︵有料広告︶

︵有料広告︶

厚生年金や共済組合に加入してい
た人が、20歳以上60歳未満で退職
（失業）すると、役場窓口で国民年金
の第1号被保険者になるための加入
の手続きを行い、平成23年度は月額
15,020円
（定額）
の保険料を、
後日日
本年金機構から送付される納付書に
より、各金融機関・郵便局・コンビニ
エンスストア・農協などで納めるこ
とになります。
また、配偶者が退職して失職した
ときは、
夫婦とも国民年金の第1号被
保険者になる手続きをして、
15,020
円の保険料をそれぞれ納めることに
なります。
退職（失業）した人には、夫婦２人
分の国民年金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、
前納すると割引になる、
お得な
前納制度をお勧めします。
●免除制度
保険料を納めることが経済的に困
難な人には、申請によって保険料の
納付が免除される制度があります。
免除制度を利用すると、保険料を
納めなくとも、免除された期間は次
のように、
①老齢基礎年金・老齢厚生年金の受
給資格期間の25年に算入されます。
②老齢基礎年金の２分の１の年金額
が保障されます。

③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。
相談
●特例免除制度
免除申請する年度、またはその前
巡回労働相談
年度に退職した人は、特例免除制度
雇用や賃金未払いなどの職場のト
を利用できます。
この特例免除は、
通
ラブルで困っていませんか。佐賀県
常は審査の対象となる、本人の所得
労働委員会では、
「あっせん」制度に
の状況を除外して審査されます。た
より公正･中立な立場で労使間のト
だし、
配偶者、
世帯主に一定以上の所
ラブル解決をお手伝いします。利用
得があるときは免除が認められない
は無料、
手続きは簡単です。
お気軽に
ことがあります。
相談ください
（秘密は厳守します）
。
●手続きに必要なもの
●相談日時 10月４日
（火）
①年金手帳または納付書など基礎年
10:00〜16:00
金番号がわかるもの
●場所 鳥栖総合庁舎
②認印
●問い合せ 佐賀県労働委員会事務
③失業していることを確認できる公
局 TEL 25-7242
的機関の証明の写し（雇用保険受給
資格者証、
離職票等）
です。
「介護の日」相談会
●被扶養配偶者
11月11日は、
「介護の日」です。こ
厚生年金加入者の20歳以上60歳
れを機会に、広く住民に高齢者等に
未満の被扶養配偶者は、配偶者の退
対する介護についての理解と認識を
職（失業）によって、国民年金の種別
深めていただくために、介護に関す
が３号被保険者から1号被保険者に
る質問や相談を受け付ける相談会を
かわり、保険料の納付義務が生じて
開催します。
きます。
●日時 11月11日(金)〜12日(土)
この被扶養配偶者も、配偶者が退
職
（失業）
時の特例免除に該当すれば、 10:00〜18:00
●場所
免除申請をすることで、免除が認め
スーパーモリナガ吉野ヶ里店
られることになります。
なお、免除された期間については、 ●問い合せ 社団法人佐賀県介護保
険事業連合会 TEL 36-9368
10年以内に「追納」をして、老齢基礎
年金の年金額を増やすこともできま
す。
（17ページに続く）
免除制度と追納制度の詳細につい
ては、
年金事務所、
役場年金係までお
気軽にご相談ください。
●問い合せ 住民課年金係（三田川
●まちの面積 43.94km2
TEL 37-0333
庁舎）
●まちの人口（9月1日現在）
佐賀年金事務所お客様相談室
男性
7,894（+27）
女性
8,366（ +7）
TEL 31-4191

7月24日、テレビの地デジ化が完了しました。対応がまだの方、お困りの方はデジサポ佐賀へお電話ください。

デジサポ佐賀…ＴＥＬ 43-1212へ
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募集

「いきいきマージャン教室」
「
（お金を）
賭けない、
（タバコを）
吸
わない、
（お酒を）飲まない」、をモッ
トーとした初心者対象のいきいきマ
ージャン教室に参加して、介護予防
に努めてみませんか？
●日時 10月25日〜平成24年３月
13日 毎週火曜日
13：30〜16：00
（全18回予定）
●会場 佐賀県立男女共同参画セン
ター
「アバンセ」
●対象 佐賀市・多久市・小城市・神
埼市・吉野ヶ里町在住の、65歳以上
で全日程に参加可能なマージャン未
経験の人。
●募集人数 20人（申し込み多数の
場合は抽選となります）
●参加費 4,500円
●申込方法
電話で申し込んでください。
●申込期限 10月14日
（金）
●申込・問い合せ 佐賀中部広域連
合 TEL 40-1134

催し

東佐賀病院「健康っ祭」

「ウィンターコンサートinかんざき」

/metabaru/

第35回さが矯正展
●日時 10月22日(土)
９:30〜16:00
●場所 佐賀少年刑務所庁舎前
佐賀新生町2-1
●内容 刑務所作業製品の展示販売、
中学生のブラスバンド演奏、太鼓演
奏、
陶器の絵付け体験など
●問い合せ 佐賀少年刑務所職業訓
練担当 TEL 24-3291

「学心舎」の日曜学校 募集!!
大沢先生 学ぶって本当は面白い。
●躓
（つまづ）きをやり直したい子、
おいでナ
●もっと解るようになりたい子、
おいでナ

中１〜高１生を対象

●時間 ９:30〜16:30
●内容 分科会での実践報告・発表
第１分科会
「行動につながる学びづくり」
第２分科会
「子ども支援・家庭支援」
第３分科会
「子ども同士をつなぐ仲間づくり」
第４分科会
「豊かな生き方を学ぶ人権・部落問
題学習」
第５分科会
「市民活動・企業活動交流」
●参加費 1,000円
（資料代含む）
●問い合せ 佐賀県人権・同和教育
研究協議会事務局 TEL 62-6434
URL http://sajinkyo.pl.bindsite.jp

7月24日、テレビの地デジ化が完了しました。対応がまだの方、お困りの方はデジサポ佐賀へお電話ください。
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自動車事故による被害者の人へ

独立行政法人自動車事故対策機構
では自動車事故の被害者援護のため
に次の業務を行っています。
●交通遺児等貸付け
自動車事故により死亡または重度
の後遺障害が残った人の子どもに対
する育成資金の無利子貸付け
【貸付金額】
一時金 155,000円
貸付期間中、
毎月 20,000円
【貸付期間】 貸付決定の月から中学
校卒業の月まで
【利子】 無利子
九州補給処創立59周年及び
●介護料の支給
目達原駐屯地創立57周年
自動車事故が原因で、脳、脊髄、胸
記念行事
腹部臓器を負傷し、重度の後遺障害
が残り、常時または随時介護が必要
●期日 10月10日(月)
な状態で、一定の要件に該当する人
８:30〜15:00(一般開放）
への支給
●場所 陸上自衛隊目達原駐屯地
・最重度 特Ⅰ種
●行事 祝賀式典10:15〜11:15
68,440円〜136,880円
訓練展示11:15〜11:45
●催し物 装備品展示、
ヘリ飛行展示、 ・常時要介護 Ⅰ種
58,570円〜108,000円
災害派遣訓練展示、対戦車ヘリシミ
ュレータ訓練展示、RCV等体験試乗、 ・随時要介護 Ⅱ 種
29,290円〜54,000円
子供広場、
野点、
模擬売店 等
●問い合せ 独立行政法人自動車事
●交通 ＪＲ吉野ヶ里公園駅からシャ
故対策機構佐賀支所 TEL 29-9023
トルバスを運行いたしますのでご利
用ください。
佐賀県賃金が改正されます
●問い合せ 目達原駐屯地広報室
10月６日から時間額646円となり
TEL 52−2161
（内線206）
ます。
東脊振少年野球35周年記念大会
佐賀県特定
（産業別）
最低賃金の一
般機械器具製造業関係、電気機械器
●日時 10月29日(土)〜30日(日)
具製造業関係、
陶磁器・同関連製品製
９:00〜15:00(予定）
造業については、
現在、
改正審議中で
●場所 東脊振小学校グラウンド・
あり、
別途決定されます。
三田川中央公園野球場･多目的広場
なお、
陶磁器・同関連製品製造業に
●問い合せ 福丸 TEL 53-8007

ついては、
10月６日以降、
新たな陶磁
器・同関連製品製造業の特定最低賃
金が発効するまでは、佐賀県最低賃
金 を 下 回 る こ と に な り ま す の で、
646円の佐賀県最低賃金が適用にな
ります。
●問い合せ 佐賀労働局
TEL 32‐7179

防衛省住宅防音事業を
実施された方へ
目達原駐屯地周辺（第１種区域内）
で、防衛省補助により設置したエア
コン等（エアコン・換気扇・レンジフ
ード）で、設置後10年以上経過し、故
障または機能低下により修繕が必要
なものは、取替工事の助成が受けら
れます。
助成を受けるには、
下記の条
件があります。
１．
目達原駐屯地周辺の防音第１種区
域内で、平成５年12月３日以前に
建築された住宅
２．防衛省の住宅防音工事で設置し
た機器で、設置後10年以上経過し、
故障・機能低下している機器
３．補助率は90％です。残り10％は
自己負担です。
●申込･問い合せ
〒812−0013福岡市博多区博多駅
東２丁目10番７号 九州防衛局企画
部住宅防音課 TEL 092-483-8824
ホームページ
http://www.mod.go.jp/rdb/kyushu
企画課企画係 TEL 37-0332

寄附御礼
●老人クラブへ
●矢ヶ部恒雄様(下三津西)故マサ子様
●馬場多賀子様(箱川下)故ハルヨ様
●生島重行様(箱川下) 故繁雄様
●松田 子様(曽根)
故ハルエ様
●増岡トセ子様
（田中） 故秀男様

●成年後見・任意後見
●民事訴訟代理
※ただし，司法書士法第３条第１項第６号に定めるものに限る

こんな時はお
気軽にご相
談下さい！

◆もしかしたら，利息の払いすぎになっていませんか？
消費者金融や信販会社からお金を借りていらっしゃる方で，１８％を超えるような利息（元本が１０万〜１
００万円の場合。元本が１０万円未満なら２０％，１００万円以上なら１５％。）で支払いを続けてこられた
方！もしかしたら，利息の払いすぎとなっている可能性があります。！払いすぎた利息があれば，その返
還を求めることも可能です。お心当たりの方がございましたら，当法人までお気軽にご相談くださいませ！

お問合せ先 ＪＡ前パソコン支援センター
携帯ＴＥＬ 090-9560-8317
〝かちがある〟大隈まで
TEL/FAX 0952-55-9292
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その他

●裁判所提出書類作成

︵有料広告︶

●日時 12月18日(日)
15：00〜17：00
（開場：14：30）
●場所 神埼市中央公民会館
●主催 自衛隊目達原駐屯地
第２回 山茶花ウォーキング大会
●出演 目達原駐屯地音楽部、佐賀
女子高校ハンドベル部、神埼中学校、 ●日時 11月３日(祝)
10:00〜12:00
東脊振中学校
●集合場所 ひがしせふり温泉山茶
●応募方法
花の湯グラウンドゴルフ場
●往復葉書による応募
●コース
返信
（うら）
面に応募者全員の
（1枚で
東脊振地区周辺(約８キロ)
５名まで応募可能）住所・氏名・年代・
●日程 受付９:15〜９:55
性別・連絡先電話番号を記入してく
開会式10:00 ゴール12:00予定
ださい。
●対象者 小学生以上の健康な人
＊必ず往復葉書でご応募ください。
（小学生は保護者同伴）
●電子メールによる応募
募集人数300名
件名に「入場券希望」、本文に必須事
●参加料
項
（往復はがきと同じ要領）
で入力し
大人1,000円、
小学生500円
送信してください。
●申込締切 10月26日(水)
●締切り 12月５日（月）当日消印有効
●当選通知 返信葉書または電子メ
●申込･問い合せ
ールで代表者に当選・落選の通知を
吉野ヶ里町石動76番地２
します。
なお、
入場の際には当選葉書
ひがしせふり温泉 山茶花の湯
TEL 53-2619
または当選メールをプリントしたも
のが必要ですので、大切に保管して
第41回佐賀県人権・同和
おいてください。
教育研究大会
●申込・問い合せ 〒842-0032神
これからの佐賀県における人権教
埼郡吉野ヶ里町立野7-1 目達原駐
育･啓発･まちづくりの姿を鳥栖･三
屯地広報室「コンサート入場券応募
（内線206）
養基・神埼地区から発信しよう。
係」 TEL 52−2161
メールアドレス
●期日 10月28日
（金）
log-pl-wadep@inet.gsdf.mod.go.jp
●場所 西九州大学・神埼市中央公
ホームページ
民館・三田川健康福祉センター
「ふれ
http://www.mod.go.jp/gsdf/wae
あい館」

︵有料広告︶

︵有料広告︶

〜目指そう！
！心と体の健康〜
●日時 10月22日(土)
10:00〜15:00
●場所
地域医療研修センター・体育館
●内容
●特別講演会
・インフルエンザ対策
〜予防と治療について〜

10:30〜11:30
・糖尿病の治療のコツ
12:30〜13:30
●バザー●測定体験コーナー●相談
コーナー●キッズコーナー
●問い合せ 東佐賀病院連携室
TEL 0942-94-3748

（破産手続・個人再生手続・支払督促手
続・各種調停手続・貸金返還・家賃滞納・
交通事故・養育費・慰謝料・相続放棄・相
続財産管理人・遺産分割など）
◆上記以外にも様々な業務を取り扱っております！◆

第２・第４土曜は
９時〜１７時まで
ご相談ＯＫ！

駐車場有
7月24日、テレビの地デジ化が完了しました。対応がまだの方、お困りの方はデジサポ佐賀へお電話ください。

デジサポ佐賀…ＴＥＬ 43-1212へ
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問い合せ

リフォーム工事の訪問販売トラブルが再び増加しています
相談事例
同居の母
（70歳代）
が訪問販売で外壁修理の契約をし、
工事費を支払っ
てしまった。
契約書はない。
高額だと思うので止めたい
（50代男性）
。
住宅リフォームの相談は05年度が非常に多く、
その後も比較的多くな
ってきています。

松 本メグミ
読む姿よく見てみるとマンガ本

妻のいう程の頑固でないつもり

虫の音が秋の足音連れて来る

天災に人の無力さ知った年

空気澄み運動会が似合う空

蝉の声低くなったら秋支度

三宅 あや

香

橋 本みつる

橋本

橋本かのこ

山下麻の葉

原岡 秀夫

吉岡 昌子

台風が来なくてホッと今朝の空
白井みすず

夢の中星とブランコしています

髪染めていつも心は黒い髪
田中 寿恵

人の真似せずに自分の道を行く
上滝 初代

行

武富 直人

牛島 美佐

夕焼けの色に染まって鎌を研ぐ
石田

真っ赤っか九十九島の海染まる

夕暮の景色毎日見て飽きぬ

夕立の庭石たたく音たかし
横手 信江

斉藤 幾恵

カラフルな日傘明るく夏を呼ぶ
原 ミツエ

今気づく笑い苦しみ九十路

※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）
●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

司法書士による相談会を行います

第三のビール冷やして野良仕事
中島三千子

汗をふくタオルが理由を知っている
大塚美代子

どじょう鍋具材も揃い船出する
江口カズヨ

復興をどじょう政治にかけてみる
大坪千枝子

那須 紀子

ゆっくりとピンチはチャンス立て直し
草津 公代

そば打ちを蝉と待ってる山の店

一気に秋空になに色塗りましょか
井上千代子

向井 初子

兵働己登子

中島 安広

松尾 利朗

おばあさんになってもきっとお友達
詫摩 綾子

子等帰り提灯だけの広座敷

展示会案内ばかり読んでます

大空よ俺の心を包み込め

気持ちまで大事に包む里の母

風呂敷がハラリととけて秋届く
城野くみ子

絶対はないと悲しいことを言う
松尾寿美子

人の名を上書き保存して揺れる
西崎久美子

真島 清弘

真島美智子

太陽にそっぽ向かれた時終わる
西村 正紘

自転車で来る台風の恐ろしさ

（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１階相談室
※相談時間は1人30分を原則とします。
（13:00〜15:00）
※先着順で予約を受け付けます。
定員になり次第締め切ります。

●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

37-0330

財政課

37-0331

企画課

37-0332

（ダム対策係）
住民課

37-0342
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

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

中央公民館

アドバイス
①必要ない場合はあいまいな返事をせずきっぱり断りましょう。
②契約をする前に必ず見積もりをもらい即決せず数社を比較しましょう。
③契約した場合は契約書を、
支払った場合は領収書を必ず受け取りまし
ょう。

総務課

住民課
（東脊振庁舎総合窓口）

東 脊 振 庁 舎

行く夏や野田新首相誕生に
安定政権築いて欲しい
下三津東

なるほど
①訪問販売の場合、
契約した日を含め8日間はクーリングオフができま
す。
②クーリングオフ期間が過ぎて契約に問題がなくても中途解約するこ
とができます。
この場合はそれまでの工事代金は支払わなければなり
ません。
③訪問販売の場合、
業者は名前・会社名・勧誘目的で訪問したことを告げ
なければなりません。
④消費者が契約しない意思を示している場合、
業者は勧誘を続けたり再
度勧誘することはできません。
⑤
「このままでは家がだめになる」
など嘘を言われたり脅迫された場合、
取り消しができることがあります。

吉野ヶ里町役場 電話帳
三 田 川 庁 舎

まなかひに亡母の遺しし人形は
たましひ持つごと笑まひをくれる
松葉
香月 啓子

公園の木陰を歩むかさこそと
乾きし落葉の層なすリズム
目達原
中村 悦子

大 坪 カツヨ

大 澤ヨシノ

井上 春枝

幸

結納日くっきり背振嶺今朝の秋
吉田
西尾 京子

故郷や世代変わりし吾亦紅
上石動

い

みち

れんが

末弟が墓守る生家雲の峰
田手

さわ

いっちじょう

一杖を相棒として彼岸径
永田ヶ里

爽やかに合唱流るる煉瓦の庫
上豆田
伊東

ピアノ無き跡の広さに月射せし
吉田
香田 春枝

ひといろ

田中千津子

刈り込みの庭に 一色さるすべり
上石動
西牟田紀美子

富士山に何を語るか秋の雲
鳥ノ隈

あつ

ちち

村岡 和水

秋暑しただひたすらの畑を打つ
田手
於保 邦枝

あさ

秋冷えに箪笥漁りゐし亡父遥か
松葉
香月 啓子

眠るもの既に眠りて月今宵
講師
天の川星を数えて夕涼み
巻網の雑魚の一匹たる私

「お金を借りるのに先に保証金を払え」は詐欺

ぼ

中島 南角

七十年まえ母死にしこと惚けて忘れて
わが家には誰もいない夏の夕焼

目達原

三十七才で生後三ヶ月の乳児を残して
母突然死そのとき兄弟は七人居た

亡き友の初盆まいり遠い日の
追憶の日々ただ走馬燈
上中杖上
渡邊登志子

とかげ

真夏日の庭に蜥蜴の走り出づ
尻尾切れゐて転がるやうに
立野
土井 敏明

子

伊東 米子

雨降りて庭の砂利分けみどり葉の
気負いて伸びる秋に向かひて
吉田
中島

一時間車の旅の盆参り
追いつこされつ息子の運転
吉田

向井 初音

暑さから解き放されし蟬の声
小さくなりて鈴虫の鳴く
伊保戸
中島 君子

朗々と吟ずる人の背筋伸び
詩歌の心声一点に
目達原

台風は北東に去り余波もなく
雲ひとつなき今朝の秋空
横田
宮地カヨ子

お日待ちの祭りのお座の人の輪に
八十路を越えし日々の尊さ
箱川
真木千津子
執行 計雄
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商工観光課（東脊振庁舎）
TEL37-0350

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

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

はっきりしない請求は無視してまず相談
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１回目 18:00頃（場所：南内郭）
２回目 19:00頃（場所：祭りの広場）
飛天の世界を映し、独自のスタイルから天女
の舞と呼ばれる。日本古来の巫女舞や神楽
のスタイルを受け継ぎ大自然のそよぎを、身体
と心で宇宙的に表現する舞です。

○最寄りの駐車場：炎まつり臨時駐車場
（吉野ヶ里公園西口交差点北）
※このほか当日は東口・西口駐車場とも無料、
また入園料も無料となり
ます。
○まつりの詳しい内容は、
実行委員会が配布するチラシをご覧ください。
○実行委員会では、
炎まつり当日のボランティアスタッフを募集してい
ます。
詳しくは商工観光課までお問い合わせください。
○問い合わせ先：吉野ヶ里ふるさと炎まつり実行委員会事務局
商工観光課
（東脊振庁舎） TEL 37-0350
あぜ

DISCOVER

第
29
回

YOSHINOGARI

ヒガンバナ︵彼岸花︶
広報

ある日、田んぼの畦や堤防が真っ赤に染まる。年配の方なら、
まんじゅしゃげ
赤い花なら曼珠沙華･･･ の『長崎物語』、30〜50代の方なら、
まんじゅしゃか
まん
山口百恵の『曼珠沙華』を思い出すことだろう。ヒガンバナは曼
ま
ん
じ
ゅ
し
ゃか
あ
き
よ
う
こ
じゅしゃげ
珠沙華とも言われるが、『曼珠沙華』の作詞家阿木耀子は語源の
サンスクリット語（インドの古語）の発音を使っている。ヒガン
バナの別名は一説に１千以上とも言われるが、それほどなじみ深
い植物と言えよう。中国原産で、伝来については史前帰化植物説
咲き誇るヒガンバナ（松隈）
きゅうこう
や救荒植物･薬草渡来説などがあるが、人里に分布し繁殖は分球
いず
ひろ
に限られることから、何れにしても人の手によって拡がった植物といえよう。
さて、別名の幾つかを紹介しよう。先ず「ハミズハナミズ」だが、これは開花後に葉が出て冬
とら
を迎え、晩春に葉が枯れる特性を捉え、「葉は花を見ず、花は葉を見ない」ことを表現したもの
りんけい
である。「シビレバナ」、「カブレバナ」は、その有毒性に由来している。特に鱗茎にアルカロイ
はきけ
おうと
まれ
まひ
ドを多く含み、誤食すれば、吐気や嘔吐、稀には中枢神経の麻痺で死に至る場合もある。
さわ
かさ
りにょう きょたんざい
は
と
子供の頃、「ヒガンバナに触ると瘡ができる」と注意されたものだ。利尿・去痰剤や腫れ物塗
ふ
しろうと
と
す
布剤としても用いられるが、素人が用いるのは危険である。デンプンに富む鱗茎を摺りおろして
さら
き きん
や
ぶなん
水に晒して無毒化し、飢饉や非常時に食用としたというが、これも止めたが無難である。また、
のり
は
びょうぶ ふすま
鱗茎のデンプン糊で貼った屏風や襖は虫に食われることはないとも言う。
この他、ヒガンバナの鱗茎の毒を嫌って、モグラやねずみ、虫が避ける
ことで畦や土手を守り、泥をかぶっても根が伸びて鱗茎を持ち上げ、鱗茎
ちぢ
が露出しても根が縮んで地中に戻り土手を守っている。お墓の周りに咲く
ことから「ハカバナ」ともいわれるが、これは土葬だった頃、死体が動物
に荒らされるのを防ぐために植えられたからであろう。
白色のヒガンバナ
古来、日本人は、実に多くの植物を農業や生活に生かしてきたことを改
めて思う秋である。（文責：於保 忠）

よしのかり
り
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37-0330

