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色とりどりのあじさい

photo comment

鳥ノ隈地区の荒木さん宅（割烹あらき）では、
様々な種類のあじさいが花を咲かせています。
（写真は昨年）
6月上旬までが見ごろです。色とりどりのあじ
さいを見に出かけてみませんか？
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就任のごあいさつ

総務課（三田川庁舎）
TEL 37-0330

多良正裕

3 YOSHINOGARI

農林課(東脊振庁舎）
TEL 37-0347

問い合せ

町長

問い合せ

平成26年度の支出状況
（金額単位：円）

吉野ヶ里町

〔農業機械、その他作業に共通して注意すべき事項〕
●適度な休憩をとり、ゆとりをもって作業しましょう。

町長交際費
支出状況

私は︑
この度の町長選挙におきまして︑町民の皆様をはじめ各方面よ

〔農業機械以外の作業で特に注意すべき事項〕
●脚立やはしご等を使って作業する場合は、落下や転落
をしないよう、足場に十分注意しましょう。

［平成26年4月］
種 別 件数

り多くのご支援を賜り︑
町政を担うことになりました︒
就任後︑
約２ヶ月

運動期間：5/1〜6/30
〔農業機械の作業で特に注意すべき事項〕
●県内でトラクター等の転倒、転落による死亡事故が発生しています。
道路の路肩や、ほ場の出入口、傾斜地でのトラクター等の転倒、転落に十分注意しましょう。
（万一の場合に備えて、安全キャ
ブ・フレームを装着しましょう！）
●トラクター等で道路を走行する時には、反射板や低速車マークを取りつけ、後方から追突されないよう十分注意しましょう。
●作業を始める前には、農機具の取扱説明書の確認や、整備点検を行い、安全な運転操作に努めましょう。
●機械の修理・点検や稲わら等を除去する時などは、必ずエンジンを停止させましょう。
●機械に衣服などが捲き込まれないように、作業に適した服装で作業しましょう。

が経過し︑
日を増すごとにその責務の重大さを痛感いたすとともに︑
山積

地域みんなで目指そう農業作業事故ゼロ！ 〜危険予測で安全確保〜
ただ今、
「春の農作業安全運動」
実施中

する課題解決への決意を新たにしているところです︒

議会事務局（三田川庁舎）
TEL 37-0338
選挙管理委員会
（三田川庁舎総務課内） TEL 53-1111

停滞した町を活力ある﹁新吉野ヶ里町﹂として再生させるためには︑
関

)
●選挙管理委員
【委員】執行 政利(田手村)・中島 靖彦(箱川下分)・最所 正
樹(西石動)・三好 博明(坂本)
【補充委員】槙 茂(萩原)・伊東 啓子(上豆田)・檜枝 初子(在
川)・福光 愛子(上三津西)

係者の意識改革と町の魅力であり宝でもある地理的条件︑
歴史や文化︑

)

)

)

【同副委員長】古川 清春
【同副委員長】森田 浩文
【同副委員長】伊東 和孝
【同副委員長】森田 浩文
【同副委員長】古川 輝英
【同副委員長】古川 清春

●監査委員
【代表監査委員】中島 明彦
【監査委員】古川 輝英

豊かな自然などを最大限に活かした総合的な町づくりが必要です︒

(6６)

現在は︑合併した当時とは社会情勢も大きく変わり財政状況も厳し

中島 正晴

(64)

(73)

●議会
【議長】伊東 健吾 【副議長】多良 光英
【総務文教厚生常任委員長】馬場 茂
【産業建設常任委員長】古川 勲
【議会運営委員長】古川 輝英
【小川内ダム対策委員長】伊東 和孝
【議会広報編集委員長】多良 光英
【議会改革委員長】馬場 茂

問い合せ

立石 良雄

自由民主党 下(三津東︶

(62)

さを増していくなかで︑先を見通した独自の行政運営が求められており

)

伊東 和孝
無所属 西(石動

城島 敏行
) 自由民主党 吉(田
(６６)

ます︒活力ある町を存続していくためには︑情報公開のもと行財政の根

自由民主党 大(塚ヶ里

(64)

本的見直しは避けられません︒

)

古川 勲
無所属 新(宮田

(58)

吉野ヶ里町を活力ある町︑安心して暮らせる町︑誇りの持てる町とす

古川 輝英
無所属 横(田

)

)

(60)

副議長
多良 光英（６１）
無所属(目達原）

古川 清春
無所属 立(野

馬場 茂
無所属 下(豆田

森田 浩文
無所属 坂(本

筒井 佐千生
無所属 上(三津西

(59)

(40)

議 長
伊東 健吾（66）
無所属(上豆田）

るため︑皆様に約束してまいりました多くの公約につきましては実現に

選挙後、初めてとなる平成26年度第3回吉野ヶ里町議会臨時
議会(初議会)が4月22日開催され、議長をはじめ各種行政委員
が次の通り決まりました。

町民の皆様のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます︒

吉 野ヶ里 町 議 会 議 員 及 び
各種行政委員紹介

向け着実に推し進めてまいります︒

議長に伊東氏、副議長に多良氏

平成26年度国民健康保険税の変更について
国の法令改正により、被保険者間の保険税負担の公平の確保及び中低所得者層の負担軽減を図るため、
下記のとおり変更されます。
①高齢者支援金及び介護保険料の賦課限度額が引き上げられます。
区
分
医
療
分
高齢者支援金分
介護保険料分
計

賦課限度額（平成 25 年度）
51 万円
14 万円
12 万円
77 万円

賦課限度額（平成 26 年度）
51 万円
16 万円
14 万円
81 万円

②均等割・平等割額の軽減を判定する所得の基準額が拡大されます。

金額

慶 祝

1

3,000

渉 外

1

1,500

弔 慰

0

0

月 計

2

4,500

累 計

2

4,500

基準額（平成 25 年度）
基準額（平成 26 年度）
基礎控除額 (33 万円 )+24.5 万円 ×
基礎控除額 (33 万円 )+24.5 万円 ×
5 割軽減
( 世帯主を除く被保険者数＋特定同一世帯所属者数） ( 被保険者数 + 特定同一世帯所属者数 )
基礎控除額 (33 万円 )+35 万円 ×
基礎控除額 (33 万円 )+45 万円 ×
2 割軽減
( 被保険者数 + 特定同一世帯所属者数 )
( 被保険者数 + 特定同一世帯所属者数 )
軽減割合

※5 割軽減については、世帯主である被保険者を計算に含めることが可能となり、対象の範囲が拡大します。
※2 割軽減については、被保険者にかける額が 35 万円から 45 万円になり、対象の範囲が拡大します。
※特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行された人で、移行後も同じ世帯
に所属している人です。（世帯主に異動があった場合を除きます）
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平常時の備え

定期的に確認し、日頃から気をつけて
おきましょう！

災害に関する気象情報や町からの避難情報は次のように伝達されます。
●気象情報に気をつける！

緊急速報

●持ち出し品を確認！

普 段 からテレビ やラジ
オ、インターネットで気
象情報や災害情報に注意
しましょう。
町からの情報にも注意し
ましょう。

避難時の持ち出し品は日頃
から準備しておき、置き場
所を決めておきましょう。
非常食や飲料水などは定期
的に新しいものと取り替え
ましょう。

●避難場所・避難路を確認！

●家のまわりを点検・
整備！
雨戸や雨どいは傷んでいな
いか、家の周囲の排水溝が
つまっていないか等、点検
しておきましょう。

●一人暮らしのお年寄り
などに気配りを！

自分の住まいだけでなく、
地域全体にも目を向けまし
ょう。

●車での避難は控える！
緊急車両の通行の妨げ
に。浸水すると動けなく
なります。

●履き物！

裸足、長靴は禁物！ひも
でしめられる運動靴がよ
い。

みんなで協力し合い、落ち着いて早めに
行動して、避難場所へ避難しましょう！

火の始末と戸締まりを忘れずに！また、親戚・
知人に避難をする事を伝えておきましょう。

●歩ける深さ！

水がひざまで来たら助
けを呼び、高所で救助
を待ちましょう！

●足元に注意！

水面下には危険が潜んで
います。長い棒を杖がわ
りに、安全を確認！

●速やかに避難！

動きやすい格好で、2人以
上で避難しましょう。

●ロープでつながって！
はぐれないように、お
互いの身体をロープで
結んで避難！

援助が必要な人がいたら
●高齢者や病気の人

お年寄りや子ども、病気
の人などは早めの避難が
必要。みんなで避難に協
力しましょう。
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●目の不自由な人

はっきり、ゆっくり大きな
声で話しかけましょう。誘
導する場合は、杖を持った
人の手には触れず、ひじの
辺りを軽く持ち半歩前をゆ
っくり歩きましょう。

携帯電話、PHS、衛星電話、市外通話者は
→ ０９５２−５２−５９６０ （通話料がかかります。）

災害情報の伝達経路

※電話をかけたら、音声ガイダンス
に従って操作してください。
※地区放送は、確認することができ
ませんのでご了承ください。

災害に結びつく重要な気象情報（大雨・洪
水注意報、大雨・洪水警報）や町からの避
難情報の伝達経路

●災害に関する気象情報や町からの避難情報は次のように伝達されます。

●ガス・電気・火元をチェック！

洪水時に注意すること

防災行政無線

●耳の不自由な人

話す時は、まっすぐ顔を向
け、口を大きくはっきりと
動かしましょう。手話、筆
談、身振りなどの方法で正
確な情報を伝えましょう。

●体の不自由な人

車いすの人の場合、階
段では必ず3人以上
で！昇るときは前向き
に、降りる時は後ろ向
きにします。

報道機関

気象庁・佐賀県・国土交通省

テレビ・ラジオ

避難する場合

防災行政無線の放送を聞き逃した人や、もう一度内容を確
認したい人は、下記の電話番号に電話をすることで、24時
間以内の放送であれば、何度でもご確認いただけます。

● 吉野ヶ里町防災行政無線の電話応答サービス
フリーダイヤル ０１２０−６０３−１１３

家族みんなで自分の地区の
避難場所を確認し、そこへ
行くための安全なルートを
確認しておきましょう。

避難時の心構え

災害に備える

梅雨期は、大雨による災害の発生しやすい時期です。
非常時に慌てることのないよう、
〔写真〕H22.7.13
永山土砂災害
平常時から災害に備えておきましょう。

吉野ヶ里町役場 総務課
区長・民生委員
消防団・各防災機関

防災行政無線（サイレン）
・
地区放送・広報車巡回 など

町民のみなさん

●町から提供される避難情報について
避難準備情報

避難勧告

災害時要援護者などの特に
避難行動に時間を要する住
民に対し、
「避難行動の開
始」を促す情報です。

台風の接近や集中豪雨など
により、洪水や土砂災害な
どが発生するおそれがある
場合に、住民に対して「避
難所への避難」を促すもの
です。火の始末、戸締まり
を完全にして、非常持ち出
し品を持参し、すみやかに
避難所へ避難しましょう。

避難指示
避難勧告より強く、災害発
生の危険性が非常に高い場
合に住民に対して避難を指
示するものです。このとき
は、避難行動中の人はすぐ
に「避難を完了」させ、ま
だ避難していない人は「ただ
ちに避難」してください。

なお、避難準備や避難勧告が出されていない場合でも、危険や不安を感じたときは、自主的に避難してください。
自主避難する際には、事前に総務課交通防災係（TEL 53-1111）に連絡してください。
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防災・安全・安心情報を携帯電話等へ逐次配信します。

佐賀県では、県民の皆さんが安全・安心を確保するための一助として、携帯電話等のメール機能を利用して、

防災・安全・安心情報等を配信するシステム「防災ネット・あんあん」を運用しています。

町民の皆さんも、是非登録して、自分・家族や地域の安全・安心の確保または防災に活用してください。

メールが届きました︒
安心も届きました︒
http://esam.jp

防災ネット・あんあん 配信中!

携帯電話などのメール機能を使って、県から防災情報などの
情報をすばやく配信します。

みなさまの安全・安心を確保するために、是非ご利用ください。

無料 メール配信料
は利用者負担

簡単登録

欲しい情報選べます

メール登録方法

携帯電話などからアドレスを直接入力するか、
またはQRコードをご利用ください。

〈QRコード〉

※QRコードは（株）デン
ソーウェーブの登録商
標です。

佐賀県消防防災課

問い合せ TEL 25-7027

※吉野ヶ里町では、緊急時にNTTドコモ「エリアメール」、au「災害・避難情報」、ソフトバ
ンク「緊急速報メール」を配信します。これは、気象庁の緊急地震速報や地方公共団体が配
信する災害・避難情報を、特定エリア（吉野ヶ里町内）の各携帯電話に無料で一斉にお知らせす
るサービスです。詳しくは、それぞれお持ちの携帯電話会社に問い合わせください。

非常時持ち出し品チェックリスト
【食料品】
□ 飲料水（1人1日3㍑が目安）□ 乾パン
●家族１人当たり3日分を用意
参考
●持ち出し品の重さの目安は、
□ 缶詰/缶切り □ 紙食器/割り箸
男性15kg、女性10kg程度
□ 菓子類（チョコ等）
【生活用品】
□ 万能ナイフ □ マッチ/ライター □ ろうそく □ 軍手（すべり止め付き）
□ ビニールシート □ ティッシュ □ 懐中電灯 □ ラジオ □ 乾電池 □ 使い捨てカイロ
【医薬品】
□ 消毒薬 □ 胃腸薬 □ ばんそうこう □ 脱脂綿 □ 包帯・ガーゼ □ 持病の薬
【衣類等】※キャンプ用品なども重宝
□ 下着 □ 防寒着 □ 雨具 □ 毛布 □ タオル
【貴重品】
□ 現金 □ 預金通帳/印鑑 □ 保険証/身分証明書
【その他】
□ 赤ちゃん用品 □ 介護用品 □ 筆記用具

災害時の緊急連絡 1 7 1
災害時には被災地への通信が増
加し、電話が繋がりにくくなり
ます。そのため「ＮＴＴ災害伝
言ダイヤル」を利用し、家族な
どとの連絡に役立てましょう。

利用
方法

録音 1
再生 2

○ ○ ○ ○ △△ ××××
（被災地の人の電話番号）

伝言の録音時間は１件あたり30秒です。また伝言の保存期間
は48時間で、１つの電話番号に最大10件まで録音できます。
（特定の場合を除き、録音または再生する場合に通話料がかかります）

避難
場所

東脊振健康福祉センター
三田川小学校
三田川中学校
東脊振小学校・体育館
東脊振中学校・体育館
児童体育館
中央公民館・町民集会所
三田川武道館
吉野ヶ里保育園
東脊振幼稚園
農村環境改善センター
さざんか武道館
吉野ヶ里公園駅コミュニティホール

吉野ヶ里町三津775
吉野ヶ里町吉田63-1
吉野ヶ里町吉田303
吉野ヶ里町石動2760-1
吉野ヶ里町石動2709
吉野ヶ里町吉田310
吉野ヶ里町吉田307
吉野ヶ里町吉田283-2
吉野ヶ里町吉田999
吉野ヶ里町三津799
吉野ヶ里町三津777
吉野ヶ里町石動2768-6
吉野ヶ里町吉田252-1

※

三田川健康福祉センター
さざんか園デイサービスセンター
痴呆性高齢者グループホームさざんか園
くるみ保育園
吉野ヶ里こども園
吉村産婦人科

吉野ヶ里町豆田1790
吉野ヶ里町大曲3474-1
吉野ヶ里町大曲3475-1
吉野ヶ里町大曲3463-2
吉野ヶ里町箱川505-1
吉野ヶ里町豆田1468-1

要援護
者施設

※浸水想定区域内にあって、高齢者、障がい者、乳幼児その他の特に防災上の配慮を要する人が利用する施設のうち、
洪水時に円滑かつ迅速な避難を確保する必要がある施設をいいます。
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23

6

12

17

東脊振
地区
【箱川下分】生島

光

36

【曽根】大隈 茂次

30

【吉野ヶ里】
城島 信夫 【目達原】中山 重幸

24

【横田】江口

26

蛤岳

【西石動】
井上雄 保

晴

7

13

18

平成 年度嘱託員紹介

29

地域 と行政

35

1
東脊振トンネル

「道の駅」
吉野ヶ里
さざんか千坊館

【下藤】森園

敏

37

【上中杖】寺﨑 敏春

31

【田手村】古賀 政信

25

【上中杖上分】深堀 功 【永田ヶ里】柿本 利憲

8

14

19

【上三津東】
城尾 茂則

【永山】多良 正則

①

2

②

をつなぐ

③

山茶花の湯

④

【乙ノ馬手】
伊東 義博

38

【下中杖】大澤

清

32

【田手宿】松浦 三善

26

【苔野】多良 好明

【大塚ヶ里】福島

20

15

均

【上三津西】
筒井 政文

9

【坂本】大川 正久

⑥

⑤

⑧
⑦

3

東脊振庁舎

⑩

⑨
⑬

⑪

⑭ ⑫

⑯

⑮
【田中】樂滿 義弘

39

【上豆田】柳本 英雄

33

【力田】中村 年一

【吉田】野中

27

21

卓

【辛上】荒木泰二郎

【下三津西】
福成

明

10

【松隈】有馬 利道

23

4

勲

【下豆田】材木 義信

34

【衣村】森

嘉明

28

【下三津東】
行武比佐男 【上石動】
大坪

【萩原】三浦 康宏

22

16

11

喜

5

28 34
35
南部共乾

よろしく
お願い
します

36
37
38
【箱川上分】伊東 祐則 【伊保戸】中島 光則
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29

【鳥ノ隈】馬場

満

【新宮田】権藤 治雄

【大曲】
中牟田 満

【下石動】
古賀 守

４月１日付けで 地区の嘱託員
︵区長︶
が交

27

３９

31

代されました︒

33

嘱託員は町民の皆様に対し︑
町政伝達を図

26 32

39
立野工業団地

ることを目的に︑
各地区の住民により選出さ

30

れ︑
町長が委嘱します︒

三田川庁舎

25

町内 地区の嘱託員は次の皆さんです
︵敬

20

称略･青色文字は新嘱託員︶
︒

⑲

24

三田川
地区
【立野】山田

⑰
⑱

21

22

東部中核工業団地

８
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児童手当現況届の提出について

臨時福祉給付金と子育て世帯臨時特例給付金の支給について

現在、
児童手当を受給している人は、
現況届の提出が必要です。
現況届は、受給者の6月1日現在の状況を記載し、児童手当
を引き続き受ける要件を満たしているかどうかを確認するためのものです。6月初旬に
「現況届」
をお送りしますので、
必ず期限
までに提出してください。
なお、
この現況届の提出がない場合は、
6月以降の手当が受給できなくなる可能性があります。
●提出期限 6月30日
（月曜日） ※期限厳守
●提出場所 福祉課
（東脊振庁舎）
または両庁舎総合窓口係
●提出書類 ①現況届 ②請求者名義の保険証のコピーま
たは年金加入証明書 ※国民年金に加入されている人は
不要です。
◆平成26年1月2日以降に吉野ヶ里町に転入した場合◆
③平成26年度
（平成25年分）
所得課税証明書
（受給者及び配
偶者のもの）
※平成26年1月1日の住所地より該当者分を
取得してください。
配偶者が受給者の控除対象配偶者であ

神埼地区手話奉仕員養成講座
受講生募集
聴覚に障がいのある人や関連する福祉制度についての
理解を深めるとともに、
手話で日常生活を行うのに必要な
単語及び手話表現技術を習得するための
「手話奉仕員養成
講座」を神埼地区（神埼市・吉野ヶ里町）で合同開催いたし
ます。
平成26年度は神埼市での開催です。
聴覚障がい者の福祉に関心のある人や手話に関心のあ
る人は、
聴覚障がい者の言語である
「手話」
をこの機会にぜ
ひ学んでみませんか？
【開催日程】 ７月８日(火)〜12月18日(木)
18:30〜20:30 毎週 火曜日、
木曜日
（全47回）
≪祝祭日等を除く≫
【開催場所】 神埼市役所 本庁 会議室
≪一部の日程について変更となる場合があります≫
【対象者】 高校生以上
（高校生は保護者の同意要）
で、
神埼
市または吉野ヶ里町にお住まいか勤務されており、
ほぼ
全ての講座に出席が可能な人
【受講料】 無 料
（※テキスト代は受講者負担となります）
【定 員】 神埼地区
（神埼市・吉野ヶ里町）
全体で20名
（※定員になり次第、
締め切ります）
【申込期限】 ６月30日
（月）
まで

︵有料広告︶

問い合せ

神埼市役所（本庁舎）
高齢障がい課

TEL 37-0111
FAX 52-1120

る場合は、
配偶者の所得課税証明は必要ありません。
◆児童が吉野ヶ里町以外に住民登録している場合◆
④監護事実の同意書
⑤児童の属する世帯全員の住民票
この他にも、
状況に応じて提出する書類があります。

臨時福祉給付金

支給要件

支給対象者

・平成26年度分の住民税が課税されていない人が対象です。
ただし、 ・課税されている人に生活の面倒を見てもらっている場合
・生活保護の受給者である場合 など
は除きます。

《加算対象者》
・老齢基礎年金、
障害基礎年金、
遺族基礎年金等の受給者※１
・児童扶養手当、
特別障害者手当等の受給者など※２

問い合せ

福祉課児童支援係（東脊振庁舎）

TEL 37-0343

募集 学童保育指導員（臨時職員）
●募集期間 ６月２日
（月）
から６月13日
（金）
まで
（郵送の場
合、
当日消印有効）
●申込方法 履歴書
（写真付）
を福祉課
（東脊振庁舎）
まで持
参もしくは郵送にて提出。
※持参の受付は、
平日の8時30分から17時15分まで
●選考方法 提出された書類および面接によって決定します。
●面接日 6月下旬
（予定） 後日個人宛に日程通知。
決定
は７月上旬予定。
●任用予定期間 ７月22日から8月29日まで
●職種及び募集人員
三田川校区 学童保育指導員・
・
・
・若干名
●業務内容 学童保育参加児童の健康管理や安全確保・指導
●応募資格
町内在住(6月30日までの転入予定者可）
で
子どもが好きな人。
児童・障がい児保育に熱意がある人。
●勤務時間
（日数） 月曜日から土曜日まで
8：00〜18：00までの間
（8時間以内の勤務）
※日曜日・8月13日〜15日は休み。
※児童の出席状況により、
勤務日数が変動します。
※三田川小学校の行事等により勤務時間が変動します。
※勤務日数を固定し就労を保証する制度はありません。
●報酬等 時給800円
※その他詳しいことは、
福祉課で確認してください。
問い合せ

福祉課児童支援係（東脊振庁舎）

TEL 37-0343

支給額

子育て世帯臨時特例給付金
支給対象者

支給要件

・１人につき 10,000円
・下記の《加算対象者》は１人につき
5,000円 を加算

※１ 平成26年３月分の受給権があり、
４月分または５
月分の年金の支払いがある人が対象です。
※２ 平成26年１月分の手当等を受給している人が対
象です。

次のどちらの要件も満たす人が対象です。
①平成26年１月分の児童手当・特例給付※を受給
②平成25年の所得が児童手当の所得制限限度額未満

※特例給付とは、
所得が高額な人について、
児童１人当たり月額5,000円を支給しているものです。

対象児童

支給対象者の平成26年１月分の児童手当・特例給付の対象となる児童
ただし、 ・
「臨時福祉給付金」
の対象となる児童
・生活保護の受給者となっている児童 など

対象児童１人につき

支給額

は除きます。

10,000円

申請方法
申請先 ： 福祉課 平成26年１月１日時点で住民票が吉野ヶ里町にある人が対象です。
申請期間： 7月1日
（火）
〜 10月1日
（水）
提出書類： 申請書、
本人確認書類、
指定した口座が確認できる書類
本人確認書類
住民基本台帳カード、
運転免許証、
旅券等の写し
指定した口座が確認できる書類
金融機関名、
口座番号、
口座名義人
（カナ）
がわかる通帳やキャッシュカードの写し
「子育て世帯臨時特例給付金」
：児童手当の受取口座を指定する場合は、
これらの確認書類は不要です。

給付金の受取方法

申請書に記載した指定口座に入金されます。 ※金融機関口座を持っていないなど、
振込み
による支給が困難な場合には窓口で受け取ることができます。

ご注意
・受け取ることができるのはどちらか１つの給付金です。
の人 については、
吉野ヶ里町で申請を受け付けることが
・原則として、
申請期間外の申請や平成26年１月１日時点で吉
できる場合がありますのでご相談ください。
野ヶ里町に住民票がない人の申請は受け付けられませんので ・申請期間などは、
各市区町村により異なります。
吉野ヶ里町
ご注意ください。
以外が申請先となる人は、
事前にその市区町村に問い合わ
※一定の住居を持たない人でいずれの市区町村にも住民票が
せるか、
ホームページなどで確認するようにしてください。
ない人については、
平成26年1月２日以降であっても吉野ヶ ・老齢基礎年金など、
臨時福祉給付金の加算対象の年金・手当
里町で住民票の手続を行えば申請を行うことができます。
等の裁定等の請求が可能で、
まだ行っていない人は、
平成26
※DV被害者や児童福祉施設等に入所している児童等で、
他
年９月30日までに裁定等の請求を行っていただく必要があり
の市 区町村から住民票を移さずに吉野ヶ里町にお住まい
ます。
申請に関する
問 い 合 せ

福祉課（東脊振庁舎）

TEL 3 7 -0 3 4 3

制度に関する
問 い 合 せ

厚生労働省
みな いいきゅうふ
２つの給付金に関する専用ダイヤル：0 5 7 0 ( 0 3 7 ) 1 9 2

｢ 臨 時 福 祉 給 付 金 ｣（ 簡 素 な 給 付 措 置 ） や ｢ 子 育 て 世 帯 臨 時 特 例 給 付 金 ｣ の

振り込 め 詐 欺 や 個 人 情 報 の 詐 取 に ご 注 意 くだ さ い。

ご自宅や職場などに市町村や厚生労働省
（の職員）
などをかたった電話がかかってきたり、
郵便が届いた
ら、
迷わず、
お住まいの市町村や最寄りの警察署
（または警察相談専用電話(♯9110）
に御連絡ください。
11 YOSHINOGARI
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カレンダー
日

平成26年

月

１

火

水

３

２

●定期健康相談

●リサイクルセンター開館
きらら館北車庫
8:30〜17:00
●吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市
8:00〜11:30

6

月

木

12

13

14

19

20

21
●リサイクルセンター開館

三田川庁舎総合窓口係
17:15〜19:00（要予約）

１０

９

●定期健康相談

15

11

●時間外交付

三田川庁舎総合窓口係
17:15〜19:00（要予約）

17

16

●定期健康相談
●ワン・ツー体操

●おしゃべり広場
中央公民館
10:30〜14:30
●12か月児相談

18

●時間外交付
●さざんか千坊館
休館日
三田川庁舎総合窓口係
17:15〜19:00（要予約）

土

６

●消費生活相談
【詳】
●女性のための相談日
東脊振庁舎第1相談室
10：00〜16：00
●時間外交付
三田川庁舎総合窓口係
17:15〜19:00
（要予約）

●４か月児健診
●７か月児健診

８

金

５

４

●時間外交付

JUNE

●消費生活相談
【詳】
●司法書士相談
【詳】
13:00〜15:00
●時間外交付
三田川庁舎総合窓口係
17:15〜19:00（要予約）

７

●リサイクルセンター開館
きらら館北車庫
8:30〜17:00

●リサイクルセンター開館
きらら館北車庫
8:30〜17:00

●消費生活相談
【詳】
●国保健診結果説明会
●時間外交付
ふれあい館
三田川庁舎総合窓口係
9:00〜11:00
17:15〜19:00（要予約）
●国保健診結果説明会

きらら館北車庫
8:30〜17:00

ふれあい館
9:00〜11:00

24
22
23
●国保健診結果説明会 ●国保健診結果説明会
●時間外交付
ふれあい館
9:00〜11:00

25
●おしゃべり広場

中央公民館
三田川庁舎総合窓口係
10:30〜14:30
17:15〜19:00（要予約）
●３歳６か月児健診
●2か月児相談

ふれあい館
9:00〜11:00

26

●消費生活相談
【詳】
●時間外交付
三田川庁舎総合窓口係
17:15〜19:00（要予約）

27
28
●国保健診結果説明会
●リサイクルセンター開館
きらら館
9:00〜11:00

きらら館北車庫
8:30〜17:00

29
30
●国保健診結果説明会 ●国保健診結果説明会
きらら館
きらら館
30
9:00〜11:00
9:00〜11:00
＊女性のための総合相談日以外の相談については、
福祉課まで連絡してください ●問い合せ 福祉課TEL37-0343

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持参してください。
日
（曜）
毎週月曜日
23・30を除く

定期健康相談
４か月児健診

3
（火）

７か月児健診

９:00〜11:00

きらら館

一般町民

13:00〜13:15

きらら館

平成26年２月生

13:15〜13:30

きらら館

平成25年11月生

６月１日
（日）
母子手帳 バスタオル

１２か月児相談

11
（水）

13:00〜13:15

きらら館

平成２5年６月生

母子手帳

ワン・ツー体操

16
（月）

10:20〜10:30

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

24
（火）

13:00〜13:15

きらら館

平成26年４月生

母子手帳 バスタオル

３歳６か月児健診

25
（水）

13:00〜13:30

きらら館

平成22年11・12月生

母子手帳 健康診査票

国保健診結果説明会

19（木）〜23（月）
21を除く
27（金）〜30（月）
28を除く

9:00〜11:00

ふれあい館 5/15〜19における国保集団健診受診者 健康手帳
きらら館 5/23〜26における国保集団健診受診者 結果引き換え用紙

新聞 雑紙
6,370 11,620

紙パック
2,150

トレイ
155

アルミ缶
520

ｽﾁｰﾙ缶 ﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ ペットボトルキャップ 古着
230
1,030
30
1,230

売却代金は、
環境教育
（子ども達や各種団体）
や、
紙紐・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）
●６月の開館日

月曜〜金曜日
（水曜・祝祭日を除く）8:30〜17:00
毎週土曜日
8:30〜17:00
第一日曜日 ６月１日
8:30〜17:00

売却金額
193,367円

☆南部地区回収所(温水プール北)

●回収日
月曜〜金曜日
（水曜・祝祭日を除く）8:30〜17:00
※天候により中止する場合があります。

問い合せ

【内・小】

たけうち小児科医院

６月22日 神埼市神埼町本堀
（日） TEL52-2524
中尾胃腸科医院

【小】

しらいし内科
神埼市神埼町城原
TEL52-3848

【内・循】

南医院
神埼市千代田町直鳥
TEL44-2777 【外・胃・整外】
久和会

和田医院

６月29日 神埼市神埼町道ヶ里
神埼市神埼町神埼
（日） TEL52-3295【外・内・胃・整外】 TEL52-2021 【内・胃・小】
山田こどもクリニック 和田医院
神埼市千代田町嘉納
神埼市神埼町田道ヶ里
TEL55-6566
【小】 TEL44-2046
【内・小】
古賀内科

【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【皮】皮膚科

（４月搬出分・単位kg）

ダンボール
3,000

小森医院

６月15日 吉野ヶ里町豆田
（日） TEL52-1136

７月13日 吉野ヶ里町吉田
神埼市千代田町境原
（日） TEL52-2452 【内・胃・呼】 TEL44-2311 【内・小・胃】

保健課健康づくり係（きらら館）TEL51-1618

シュレッダー
480

※診療時間は９時〜17時

目達原整形外科
福嶋内科医院
吉野ヶ里町吉田
神埼市千代田町境原
【整外】 TEL44-2141
TEL52-3717
【内・小】
なかしま整形外科クリニック 橋本病院
神埼市神埼町本堀
神埼市神埼町本告牟田
TEL51-1430
【整外】 TEL52-2022【外・内・胃・整外】

最所医院

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。予防接
種の種類、対象者については、
「吉野ヶ里町健康カレンダー」をご覧ください。

よしのがリサイクル

６月８日
（日）

７月６日
（日）

こどもの個別予防接種について
問い合せ

日曜・祝日在宅当番医

環境課（三田川庁舎）TEL37-0335

三田川

だより

児童館
日にち

時

間

開館時間 月〜土曜 ９:30〜18:00

６月の
催 し
行

休館日 日曜・祝日
●就学前幼児は保護者同伴、
小学生は17:00までの利用です

三田川児童館 TEL 53-1117

問い合せ

事

対

2･9･16日(月) 11:00〜12:00 マンデイ親子のつどい
7日(土) 14:00〜16:00 児童館壁画を作ろう！

象

定

員

材料代

未就学児親子

無料

小学生以上

無料
15名

14日(土) 14:00〜16:00 「竹と音を楽しむ！！」〜手作り楽器を作ろう〜 どなたでも

100円 定員になり次第

19日(木) 10:00〜15:00 調理室開放デー

町内在住の未就学児親子 2組以上

無料

21日(土) 13:30〜15:00 手話教室

町内在住の小学生以上(大人も可)

無料

23日(月) 10:30〜11:30 ドレミ広場

町内在住の未就学児親子

無料

28日(土) 14:00〜16:00 ピザトーストを作ろう♪

町内在住の小学生以上

12名

申込締切

【7月号募集】●対象者…7月に誕生日

募集中

100円 定員になり次第

●「調理室開放デー」で託児が必要な人は、早めの申込みをお願いします。●「ピザトーストを作ろう」の受付は6月2日(月)からです。
●「竹と音を楽しむ！！」〜手作り楽器を作ろう〜は、
『吉野ヶ里町バンブーオーケストラ』の皆さんのご指導で、楽器を作って演奏します。
●「フルーツ広場(特別講演会)」は、読書アドバイザーの久地井壽美子先生を講師に迎え、
『生きる力・絵本の力』と題して講演をしていただ
きます。その前に宮地澄香さんによる朗読も予定しています。託児あり。☆募集のお知らせ☆26年度児童館児童実行委員（小学5年生以上）

ん●申し込み方法…お子さんの写真

★

平成25年６月４日生まれ【中の原団地】

を総 務課(三田川庁舎２階 )に持 参し

★
い

大隈 琉生くん

【家族からのメッセージ】
１歳のお誕生日おめでとう。
やんちゃ坊主のりんたろう、
これからも成長が楽し
みです♡

平成23年６月７日生まれ【上豆田】

【家族からのメッセージ】
３才の誕生日おめでとう。
いつまでも元気な琉生くんでいてね！パパママより

てください。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
締切日…６月５日（木）

５月12日（月）、在川の手塚隆美さんにご協力いただき、
「 フルーツ親子広場」
で『いちご狩り』に行きました。あいにくの雨模様でしたが、14組の親子が参加
しました。ハウスの中はいちごの甘い香りがふわ〜としていて、こども達はいち
ごをつまんでそのまま口へ・・満足した笑顔があふれました。かごいっぱいのい
ちごと、貴重な体験話のおみやげを持って帰ることができました。

● 問い合 せ… 総 務 課 秘 書・広 報 係
TEL37-0330

もと ゆず き

により先着8名様で締め切らせていた
だきます。どうぞご了承ください。

★

本 柚葵ちゃん

※「ハッピーバースディ」は紙面の都合

平成２６年度吉野ヶ里町就学相談のお知らせ
期 日・時 間
場
所
対
象

を迎える満１歳から６歳までのお子さ

おおくま る

りん た ろう

木 隣太朗くん

できません。ご了承ください。●申込

いちごおいしかったよ！

吉野ヶ里町
就学相談(第２回)を
実施します。

Happy
Birthday
★吉野ヶ里町の宝★
はしのき

無料

30日(月) 10:15〜12:00 フルーツ親子広場(特別講演会) 未就学児と保護者

★

ハッピーバースデイ

平成25年６月19日生まれ【吉田】

【家族からのメッセージ】
一歳のお誕生日おめでと
う♡いつも柚スマイルにみんな元気をもらってい
ます♪

７月２９日(火) 9：30〜
吉野ヶ里町中央公民館 展示室（２階）
幼稚園、保育園に通う年長児（来年度小学校入学予定）
小学６年生（来年度中学校入学予定）

○就学相談とは
「言葉の発達に遅れがある」
「行動に気になる面がある」
「目や耳、
手足の障害に悩んでいる」
「病気がち」
など、
お子
さんの教育や就学について、
学識経験者や教職員が相談に応じます。
どうぞ、
お気軽にご相談ください。
○就学相談の仕組み
相談は２回実施します。
第１回の相談後、
もう一度相談をご希望される場合は、
第２回の相談を受けることができ
ます。
また、
第1回就学相談に参加していなくても、
第２回に申し込むことができます。

予約制 まずお電話を！担当：飯田恵子
せっかく買ったパソコンが眠っている、
を買いたいので相談に乗ってほしい、
仕事、趣味で活用したい等々、何でもご相談下さい！

ケイアンドジェイぱそこん教室

行政書士

相談は無料です。
杠 繁美 日本行政書士会登録番号
05410974
ゆずりは

しげ

み

〒842-0121 神埼市神埼町志波屋3627
TEL 0952-53-1747 携帯090-8836-5630
ホームページ
ゆずりは 神埼 → 検索

行政書士には守秘義務があります、お気軽にご連絡ください。
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平成20年６月３日生まれ【萩原】

【家族からのメッセージ】
保育園最後
の年。
先生、
お友達と楽しい思い出を
沢山つくってネ!!杏の笑顔大すき♡

おおつぼ じょうしん

大坪 丞心くん

平成25年６月７日生まれ【上豆田】

【家族からのメッセージ】
一歳のお誕
生日おめでとう♡丞くんの笑顔は
ママの癒しです！
！

なか の

ひ な

おおつぼ けんしょう

中野 陽菜ちゃん

平成25年６月13日生まれ【上豆田】

【家族からのメッセージ】
一歳のお誕生
日おめでとう♪これからも可愛い陽
菜ちゃんスマイルたくさん見せてね♡

吉野ヶ里あいちゃん農園直営・お野菜イタリアン＆お野菜ちゃんぽん

松隈地区で世界の野菜を
「匠」
に栽培する
「吉野ヶ里あいちゃん農園」
。
採れたての野菜を斬新な切り口で提供するお野菜レストラン。

お野菜ちゃんぽん
「百匠飯和膳」
NEWオープン！
百匠飯では姉妹店オープンにつき、
スタッフを募集中です。
詳しくは下記ホームページ、
またはお電話でお問合せ下さい。

あいちゃん農園のお野菜・店頭販売中！ あいちゃん農園

ＨＰ検索

大坪 健翔くん

平成23年６月８日生まれ【上豆田】

【家族からのメッセージ】
元気いっぱ
いの健翔！！幼稚園でいっぱいお友
達つくって遊んでね♡

イタリアン＆和膳

吉野ヶ里町民
ご優待クーポン

三
日
間
煮
込
ん
だ

その他の
MENU
一 例

︵有料広告︶

その他 建設業許可・産業廃棄物・内容証明・車庫証明 等

★ ★ ★ ★

あん

内田 杏ちゃん

▲

土・日・祝も営業
（不定休）

・相続手続（家や田や畑が亡くなった方の名義になっている）
・遺 言 書（死んだら、家や土地の名義はどうなるだろう）

うち だ

︵有料広告︶

︵有料広告︶

○申込み
申し込み書、
相談票に必要事項を記入していただき、
お子さんが通う幼稚園、
保育園、
学校に提出してください。
在宅の人は、
吉野ヶ里町教育委員会学校教育課にご連絡ください。
締め切りは、
７月４日
（金）
です。
後日、
学校教育課から相談時刻を
問い合せ
学校教育課（中央公民館） TEL 37-0339
お知らせします。

本誌ご持参の方に

おまかせランチ

お野菜ちゃんぽん …………………
お持ち帰りＯＫ！
お野菜カレー ………………………
お野菜パスタ ………………………
お持ち帰りＯＫ！
お野菜ピザ …………………………

800円
800円
800円〜
800円

500円

※本月掲載期間中は何度でもご使用

いただけます（2名様まで／土日除く）

吉野ヶ里町松隈1710-11 道の駅吉野ヶ里さざんか千坊館内 TEL：０９５２-５５-６１７５
（呼出） 営業時間：午前10時30分〜午後3時
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まちかど ズーム

zoom
up!

水源地域を訪ねて

アップ

４月19日
（土）、福岡都市圏の住民と五ヶ山ダム水源地域を通じた交流事業を開催
しました。
この事業は、
日常生活に必要な水の約３分の１を筑後川などの域外に頼っている
福岡都市圏と、水源地である町との交流を推進し、連携を図るとともに相互理解を深
めるために実施しているものです。
ダム建設現場での事業説明や交流活動を通して、
ダム建設によって水没する小川内の自然や歴史などを学びました。
今回の交流事業では、
タケノコ掘り体験と地産地消の昼食を坂本地区の協力によ
り参加者ををもてなしました。福岡都市圏住民38名がタケノコ掘り体験とおいしい料
理を満喫しました。

〜第51回吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市〜

〜稲富政博さんが、日本最高峰の剣道大会で優勝〜

５月11日(日)、第51回 吉野ヶ里
夢ロマン軽トラ市が開催されまし
た。今回は第２日曜の開催となりま
したが、晴天にも恵まれ、来場者
8,000人とたくさんの人に足を運ん
でいただきました。この日は、母の
日に合わせてフラワーアレンジメン
トのイベントも行われ、参加した人
たちは素敵なアレンジメントを製作
しました。
次回の軽トラ市は、６月１日開催
予定です。

４月20日（日）、愛知県名古屋市の中村スポーツセンターで開催され
た第12回全日本選抜八段優勝大会で佐賀県警の稲富政博さん（永田ヶ
里）が佐賀県勢として初優勝という快挙を果たしました。
この大会は全国500余名の八段受有者の中から厳選された心技とも
に円熟した32名によって行われる日本最高峰のものです。
試合は、初戦は先取されましたが反撃し逆転勝ち。決勝まで勝ち上
がると鮮やかな２本勝ちで初の頂点に輝きました。
稲富さんは、優勝したことについて「初めてのことで率直に嬉しい」と
喜びを噛み締めていました。昨年の同大会で３位に入賞し、今大会で優
勝を果たすために、帰宅後の稽古、週数回のトレーニングを欠かさず
行ってきたそうです。
「地道な稽古やトレーニングさえしておけば必ず結
果はついてくる」と話し、日々の地道な鍛練の積み重ねが優勝に繋がっ
たと言えます。
また、今後の目標は「今までこの大会で連覇された方がいないので、
来年も優勝して連覇を狙っていきたい」と意気込みを語りました。
最後に、
「剣道は、礼儀、作法がほかのスポーツよりも厳しいもので、
相手を思いやる気持ちが必要なスポーツであり、親に対する感謝の気
持ちなど”人としての道”が剣道であると思う。今後、剣道を通して地域社
会に貢献できるような剣道家になりたい」と抱負を述べました。

部屋いっぱいに泳ぐこいのぼり

成富兵庫茂安の偉業を讃える

4月19日（土）から5月19日（月）まで、三田川児童館ではたくさん
の人の手形をうろこにした「こいのぼり」が、悠々と部屋いっぱいに
泳ぎました。
これは、東日本大震災で被災した子どもたちや全国の子どもたち
に「みんなでゲンキに！」のメッセージを届けようと、全国規模で
『児童館こいのぼりいっぱいプロジェクト2014』が実施され、三田
川児童館もエントリーしたものです。
児童館を訪れた赤ちゃんから小・中学生、大人まで約60名が参加
し、一人ひとりが思いを込めて作ったカラフルな手形のうろこを、青
いビニールで出来た全長約4メートルのこいのぼりにつけて出来上
がりました。
児童館から全国の子どもたちに、
メッセージを届けました。
また、玄関でも手作りこいのぼり
が、みんなを出迎えてくれました。

５月９日（金）、蛤水道を開削した成富兵庫茂安の偉
業に感謝の念を捧げる「兵庫まつり」が、蛤水道の水功
記念碑前にて多数の来賓を迎えて行われました。
式典では、多良町長がお神酒を捧げた後、
「私たち
が、成富兵庫茂安公をこの地で祀れることはありがた
い。100、200年、もっと先を見据え、自分たちの民を豊
かにし、町を栄えさせるための土木事業とはどういうも
のかという原点がここにある。毎年、この祭りを行うこ
とで私たちが政治、行政を預か
る者としての心構えの原点にし
ていきたい」と話し、茂安公の
偉業を讃えました。
蛤水道は、貴重な歴史的土
木建造物であるとして平成22年
に佐賀県の推奨土木遺産に認
定されています。
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アップ

祝 全国制覇！

フラワーアレンジメント作り

〜水源地域交流事業〜

〜児童館こいのぼりいっぱいプロジェクト〜

まちかど ズーム

zoom
up!

〜兵庫まつり〜

みんなで楽しく健康に

〜さくらまつり〜

４月19日（土）、中央公民館でレクリ
エーション協会によるレクリエーション
大会〜さくらまつり〜が行われ、町民70
名余りが参加しました。体を使ったゲー
ムや、健康体操、笑いヨガ、
リズムダンス、
よさこいなどを体験し、みんなで楽しく健
康づくりを行いました。

第1回吉野ヶ里町グラウンドゴルフ大会
4月29日
（火・祝）
に三田川中央公園で、
第1回吉野ヶ里町グラウンドゴルフ大会
が行われ、
延べ300人が参加し、
熱戦を繰り広げました。
大会は、
多目的広場で３コース、
野球場で３コース、
テニスコートで１コースの
計７コースが設置され、
各コースとも、
ホールの長さやボールの転び方が違うた
め、
順位は各コースで決定されました。
各コースの入賞者は以下のとおりです。
多目的中コース
① 坂井良弘（上三津東）
② 下村弘（上豆田）
③ 天野義範（横田）
④ 伊東義博（上豆田）
⑤ 大野勝（横田）
⑤ 井上美鈴（立野）
⑤ 森園光（上豆田）

ｽｺｱ
13
15
16
18
19
19
19

テニスコート
① 前山博之（上三津東）
① 真子和也（大曲）
③ 佐藤榮一（上三津東）
③ 城尾春子（上三津東）
③ 原 （大曲）

ｽｺｱ
21
21
24
24
24

野球場北コース
① 江 信雄（苔野）
② 多良好明（苔野）
③ 野上ミサネ（立野）
④ 船越三夫（吉田）
⑤ 鶴田貞 （立野）

ｽｺｱ
13
15
16
17
19

多目的西コース
① 北村嘉人（若楠園）
① 森園光（上豆田）
③ 最所正德（上石動）
④ 橋本芳枝（吉田）
④ 船越三夫（吉田）
④ 最所チトセ（上石動）
④ 大隈ミヤ子（上豆田）
野球場中コース
① 最所正德（上石動）
② 大野勝（横田）
② 井上美鈴（立野）
② 井上孝（新宮田）
⑤ 原政人（横田）
⑤ 於保清彦（苔野）

ｽｺｱ
14
14
15
16
16
16
16

ｽｺｱ
18
20
20
20
21
21

多目的東コース
① 北村嘉人（若楠園）
② 小林利之（横田）
③ 手塚明子（萩原）
③ 高木 昭（横田）
③八谷信（萩原）
③ 山口勝義（萩原）

ｽｺｱ
16
19
20
20
20
20

野球場東コース
① 山口信明（力田）
② 田中大輔（力田）
③ 古川 樹（新宮田）
③ 立石祐一（立野団地）
⑤ 船越三夫（吉田）
⑤ 鶴田貞茂（立野）
⑤ 長野美和子（上三津西）

ｽｺｱ
17
19
20
20
21
21
21

入賞者には賞品がありますので
社会教育課まで受取りにお越しください。
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形式の催告状を送付する。

を示さない人、免除等の申請勧奨を

物を用意しています。
※お食事され

③年末及び年度末における納付書の

行っても申請のない人等に対し、
強制

たい人は、
持込可

送付
【11、
12、
2、
3月実施】

徴収を前提として少し厳しめの催告

12:30〜13:30

をする特別催告状を送付する。

キャンドルをつくろう

②最終催告状の送付、
強制徴収の実施

13:30〜16:00 親睦・交流会

現年度に未納期間を有する短期未
納者を中心に、
納付勧奨チラシを同封

【通年】

した納付書を送付する。

年金

④新規未納者への納付書の送付【通
年】
新たに未納が発生した人に対して、

日本年金機構からのお知らせ
収納対策にかかる
平成２６年度計画について

己負担)
超簡単!!手作り

●参加料 一人300円

被保険者または連帯納付義務者の

●申込み 住所・氏名・電話番号・家族

いずれかに一定の所得（平成25年の

同伴の有無を電話でご連絡くださ

控除後所得が400万円以上かつ未納

エ.航空学生

●応募資格 新たな職業に就こうと

オ.一般曹候補生

する求職者で、
受講意欲があり公共

カ.自衛官候補生

職業安定所長より受講指示又は受

キ.高等工科学校生

講推薦等を受けた人
最寄りの公共職業安定所にてご相

※27歳未満の男女(ただしコースに

10:00〜13:00、
14:00〜16:00)

談の上、
応募書類をハローワークに

奨チラシを同封した納付書を送付す

かわらず、
保険料を長期間滞納してい

●申込み期限 ７月２日(水)

る。

る人に対し、
最終催告状を送付する。

●問い合せ 公益財団法人佐賀県総
合保健協会 TEL27-4666

提出してください。
●問い合せ ポリテクセンター佐賀

納付や納付誓約等がない人に対して

保の観点のほか、
公的年金制度に対す

に基づき、
申請免除・若年者納付猶予

は、
督促状を送付し強制徴収を実施す

る信頼を回復するための重要課題で

の基準に該当すると思われる人に対

る。

三田川水墨画会
作品展示会のお知らせ

す。

し、
返信用の申請書を活用した申請勧

◆年金事務所独自の取組み
【通年】

三田川水墨画会の作品展示会を行

放送大学では、
平成26年度第2学期

います。
会員の日頃の学習の成果をぜ

(10月入学)の学生を募集しています。

上記の取組のほか、
年金事務所ごと

から提供される所得情報に基づき、
免
除申請勧奨の着実な実施、
特別催告状

⑥前年度における特例免除申請者、
一

に管内の特性に応じた取組を実施す

ひご覧になってください。

部免除申請者等への免除申請の勧奨

る。

●期間 ６月９日(月)〜30日(月)

【7月送付】

を中心とした納付督励を実施すると

＊対象者及び実施時期については年

失業等の事由による前年度特例免

ともに強制徴収の厳正な執行等を、
市

金事務所が策定する計画によって
異なります。

区町村、ハローワーク等の関係機関、

除承認者や前年度一部免除承認者に

国民年金保険料収納事業受託事業者

対する7月の定時分納付書送付時に、

と協力・連携を密にし、
計画的・効率的

免除チラシ、
免除申請書を同封する。

佐賀年金事務所 TEL31-4191

な収納対策を取り組んでいきます。

⑦学生納付特例の申請勧奨
【3月送付】

住民課年金係(三田川庁舎)

平成26年度に計画されている主な

学生納付特例承認者で平成27年度

取り組みと実施(予定)時期について

も引き続き在学予定の人に、
返信用の

は下記のとおりです。

申請書を活用した申請勧奨を実施す

◆納付督励対象者、
免除対象者等への

る。

取組み

⑧口座振替の勧奨
【1月送付】

①催告状兼納付書の送付
【7月送付】

現金による納期限内納付者及び現
年度のみ未納の短期未納者に対し、
4

過年度に未納を有する人に催告文
書付きの納付書を送付する。

月の前納時期に合わせ、
口座振替及び

②催告状の送付
【10月、
2月送付】

前納制度の優位性をお知らせするチ
ラシとともに口座振替納付(変更)申

現年度に未納を有する人にハガキ
●まちの面積 43.94km
●まちの人口（５月１日現在）
男性
7,936人（+13）
女性
8,327人（+12）
合計
16,263人（+25）
●世帯数
5,982（+21）

①特別催告状の送付
【通年】

佐賀県がん患者・家族
集いの会
●日時 7月7日(月)
12:30〜16:00(開場11:00〜)
●場所 佐賀県総合保健会館

30名(受付順)

国民年金保険料収納事業受託事業
者の納付督励によっても、
納付の意思

※出生数10 死亡数７（４/1〜４/30届出）

催し

●対象及び定員 がん患者・その家族

◆特別催告状、
強制徴収の取組み

●内容
11:00〜

くつろぎ喫茶 で飲み

登録 ・ 年会費

無

料

会員特典

特典は会員登録から 3 日後、プレアホール神埼での
ご葬儀依頼に限ります。

プレアホール神埼

放送大学
10月生募集のお知らせ
放送大学はテレビ等の放送やイン
ターネット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

●場所 中央公民館ホール

科学など、
幅広い分野を学べます。

●問い合せ 藤瀬 昭幸

●出願期間

TEL 53-2191

6月15日〜8月31日まで
資料を無料で差し上げています。
お

募集

職業訓練受講生募集
８・９月生を募集しています。
●募集科
①８月生 電気制御技術科
②９月生 機械加工技術科
●募集期間
①６月６日〜７月８日

気軽に放送大学佐賀学習センターま
でご請求ください。放送大学ホーム

その他

精神科救急医療
電話相談窓口
精神疾患のため緊急の医療を必要
とする精神障害者等の人たちに対し、
適切な医療の確保・保護を図るための
「精神科緊急医療電話相談窓口」
を設
置しています。
24時間365日体制で専門スタッフ
が救急相談に対応し、
必要に応じ受診
可能な医療機関の紹介等を行います。
なお、
かかりつけの医療機関をお持

ページでも受け付けています。

ちで連絡が取れる場合は、
まずはそち

●問い合せ 放送大学佐賀学習セン

らにご相談ください。

ター TEL22-3308

●電話番号 20-0212

自衛隊採用試験制度説明会
●開催日 6月15日(日)
●場所 中央公民館２階学習室
●時間 ①10:00〜11:30
②13:30〜15:00

②７月11日〜８月19日
●選考日 ①７月15日 ②８月19日

TEL0942-83-4077

●問い合せ 佐賀県健康福祉本部障
害福祉課 TEL25-7064

寄付御礼
●老人クラブへ
嘉村弘美 様
（上三津西） 故 忠男 様

●内容

●定員 ①15人 ②12人

概要説明(自衛隊の任務、
職務等)

●訓練期間 7ヶ月

採用種目

●選考試験 面接のみ

ア.防衛医科大学校医学科学生

︵有料広告︶

︵有料広告︶

プレアホール神埼 友の会会員募集中
プレアホール神埼事務所またはＪＡ神埼地区各支所で受け付けて
います。
（要認印）

※土日は休館となります。

TEL37-0333

佐賀市天神1丁目4-15

出書を送付する。

2

●問い合せ

9:00〜17:00まで

より対象年齢が異なります)
●問い合せ 自衛隊鳥栖地域事務所

TEL26-9516

市区町村から提供される所得情報

奨を実施する。

●対象者 不問(興味のある人、
また

い。
電話受付(毎週月・水・金のみ

は、
負担の公平性及び年金受給権の確

このため、
平成26年度も、
市区町村

ウ.防衛大学校学生

●対象者 おおむね40歳未満の人

その御家族お気軽に参加ください)

月数13月以上の者等）
があるにもか

最終催告状の指定期限を過ぎても

イ.防衛医科大学校看護学科学生

●応募手続 受講を希望される人は、

未納となってから早い時期に納付勧

⑤免除等の申請勧奨
【9〜2月実施】

国民年金保険料の収納実績の向上

●受講料 無料(※テキスト代等は自

株式会社 J A セレモニーさが

○故人の満年齢に応じて葬儀代金を割引いたします。
（5,000 円〜 30,000 円）
○プレアホール神埼友の会より選べる敬供品
（生花、果物、灯ろうから 1 点）を進呈いたします。
○葬儀後に指定店で使える供養割引券を進呈いたします。
詳しくはプレアホール神埼（55−8008）へお問い合わせください。
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鯉のぼり薫風受けて心地よく
夢託されて大空に舞う
伊保戸
中島 君子

きらきらと新緑映ゆる大もみぢ
ピンクの花芽にいとしさ増して
目達原
向井 初音

デイサービスの一日楽しくありがたく
昔々と姿かさねる
箱川
真木千津子

新芽ふく木々の青さにいやされて
吾は八十路を登りゆくなり
下三津東 松本メグミ

白蝶の群がる様に咲き盛る
グリンピースの実入り持たるる
目達原
中村 悦子

う た

ころも

衣がえ思う通りに出来なくて
や そ じ
八十路の我身限界を知る
上中杖上 渡邊登志子

短歌仲間集ひて学ぶひとときは
六十路の右脳ふっくら膨らむ
松葉
香月 啓子

切り株に座す白猫の鈍き目に
春愁という言の葉聞こゆ
吉田
香田 春枝

鶯のしき鳴く山に二人入り
一年分のよもぎを摘みぬ
立野
土井 敏明

ウオーキング靴のかがとのすれぐあい
気にしてながむ我が足のくせ
吉田
伊東 米子

満州国旅順と読めた苔石の
往事の栄誉枯茅のなか
目達原
中島 南角

商工観光課
（東脊振庁舎）
TEL37-0350

突然現れるパソコンの警告表示をすぐクリックしないこと！
その表示は、
有料ソフトの広告かもしれません

●実施期間 ６月23日(月)〜29日
(日)までの7日間
●受付時間
6月23日(月)〜27日(金)
8:30〜17:00まで
6月28日(土)、
29日(日)
10:00〜17:00まで
●電話番号 0120-007-110
（フリーダイヤル）
●相談担当者 法務局職員、
人権擁護
委員
※いじめ・虐待など、
子どもの人権に
に応じます。
相談内容についての秘密

①パソコンの画面上に自分のパソコンの状況を知らせているかのよう
な警告を表示し、
不安をあおる。
②何度も警告や無料だと表示し、
購入手続き画面に誘導している。
③購入手続きまでは日本語の表示があるが、
購入後のやりとりに英語が
必要など大変になる。

①パソコン画面に警告表示が出ても、
信頼できる表示かどうかわからな
い場合はクリックしない。
②ソフトを購入する場合は複数のソフトを比較し購入する。
自分で判断
できないときは、
パソコンショップや家電量販店で相談し購入する。
③自分のパソコンに入っているOSやソフトを最新状態にする。

柿若葉青空包み鯉のぼり

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）

白井みすず

包み紙ひとつで変わる贈り物
橋本かのこ

増税にサイフの中が悲鳴あげ
原岡 秀夫

新緑の風にさそわれウォーキング
案 山 子

香

包み紙山ほど積んでガムを噛む
三宅 あや

孫育つ自分の齢を忘れてた
橋本

行

考える度におでこが広がるよ
山下麻の葉

初孫に赤い着物を着せてみる
石田

古川千代子

江口 重子

ピンク色好きです私ももさくら
原 ミツエ

母の愛真綿の様に包みこむ

誕生日親子ひ孫に包まれて

風呂敷に包んでみたい五千万
執行 計雄

わが店の包みを持った通行人
小池 ヤス

斉藤 幾恵

上滝 初代

ご祝儀にいくら包むか迷います
武富 直人

働かぬ頭自然に手を合わす

大空を鯉が元気に泳いでる

新緑に生きる力がみなぎって
牛島 美佐

●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９:00〜12:00 13:00〜15:00

ＪＡみやきセレモニー

第１斎場 （上峰町役場東）

（友の会会員募集中

吉野ヶ里町・みやき町・上峰町

は固く守られますので、
一人で悩まず、
お気軽にご相談ください。

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木曜日 （13:00〜15:00）
東脊振庁舎２階会議室
※相談時間は1人30分を原則と
します。
※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）

家族葬・法事もできます）

︵有料広告︶

喉元を過ぎて値上げを忘れ去る
中島三千子

トントンと胡瓜きざんで朝サラダ
大塚美代子

母の日の宝箱ですペンダント
兵働己登子

二の腕がまぶしく光る初夏が来た
井上千代子

向井 初子

父親の威厳なくなり子に甘い
那須 紀子

隣国へ空と海から神の声

おねがいをかなえてくれるおほしさま
松尾
芽

水道のじゃぐちの下のジャンピング
松尾
凉

これ以上駄目ですバンド締まらない
小池 喜治

糸電話孫とはよーく通じます
檜枝 一夫

サガン鳥栖佐賀ってどこと言わせない
中島 俊子

城野 浩二

真島久美子

元気だね野菜売場のパートさん
城野くみ子

長女次女長男揃う冬の鍋

保存料着色料もある私

真島 清弘

よく見れば父の車軸にヒビがある
西村 正紘

応援歌大好きという握り飯

不老不死そんな願いが笑えない
真島美智子

「お金を借りるのに先に保証金を払え」
は詐欺

全国一斉「子どもの人権
110番」強化週間

関わる悩みごと、
心配ごとなどの相談

問題点
︵二句掲載︶

おいらんの外八文字先帝祭
母さんと至福の朝餉若竹煮
鳥ノ隈
田中千津子

薫風やモネの睡蓮まなうらに
新海苔のむすび所望す部活の子
吉田
西尾 京子

幸

絵手紙に飾り兜や子は遠く
山里早や田植え日和となってをり
西牟田紀美子
上石動

近隣に新築ラッシュ麦の秋
山藤の一山覆ひ九十九折り
上豆田
伊東

平成も四半世紀や新樹光
春愁ふ増税背負い便りの来
永田ヶ里
井上 春枝

空晴れて飛びたがる子の春帽子
麦の穂に風しなやかに渡りけり
田手
大澤ヨシノ

ふる里や想は遠く麦の秋
背たけ伸び口数少な子供の日
上石動
大坪カツヨ

古里の菖蒲挿す軒ありにけり
新茶炒る母は御釜と夜明けまで
田手
於保 邦枝

ふじ房のややけだる気にゆれており
白つつじ夜の帳に艶増して
吉田
香田 春枝

草笛を鳴らすもひとり聞くもひとり
花は葉に鳥は鳥語をみがきゐる
講師
小浜史都女

事例①…パソコンに
「危険」
という文字が表示されたので、
驚いてその部
分をクリックしてしまった。
すると、
セキュリティソフトの無料
版が作動、
勝手にスキャンし始め危険な状態と表示された。
慌
てて年間3,000円の有料版を購入した。
後で自分と同じ被害の
書き込みを見つけた。
解約したい
（60代男性）
。
事例②…パソコンを操作中にウイルスの侵入を警告する表示が出て心
配になり、
セキュリティソフトをクレジットカードで決済しダウ
ンロードした。
効果が感じられないので解約しようと電話した。
英語で話され海外から購入したとわかった。
解約したい(60代
女性)。
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その他

問い合せ

社会福祉協議会指定

☎０９４２-８９-３７１５（２４時間受付・年中無休）
はっきりしない請求は無視してまず相談
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広報よしのがり
平成

ふる

第
57
回

さび

寒さに震えるのは人も木々も草花も同じ。いささか
いろど

寂しさを覚える冬景色の中で、花壇を鮮やかに彩る花

で最も身近なのがパンジーであろう。長崎自動車道の
東脊振インターから国道385号へ出る時には先ず花壇の

パンジーが出迎えてくれる。385号を南下した吉野ヶ里
ほほえ

歴史公園手前の鳥ノ隈南交差点や、国道34号久留米分

岐の花壇でもパンジーが微笑んでいる。冬から春にか

パンジー（鳥ノ隈南交差点）

すみれ

号

町民の皆さんの声が励みになった
連載を終えて、５年間よく書いたなと思います。継続して書
くにあたり苦労はありましたが、町民の皆さんから励ましの言
葉（楽しみにしている、次は何かな？など）が励みになりまし
た。
「再発見シリーズ」を連載するにあたって、心掛けたことは
歴史、民俗、植物、産業等、題材や記事、内容が偏らないよう
にしました。それから、取りあげる地区についても気をつけま
したね。旧東脊振と旧三田川、また、その中の地区についても偏らないように気をつけました。
再発見シリーズを連載して一番苦労したことは、植物の記事ですね。原稿締め切りは1か月前、発行は1か月後なので、撮
影は１年前撮っておかなければなりませんからね。
記事にしていくことで改めて昔の人に接近したなと思うことがありました。「十五夜と芋名月（平成24年10月号）」や
「待つ文化礼賛（平成25年10月号）」は、先人たちの文化と遊び心について触れました。
反響があったのは、「あったかイイ話[温泉編]（平成26年3月号）」の豆田に温泉があったという話。その当時を懐かしむ
電話をもらったりもしました。
今でも強烈に覚えているのが、「小川内に１万円札のふるさとを見た！（平成23年４月号）」の取材の時のことですね。
取材前夜に頭部を強打しまして、当日もその影響でフラフラしながら、冬の小川内に行きました。やっとの思いで深い雪の
中のミツマタの写真を撮ったのですが、その後病院に行ってみると、何と脳挫傷。それから4〜5日寝込みました（笑）。
パンジー︵三色菫︶

第
100

平成21年より5年に渡り連載され、先月で最終回を迎えた再
発見シリーズ。最終回を記念して、筆者の於保忠さんを取材し
ました。

YOSHINOGARI

月号

6

YOSHINOGARI

DISCOVER

年

26

DISCOVER
再発見シリーズを書き終えて
けては、家庭の花壇や町内の随所で黄色や紫、白色な
せっちゅうか

せいれつ

どの彩り豊かなパンジーを見ることができる。雪中華

とも称される水仙の清冽な美しさに対し、パンジーは

つぼみ

微笑みと温かさを届けてくれる。

人間や子犬の顔にも似た花模様と豊かな彩りで私達に
しさく

へり

パンジーの由来は、「物思い」という花言葉が示すように、フランス語の“パンセ（考える）”に
ていとく

ある。蕾が下を向いているところから、頭を垂れて思索にふけっている姿を重ねたものだろう。
パンジーの野生種は、ヨーロッパの畑や森の縁に生え、花径は２㎝と小さい。現在のように丸く
きょう

大きくなったのは、イギリス海軍のガンビア提督の悲劇が関係している。提督は、アメリカ独立

戦争やナポレオン戦争で活躍したが、1801年、退却命令を無視してコペンハーゲン攻撃をしたこ

すみれ

とで軍紀違反に問われて退役した。引退したガンビア卿は園芸に専念し、お抱えの植木職人トム
ソンと協力してパンジーの改良に努めた。改良はその後もイギリス、フランス、ドイツその他の諸

国で続けられて今日の大きく彩り豊かなパンジーとなったものである。これに対し、日本の山野
まぶた

で見かける菫は、「山路来て何やらゆかしすみれ草」という芭蕉の句に見られるように実に慎ま

しやかである。

さて、恋に悩む人のためにとっておきの情報を提供しよう。人は、眠っている間にこのパン

ジーの花汁を瞼に塗られると、目覚めて、最初に見た者に恋するという。ただし、この情報は、
シェークスピアの「真夏の夜の夢」という文学作品中の話で、実際の効能を保証するものではな

編集・発行／吉野ヶ里町総務課 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田３２１番地２
ＴＥＬ０９５２
︵３７︶
０３３０ ＦＡＸ０９５２
︵５２︶
６１８９

ふと考えてみると、そこには深い意味がある。それが再発見シリーズ。
吉野ヶ里町に限ったことではないですが、人が住んでいるところにはどこにでも、耳を澄まして、目を凝らしていけば、
心打つものがあります。昔の人の息遣いが聞こえてくる。それは、歴史だけでなく、植物だって同じ。植物の名に込められ
た昔の人の思い、すごいと思いますね。人が住んでいるところには歴史があり、人々の生活との関わりがある。たとえば、
馬鈴薯は、アンデスから来ました。私たちは、小さいこの地域に住んでいますが、実は大きく世界と関わっています。国際
化は英語だけではありません。植物でも縄文時代以前からあっていました。
何も思わずに通り過ぎているけれども、ふと考えてみると、そこには深い意味がある。それが再発見シリーズなんです。
また、記事を書くことで私自身も勉強させていただきました。読者の方から「よく知っているね」と言われますが、知ら
ないから調べます。ただ、調べるにはセンサーが必要です。調べるものと
の結びつき、関連性、つながり、予備知識が必要です。植物、日本史は専
門外ですが、いろいろ学ばせていただきました。
●於保 忠さん【おほ ただし】
昭和19年11月旧三田川町に生まれる。
三養基高等学校、佐賀大学教育学部、中央大学法学部卒業。
佐賀県立高等学校で社会科教諭（世界史）として教鞭をとる。
平成17年3月に定年退職し、4月より吉野ヶ里町誌編纂室長を務める。
佐賀県文学賞（随筆部門）受賞（平成14,15,16年）
萩原在住。69歳。
「取り上げなければいけない記事、取りあげよ
うと思っていた記事はまだたくさんある。寺
の事、箱川のクリーク。植物のネタはど
れだけでもある。」と語る於保さん。
「吉野ヶ里からの便り」について
今までに連載した再発見シリーズをすべて収録した本が「吉野ヶ里からの便り」と題して発刊されまし
た。この本は、再発見シリーズとエッセー集の2部構成となっています。エッセー集は、今までに書き綴って
きたものや機関紙等に掲載された作品が収録されています。全274頁、フルカラー。価格は1,500円（税込）で
す。購入を希望される人は、於保忠さん本人まで（ＴＥＬ５３-５３５７）

