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１月11日（日）、中央公園多目的グラウンドで吉野ヶ里町消
防団出初式が行われました。通常点検や分列行進が披露さ
れた後、三田川地区と東脊振地区の精鋭による馬簾廻しが披
露されました。寒さを微塵も感じさせない気合の入った演技
を披露し、会場からは惜しみない拍手が送られました。
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大江健三郎、
ノーベル文学賞受賞
衆議院議員選挙小選挙区制可決、
佐賀県は３選挙区に

関東みたがわ会、
「首都圏みたがわ会」
と
改称。
会員数106人
不二家九州工場操業開始

東脊振ショッピングセンター
「マルシェ」
開業
東脊振郵便局新築
西鉄バス
「永山〜目達原」
線に補助し、
運行継続
石動四本松遺跡で銅鏡、
管玉、
勾玉出土
瀬ノ尾遺跡で第２次大戦中の
高射機関銃座跡見つかる

12月
１９９５年
︵平成７年︶

１月

阪神淡路大震災

２月
３月

司会を務めた原萌菜実さん、
福田貴史さん

横田、
西部地区に農業集落排水施設落成

旧大和紡織跡地にアバンセオープン 吉野ヶ里公園駅舎デザイン競技会表彰式
地下鉄サリン事件
第１回健康福祉フェスタ開催
第１回吉野ヶ里菜の花マーチ開催

会場ではお茶席が設けられ、
抹茶が
振る舞われました。

成人者代表の交通安全宣言
（中島宏章さん）
さがユースシアターによる「ちょこっと未来のわたし」
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成人者代表の謝辞 （富永勇輝さん）

久々に会う恩師や友人との再会に話が弾みます

東脊振校区

三田川校区

成人者代表誓いのことば
（八谷剛史さん、
最所沙耶さん）

27

27

２２１名が大人の仲間入り

10月
11月

三田川町ボランティア協議会発足、
21団体加入
田中公民館完成

水不足のため納涼夏祭り一部中止
渇水のため取水制限
国営筑後川下流土地改良事業計画変更に同意
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平成 年吉野ヶ里町成人式

関西国際空港開港

上三津西で雨乞い祈願の女相撲行われる

１月 日︵日︶
︑東脊振健康福祉センター﹁きらら館﹂で平成 年吉野ヶ里

９月

７月

町成人式が開催されました︒平成６年４月２日から平成７年４月１日までに

８月

中央公園完成
村山富市内閣成立
松本サリン事件
日本人初の女性宇宙飛行士・向井千秋さんを
乗せたスペースシャトル打ち上げ
佐賀商業高校野球部甲子園で全国優勝 吉野ヶ里遺跡来場者800万人突破

生まれた新成人２２１人が大人の仲間入りをしました︒

５月
６月

１９９４年
︵平成６年︶

羽田孜内閣成立

【ヒットソング】
●Mr.Children 「innocent world」
●広瀬香美 「ロマンスの神様」
●篠原涼子 with t.komuro
「愛しさとせつなさと心強さと」
【ベストセラー】
●浜田幸一
「日本人をダメにした九人の政治家」
●永六輔
「大往生」
●松本人志
「遺書」
【映画】
●スピード
●平成狸合戦ぽんぽこ
●ゴジラvsスペースゴジラ
【流行語】
●同情するならカネをくれ
●イチロー
●すったもんだがありました

式には華やかな振袖姿やスーツ姿に身を包んだ新成人が参加し︑久々に会

中央公園にテニスコート２面と
練習場完成

４月

旧東脊振村内
村営住宅第１期工事完成
瀬ノ尾遺跡で住居跡430棟確認
第46回佐賀県植樹祭が
トムソーヤの森で行われる
東脊振中学校男子バレー部、
県大会で優勝

う友人や恩師らと会話をする姿や写真を撮ったりする姿が見受けられました︒

旧三田川町内

また︑式終了後は県の独自の取り組みである﹁ちょこっとみらいのＨＡＰＰ

社会の動き

Ｙカンジル事業﹂で︑さがユースシアターによる寸劇が行われました︒

新成人の生まれた頃の出来事【平成６年 4 月〜平成７年３月】

記念品を受け取る秋吉優大さん
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医療費控除を受ける人は
医療費控除を受ける人は、人・病院ご
とに領収書（平成26年中の領収日のも
の）をまとめて、医療費の明細書を事前
に作成しておいてください。
告が必要です）
公平・適正な課税のため、申告をされていない人につ
いて後日調査をする場合があります。

の申告相談期間は、2月16日（月）から

◎収入がない人、遺族年金・障害年金等の非課税
所得のみの人でも町県民税申告は必要です。
町県民税の申告は、国民健康保険税、介護保険
料、後期高齢者医療保険料などの算定に必要とな
ります。申告をしないと「所得の有無」や「課
税・非課税」の判断ができないため、国民健康保
険税等の軽減措置や各種給付など行政サービスを
適切に受けられない場合がありますのでご注意く

3月16日（月）までです。

ださい。

平成26年分所得税・平成27年度町県民税

申告が必要な人

申告に必要なもの

①所得税申告
◆事業所得（農業・営業）や不動産所得があり、各種所
得合計額が、所得控除（扶養控除や基礎控除など）合
計額を超える人
◆給与所得者で、次に該当する人
・給与収入額が2,000万円を超える人
・給与以外の所得が20万円を超える人
・２カ所以上から給与を受けていて、年末調整されなかった
給与の収入金額と、各種の所得金額（給与所得、退
職所得を除く）との合計額が20万円を超える人
◆譲渡所得がある人
◆公的年金等の収入額が400万円を超える人
◆公的年金等の収入額が400万円以下で、年金以外の所
得金額が20万円を超える人
◆その他の所得があり、各種所得合計額が所得控除合計
額を超える人
②町県民税申告
◆平成27年1月1日現在、吉野ヶ里町内に住所がある人
（ただし、次の１〜３に当てはまる人は除きます）
１．所得税の確定申告書を提出した人
２．給与（年末調整済み）以外に収入がなく、勤務先か
ら役場に給与支払報告書が提出されている人
３．公的年金以外に収入がなく、提出義務者から役場に
支払報告書が提出されている人（ただし、生命保険料
控除や社会保険料控除（年金天引き分は申告がなくて
も控除されます）などの所得控除を受けるためには申

①印鑑
②収入に関する資料
・源泉徴収票（給与収入や公的年金収入がある人）
・収支内訳書（営業、農業、不動産収入がある人）
・その他収入がわかるもの（報酬、個人年金、保険の満
期金の支払明細書）
③控除に関する資料
・国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料
の支払明細書または領収書
・生命保険、地震保険、長期損害保険の控除証明書
・医療費の領収書（明細書を作成しておいてください）
・その他控除できる証明書など（寄付金等の領収書、障
がい者手帳など）
※還付申告は、還付金の振込先金融機関の口座番号が必
要です。

●ご協力お願いします●
申告会場での待ち時間短縮のため、ご協力お願いしま
す。
収支内訳書は事前に作成を！
不動産、農業、営業所得のある人は、収支内訳書を事
前に作成し、会場へお越しください。準備が不十分な場
合は、申告書の受付はできませんのでご注意ください。
様式は税務課（三田川庁舎）または東脊振庁舎総合窓
口にあります。

ご自宅のパソコンで、インターネットを
利用して確定申告書の作成ができます
国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）
の「確定申告書等作成コーナー」で、所
得税の確定申告書、収支内訳書などが簡
単に作成できます。作成した申告書など
は、プリンターで印刷すれば、郵送でそ
のまま提出できます。

e-Tax（イータックス）利用によ
る申告相談を実施します
e-Taxは、インターネットで国税に関する
申告や納税などの手続きができるシステム
です。
相談会場では、e-Tax利用による申告相
談を実施します。
詳しくはe -Ta xホームページ（w w w.
e - t a x . n t a .g o.j p）または鳥 栖 税 務 署
（0942-82-2185）へ。

農業事業者の事前相談会
●日程
２月２日（月）〜２月７日（土）
※土曜は午前中のみ
●時間
8：30〜12：00
13：00〜15：00
●場所 中央公民館講堂
（三田川庁舎西側）
●持ってくるもの
●収入に関する資料
（アグネス、通帳、集落営農収支報告
書、帳簿など）
●支出に関する資料
（土地改良費等の経費に該当する領
収書、帳簿など）
※今回より待ち時間を短縮し相談時間
を平等に確保するため、一人当たりの
相談時間を30分とさせていただきま
す。時間内に終了するためにも、できる
限りご自身で収支内訳書を作成し不明
な部分のみをご相談いただくようご協
力お願いします。

平成26年分所得税
平成27年度住民税

申告相談日程

※土地、
建物、
株式等の譲渡所得を申告する人は、
税理士対応時間中にお越しください。

場所：東脊振健康福祉センター
「きらら館」
多目的ホール
月 日 曜
2 16 月

行 政 区

受付時間

※電子申告

（税理士対応時間）

大曲アパート 大曲宿舎
川原団地 中の原団地

2 17 火 永田ヶ里 大曲
三津住宅 医療センター宿舎
2 18 水 肥前職員寮 在川 松葉 辛上
在川アパート 大塚ヶ里

8:30〜 8:30〜12:00
15:30

2 19 木 横田
2 20 金 上三津東 上三津西 下三津東
下三津西
永山 坂本 松隈 上石動
2 23 月 下石動 西石動 小川内

8:30〜 9:00〜12:00
18:30 13:00〜17:00
8:30〜
15:30 8:30〜12:00

場所：吉野ヶ里町中央公民館 講堂
月 日 曜

行 政 区

受付時間

※電子申告

（税理士対応時間）

2 24 火 立野 立野団地
2 25 水 吉田
2 26 木 吉田
2 27 金 箱川上分 箱川下分 乙ノ馬手
3 2 月 下豆田 下藤 田中

9:00〜12:00
13:00〜17:00

8:30〜
15:30

3 3 火 上豆田 上豆田団地
3 4 水

力田 衣村 伊保戸 曽根
上中杖 下中杖 吉野ヶ里

3 5 木 萩原 萩原団地
3 6 金 萩原 萩原団地

8:30〜
18:30

3 9 月 田手村 田手宿

8:30〜12:00

3 10 火 上中杖上分 苔野 若楠園 鳥ノ隈
3 11 水 新宮田 目達原東団地 目達原西団地 8:30〜
15:30
3 12 木 目達原
3 13 金 予備日
3 16 月 予備日
※2/20（金）、3/6（金）は受付時間を延長しております。
※税理士による申告相談を行います。希望する人は、受付でお申し出ください。
※地区割を行っていますが、都合が悪い場合は、他の地区の日でも受け付けます。
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﹁総合文化センター﹂
事業見直し

﹁総合文化センター﹂建設計画の抜本的

会が開催できる規模の体育館が不足して

いることに加え︑固 定ステージを設 置す

ることで︑文化サークルや文化講演会な

ど︑広く町民が文化活動に活用できるよ

施設の内 容につきましては︑町民がそ

う計画したものです︒

約 半 年 が 経 過 し ︑現 在 は ︑代 替 案 と し て

れぞれの体力や目的に応じ︑健康づくり

な事業見直し作業をスタートさせてから

﹁文化体育館﹂建設計画案の基本的な考え

から本格的なスポーツに至るまで多様な

レクリエーションに親しむこと

方を町議会に示し協議を行っている段階

です︒

企画課（三田川庁舎） TEL 37-0332

がで きる 体 育 館 とし ︑東 脊 振 中
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問い合せ

事 業 見 直 しを 行

ご協力をお願いします。

学校と連携することで稼働率の

して、調査票に農林業の経営状況などの記入をお願いしますので、

う必要性につきま

平成26年12月中旬から農林業を営んでいる皆様のところに調査員が訪問

向上を図ります︒

極めて大切な調査です。

して︑﹁総合文化セ

この調査は、今後の農林業の政策に役立てるために５年ごとに実施される

今 後 ︑既 存の公 共 施 設の取 り

る「2015年農林業センサス」が実施されます。

ン タ ー ﹂建 設 計 画

平成27年２月１日現在で、全国一斉に 農林業の国勢調査 といわれ

扱いな ど議 会の意 見 を 踏 まえ︑

2015年農林業センサスにご協力ください

に お い て ︑文 化

学校教育課（中央公民館）TEL 37-0339

町民の皆様に納得いただく説明

問い合せ

ホール︑図書館︑社

認定後に支給される援助費は、子どもたちの学校教育のためにお使いください。

を 重 ね ︑限 ら れ た 期 間 内 での 事

6.提出先及び受付期間
学校教育課へ提出 平成27年３月２日（月）〜平成27年３月31日（火）まで
その後も随時受付けますが、月割り額となり支給されないものもあります。

会 学 習 室 ︑児 童 館

5.支給方法
７月に認定し、各学期末に学校より現金支給します。

業推進を行ってまいります︒

学用品の購入にかかる費用の一部
通学用靴、雨傘、上履きなどの購入費の一部（１年生を除く）
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）
校外活動に参加した場合の実費のうち交通費及び見学料
給食費として保護者が負担する実費額
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

吉野ヶ里町長 多良正裕

学用品費
通学用品費
修学旅行費
新入学用品費
校外活動費
学校給食費
医療費

機 能 を 備 えた子 供

Vol.08
Vol.05

4.援助内容
次の援助が受けられます（学年や区域外就学等で該当しないものもあります）。
援助費目

交 流 室の 複 合 施 設

であったものが︑

そ れ ぞ れの 機 能 を

個 々に 再 検 討 し た 結 果 ︑施 設 の 規 模 及 び

施 設の 必 要 性 ︑
事業費︑
さ らに 施 設 の 整 備

場所について見直しに至り︑
現在は﹁文化

体育館﹂
計画を進めています︒

3.認定条件
世帯全員の所得合計額を基に算出した額と、生活保護基準額を比較し判断します。収入のない人もそれを証明
するための申告が必要です。確定申告受付期間内に申告を済ませてください。

﹁ 文 化 体 育 館 ﹂を 提 示 した 理 由 は ︑東 脊

2.申請方法
学校教育課に申請用紙があります。必要事項を記入、押印し、次の書類を添えて提出してください。
〔添付書類〕
世帯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）

振中学校体育館が老朽化により建て替え

1.就学援助とは
町内に在住し、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。

の 必 要 性 が あ るこ と ︑公 式 のス ポ ー ツ 大

就学援助制度について

教育長に草場浩氏が就任
教育長に草場浩氏が12月臨時議会で議会の同意を得て、
12月25日に就
任しました。任期は４年で、平成30年12月24日までです。

就任の挨拶
昨年12月25日、吉野ヶ里町教育長に任命されました。脊振小学校教諭
を振り出しに、上峰小学校校長で退職するまで教職生活37年を過ごしま
した。
昨年、岩松小学校講師として勤めていたとき、町長から教育委員を打
診されました。私でいいものかとの迷いもありましたが、吉野ヶ里町の子
どものために、保護者や地域の皆様のために精一杯尽くそうと考え引き
受けました。
吉野ヶ里町の教育は、先人の皆様のご努力で着実に成果や実績が上
がっていますが、まだ課題も山積していると伺っています。まず、いろい
ろな実情を把握し、改善対策を講じたいと思います。
「一歩前進」をモッ
トーに頑張りますので、町民の皆様のご指導ご支援をお願いします。

主な経歴
平成 16 年 4 月 武雄市立武内小学校校長
平成 19 年 4 月 神埼市立西郷小学校校長
平成 23 年４月 上峰町立上峰小学校校長
YOSHINOGARI 6

神埼消防署 吉野ヶ里出張所が完成しました
住所

神埼郡吉野ヶ里町石動 2792 番地４

平成27年４月１日から、印鑑登録証の交付にかかる手数料が見直されます。

現在は、印鑑登録証を損傷、汚損、亡失したときに限り500円の手数料を徴収していますが、４月１日からは初回を除く

東脊振インター

印鑑登録証の交付すべてに500円の手数料がかかります。

吉野ヶ里
出張所

また、旧三田川町、旧東脊振村の印鑑登録証については、吉野ヶ里町の印鑑登録証に無料で交換していますが、この見

きらら館

直しに伴い、交換についても４月１日からは手数料がかかります。

役場東脊振庁舎

旧三田川町、旧東脊振村の印鑑登録証は交換しなくてもそのまま利用できますが、吉野ヶ里町の印鑑登録証に交換した

さざんか武道館

国道
３８
５号

長崎自動車道 東脊振イン
ターの 南 側に位置する旧吉
野ヶ里町リサイクルセンター
跡地に神埼消防署吉野ヶ里出
張所が完成しました。
運用は、平成27年２月１日
から開始です。
当該出張所には、消防車及
び 救 急 車 を 配 備し、主に 吉
野ヶ里町と神埼市における消
防と救急の体制について強化
を図っています。
住民の皆様のご理解とご協
力をお願いします。

い人は、今年度中に住民課総合窓口で交換をお願いします（旧三田川町、旧東脊振村の印鑑登録証を亡失した人は、500

東脊振
中学校
東脊振小学校

円の再交付手数料が必要です）。
※初回の登録とは、吉野ヶ里町の住民となって初めての登録をいいますので、再転入した人であっても、再転入後の初め

JA東脊振支所

中副交差点

至鳥栖

至佐賀
問い合せ

人権擁護委員の委嘱について
中島義彦さんが平成27年１月１日付で法務大臣か
ら人権擁護委員を委嘱されました。任期は平成29年
12月31日までです。
人権擁護委員は、地域の中で人権侵害が起きない
ように見守り、人権を擁護する活動として、制度の周
知、人権尊重意識の高揚を呼びかけています。住民の
皆さんの悩みや心配ごとの相談も受け付けていま
す。
相談も無料で秘密は守ら
れますので、気軽にお尋ねく

佐賀広域消防局 総務課 TEL 30-0111
神埼消防署
TEL 52-3291
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☎0952-53-2877 http://kyueikai.com

住民課総合窓口係（三田川庁舎）TEL 37-0336
（東脊振庁舎）TEL 37-0351

第1回 議会報告会を開催します

平成26年９月、12月議会で話し合われたこと、決まったことなどを議員が、
直接わかりやすくお伝えします。
報告会は下記のとおり２つの会場で実施しますので、どちらに参加されても
結構です。
議会事務局（三田川庁舎）
問い合せ
皆様の多数のご参加をお待ちしています。
TEL 37-0338

●開催日・場所
2 月 12 日（木）きらら館
●開催時間
19 時〜20 時 30 分

・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）
その他 建設業許可・産業廃棄物・内容証明・車庫証明 等

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

行政書士

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。

●開催日・場所
2 月 13 日（金）中央公民館
●開催時間
19 時〜20 時 30 分

!
土・日・祝も営業
（不定休）

︵有料広告︶

居宅介護支援

問い合せ

【吉野ヶ里町議会からのお知らせ】

︵有料広告︶

︵有料広告︶

グループホーム

さざんか園ではさまざまな介護サービスを提供しています。サービスの御利用や介護でお悩みの事などがありましたらいつでも御連絡下さい。

社会福祉法人 久栄会
（神埼郡吉野ヶ里町大曲 3474-1）

かかります。

ペットは家族の一員です。飼い主は責任を持って終
生飼養（動物がその命を終えるまで適切に飼養するこ
と）に努めなければいけません。
やむを得ず飼えなくなった場合も、新しい飼い主を
探すなどしてください。
ペットが亡くなった場合は、ペット専用斎場による火
葬及び脊振広域クリーンセンターへの持ち込みが出来
ます。

さざんか園
小規模多機能

ませんので、４月１日からは500円の手数料が

ペットは最後まで
責任を持って飼いましょう

中島義彦さん

配 食

ての印鑑登録については初回の登録となります。なお、自己都合で印鑑登録を廃止した人は、初回の登録とはみなされ

●動物愛護管理に関する問い合せ
・佐賀中部保健福祉事務所 衛生対策課
TEL 30-1906
・吉野ヶ里町役場 環境課（三田川庁舎）
TEL 37-0335

ださい。

デイサービス

吉野ヶ里町の印鑑登録証に
交換したい人はお早めに

４月１日
から

予約制 まずお電話を！担当：飯田恵子
今年こそＰＣはじめるぞ！

◆ゆっくり・しっかり・楽しく学びたい初心者の方
月額 10,000円（税別・1レッスン2時間、週1回×4）
◆「わからないところだけ教えてほしい」経験者の
方１回からレッスン可能です

ケイアンドジェイぱそこん教室

2015年あなたは何を始
めますか？一人一人に
合ったご指導をしますの
で安心です。パソコン
購入のご相談もどうぞ。
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まちかど ズーム
平成26年度

優れた｢地域による学校支援活動」表彰
12月８日（月）、東脊振校区で実施している放課後子ど
も教室「ふれあい子ども教室」が文部科学大臣表彰を受
けました。
ふれあい子ども教室は、放課後における子どもたちの
安全で健やかな居場所を提供し、次世代を担う児童の健
全育成を図る事を目的に、毎週水曜日の放課後（年間全35
回）、小学校体育館や公民館などで活動しています。

zoom
up!

アップ

1人暮らしの高齢者に
クリスマスプレゼント
〜婦人会・更生保護女性連盟活動〜

12月22日（月）、婦人会が更生保護活動として町内の
ひとり暮らしの高齢者100人の家を訪問しました。クリス
マスシーズンに合わせ、プレゼントを用意した婦人会
は、支部ごとに分かれ１軒ずつプレゼントを手渡してい
きました。プレゼントを受け取った人は、
「この歳になっ
てプレゼントがもらえるとは嬉しい」と大変喜ばれてい
ました。
この取り組みは今年も
行われるそうで、大川婦
人会長は「今年のクリス
マスもお元気で、楽しみ
に待っていてください」と
話しました。

まちかど ズーム

zoom
up!

アップ

かえでの会

〜第５回ふれあいのつどい〜

12月20日（土）、きらら館で障がい者の子を持つ父
母の会・かえでの会と西九州大学の学生による「第５
回ふれあいのつどい」が開催され、13人の親子が参加
しました。この日は、参加者全員でお昼ご飯を食べた
後、クリスマスカード作りやクリスマスツリーに飾り付
けをしたり、笑いヨガや歌ったり、踊ったりと楽しく過
ごしました。
かえでの会は、どんな障がいがあっても地域で楽し
く暮らせるようになるために活動しています。次回の
ふれあいのつどいは3月を予定しています。興味のあ
る人は参加してみてはいかがでしょうか？

御寄付をありがとうございます
〜（株）スーパーモリナガ寄付金〜

感謝の気持ちを込めて

〜三田川少年野球クラブ清掃活動〜

神埼市郡段級別選手権大会で
長野笑和さん（寺ヶ里）が３位入賞
12月23日（祝）に神
埼市脊振町にて神埼
市郡剣道大会及び段
級別選手権大会が開
催され、東脊振少年剣
道クラブの２年生、長
野笑和さん（寺ヶ里）
が5級の部で3位に入賞
しました。
長野さんは、
「今か
らもっと練習して、たく
さん入賞できるように
頑張ります」と今後の
抱負を述べました。
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12月13日（土）、三田川少年野球クラブ部員の全25人
とその保護者が中央公園多目的グラウンドの清掃活動
を行いました。
この活動は、同クラブが年間を通じて練習を行ってい
るグラウンドに感謝の気持ちを込めて、自主的に行った
ものです。グラウンド内の清掃や側溝内の泥上げを行
い、また今年もお世話になるグラウンドを綺麗にしまし
た。

12月22日
（月）、
（株）
スーパーモリナガ代表取締役社長の堤浩一様より
寄付を頂きました。
この寄付は同社が地域社会の環境整備活動に役立てる目的で、店舗
がある自治体に対し、17年前から行われているものです。本町も、平成22
年より毎年寄付をいただいています。堤社長は、
「この寄付金が少しでも
町の環境政策に役立てていただけたら」
と話されました。

おしゃべり広場利用者3,000人突破！
12月10日（水）、家庭教育支援チーム
「ぽこ・あ・ぽこ」が開催するおしゃべり広
場の利用者が3,000人を突破しました。
3,000人目の利用者となったのは、只木美
幸さんと大樹くん親子（横田）で記念品と
賞状が贈られました。只木さんは「県外か
ら引っ越してきて、土地勘もなく友達もい
ない中で、おしゃべり広場は楽しみです。
おかげで友達もたくさんできたので、これからも子どもの成長の報告や子育ての情報交換
をしていきます」と嬉しそうに話されました。
おしゃべり広場は、中央公民館と東脊振公民館で開催されています。子育て中の皆さんの
3,000人目の只木さん親子 ご利用をお待ちしています。※詳しくは14頁の「LOVEレター」ご覧ください。
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カレンダー
日

平成27年

月

１

火

２

●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

９

16

22

３

４

10

11

17

18

●時間外交付
三田川庁舎総合窓口係
17:15〜19:00（要予約）

●定期健康相談
●ワン・ツー体操

15

水

月

●12か月児相談
●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

●定期健康相談

８

２

木

金

●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）

23

24
●時間外交付

６

12

13

14

19

20

21
●リサイクルセンター開館

●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）

26

25

●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）
●2か月児相談

三田川庁舎総合窓口係
17:15〜19:00（要予約）

土

５

●消費生活相談
【詳】
●女性のための総合相談日
東脊振庁舎第1相談室
10：00〜16：00
●行政・人権相談
農村環境改善センター第2会議室
9：30〜12：00
●時間外交付
三田川庁舎総合窓口係
17:15〜19:00
（要予約）

●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）

●定期健康相談

●定期健康相談

FEBRUARY
７

●リサイクルセンター開館
きらら館北車庫
8:30〜17:00
●吉野ヶ里町文化講演会
ふれあい館
開場13:30〜開演14:00〜

●リサイクルセンター開館
きらら館北車庫
8:30〜17:00

きらら館北車庫
８:30〜17:00

27

●３歳６か月児健診

28
●リサイクルセンター開館
きらら館北車庫
８:30〜17:00

＊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・祝日在宅当番医

※診療時間は９時〜17時

日
（曜）
定期健康相談

毎週月曜日

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10月生

13:15〜13:30

きらら館

平成26年７月生

母子手帳・バスタオル

12か月児相談

４
（火）

13:00〜13:15

きらら館

平成26年２月生

母子手帳

ワン・ツー体操

９
（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

26（木）

13:00〜13:15

きらら館

平成26年12月生

母子手帳・バスタオル

３歳６か月児健診

27（金）

13:00〜13:30

きらら館

平成23年７月・８月生

母子手帳・健康診査票

こどもの個別予防接種について
定期予防接種の種類、対象者については、
「吉野ヶ里町健康カレンダー」でご確認ください。対象者は佐賀県内の
予防接種広域実施医療機関で接種ことができます。
問い合せ

保健課健康づくり係（きらら館）TEL 51-1618

よしのがリサイクル
新聞
8,240

雑紙
6,560

シュレッダー
350

（12月搬出分・単位kg）

ダンボール
2,900

紙パック
170

トレイ
165

アルミ缶
540

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
160
1,190
60
910

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）
●２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 ２月１日
8:30〜17:00

売却金額
166,472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

２月11日
（水）

南医院
西谷クリニック
神埼市千代田町直鳥
吉野ヶ里町大曲
TEL52-3139
【 内 】 TEL44-2777 【外・胃・整外】
中下医院
久和会 和田医院
神埼市神埼町神埼
神埼市千代田町 江
【内・胃・小】
TEL44-2488
【内】 TEL52-2021
なかしま整形外科クリニック 古賀内科
神埼市千代田町境原
神埼市神埼町本堀
【内・小・胃】
TEL51-1430
【整外】 TEL44-2311

２月15日
（日）

小森医院
吉野ヶ里町豆田
TEL52-1136

２月22日
（日）

目達原整形外科
たけうち小児科医院
吉野ヶ里町吉田
神埼市神埼町本堀
【小】 TEL52-3717
TEL52-2524

３月１日
（日）

神埼クリニック
中尾胃腸科医院
神埼市神埼町田道ヶ里
神埼市神埼町田道ヶ里
TEL52-3295【外・内・胃・整外】 TEL53-1818
【内・胃・呼】

３月８日
（日）

山田こどもクリニック 和田記念病院
神埼市神埼町田道ヶ里
神埼市神埼町尾﨑
【内・小・胃】
TEL55-6566
【小】 TEL52-5521

３月15日
（日）

栗並医院
最所医院
神埼市神埼町枝ヶ里
吉野ヶ里町吉田
TEL52-2452 【内・胃・呼】 TEL52-2977

２月１日
（日）

環境課（三田川庁舎）TEL37-0335（直通）

２月８日
（日）

和田医院
神埼市千代田町嘉納
【内・小】 TEL44-2046
【内・小】

【整外】

【内】

【外】外科 【整外】整形外科 【形成外】
形成外科 【内】内科 【胃】胃腸科
【小】小児科 【脳】脳神経外科 【呼】呼吸器科 【循】循環器科【皮】皮膚科

三田川

だより

児童館
日にち

時 間

行

２ 月の
催 し

事

２・９日(月) 11:00〜12:00 マンデイ親子のつどい
７日(土) 14:00〜16:00 工作室開放デー

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

対

問い合せ

象

三田川児童館 TEL 53-1117

定 員

小学生以上

材料代

12名

無料

12名

150円

16日(月) 10:30〜11:30 ドレミ広場

町内在住の未就学児親子

無料

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

小学生以上

無料

23日(月) 10:30〜11:30 フルーツ親子広場

1,2,3歳児と保護者

28日(土) 14:00〜16:00 粘土でスイーツ作りに挑戦！ 町内在住の小学生以上

申込締切

［第74号］平成 27 年 2 月発行

問い合せ

定員になり次第

12組

無料

定員になり次第

10名

150円

定員になり次第

●
「チョコチップクッキー作り」
、
｢粘土スイーツ作り｣と｢フルーツ親子広場｣の受付は２月２日
（月）
からです。
●３月28日の｢児童館ライブ｣の出演者の募集をしています。
２月28日10時30分よりライブの打ち合わせを行います。
興味のある人、
ご連絡をお待ちしています。

それぞれに学んだ
ふれあい交流会♪

東脊振中学校の巻

家庭教育
支援チーム

中三男子

こんな小さな子と遊ぶのは
初めてで、最初は戸惑ったけど、
遊ぶうちに可愛いなぁと思った。

﹁３﹂進まん
ばよ〜♡

ふれあい
交流会の
橋渡し

中学校

むか〜し
昔・・・

12月27日(土)、年末の恒例に
なりました『お正月用盛り花作
り』
を、
造園士の大川美佐子先生
(上石動)の指導により行いまし
た。今年は婦人会の皆さんのサ
ポートもあり、子ども達は立派
な盛り花を順調に仕上げること
ができました。家に飾った盛り
花で、明るくお正月を迎えられ
たことでしょう。

皆様のあたたかいご理解とご協力をお願いします
◆日時・場所 ２月13日
（金） 9:00〜12:00
吉野ヶ里町中央公民館
◆献血可能年齢 18歳〜64歳

（60〜64歳の間に献血を経験された人に限り69歳まで可能です）

◆次の人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。
佐賀県赤十字血液センター 業務課 TEL32-1011

上手だね〜♡

中三女子

はい、チ〜ズ！

幼稚園･保育園

ようかい♪
妖怪 ♬

吉野ヶ里町に献血バスがまいります（400ml献血）

社会教育課 TEL37-0340

中学生と幼児が相互に触れ合うことの楽しさを通して、親への感謝を感じること、
生命の大切さを学ぶためのふれあい交流会を行いました。

「華やかなお正月飾りになりました。」
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（スタッフ）
那須・嘉村・高尾・岡本
宮地・菊川・築地・松延

https://www.facebook.com/pokoapoko

無料

未就学児親子

14日(土) 14:00〜16:00 チョコチップクッキーを作ろう！ 町内在住の小学生以上

問い合せ

〜 子どもたちが健やかに安全に育つために、
家庭・学校・地域が一緒になり
子育て・親育ちの支援をするための情報紙 〜
吉野ヶ里町家庭教育支援チームぽこ・あ・ぽこ

開館時間 月〜土曜 ９:30〜18:00

できたね！♡

初めはとても不安
だったけど、作って
きたおもちゃで遊
ぶうちに園児がと
て も 楽し んでくれ
て嬉しかったです。
少子化のこの時代、初めて触れた(抱いた)子どもが我が子という親が増えてきました。
地域のつながりも希薄になり、核家族も増え、異年齢との関わりも少なくなってきました。
今回の交流会が中学生にとっても園児にとっても、お互いを思いやる温かい心が芽生え、育つきっかけ
になれば、嬉しいですね。

夜泣き・泣き止まない時 子育て

ワンポイント

まずは赤ちゃんを抱いてなだめたり、語りかけて下さ
い。
それでも泣きやまず、
自身がイライラしてしまった
ら、
赤ちゃんを目の届く安全な場所に寝かせ、
自分自身
を落ち着かせましょう。

「町長・議長と本音で語り合うワールドカフェ」が行われます
日時 ２月25日(水) 10:00〜12:00
（受付は9:30〜）
場所 きらら館 問い合せ 社会教育課 TEL 37-0340

プチCafé

日時 ２月18日(水)10:00〜12:00
場所 東脊振公民館2F和室(改善センター) 参加費 無料
YOSHINOGARI 14

ARR,hMT>?,:^ei_gXdibEQS:0



MT>?,l$m: h

h*:341.r/24..-/04..r/14..L;Nm

8FPBGIe][g<cZkMNMN=!
+·j`»a,YW*0)
+nj_^ha^»_^hc^k_bha^»_bhc^[\`^ X¶
·j¡ (J~#®£¬{
jjjjPRJny´`^ °¥¢²~k
jjjjRsm48uCyl

8q"#$%&!

【３月号募集】町内在住の３月に１〜６歳の誕生日を迎えるお子さ
んを11人募集します。お子さんの氏名、生年月日、住所、保護者
氏名、連絡先、家族からのメッセージ（50字以内）を明記し、写
真を添えてＥメールで総務課広報係まで申し込んでください。直
接、総務課（三田川庁舎２階）で申込みも可能です。応募者多数の
場合は、抽選となります。
※掲載号の1ヶ月前の１日が締め切りです。
●応募・問い合せ …総務課秘書･広報係Ｅメール
kouhou@town.yoshinogari.lg.jp
TEL37-0330
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平成25年２月８日生まれ【立野】

【家族からのメッセージ】
よく食べよく笑う紘ちゃん、
淳平にいちゃんとずっと仲良くね。
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平成25年２月21日生まれ【立野】
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平成26年２月12日生まれ【上豆田】
【家族からのメッセージ】
香穂ちゃん、
誕生日おめで
とう☆パパもママも日々成長してる香穂を嬉しく思
うよ♪もっと大きくなあれ☆

【家族からのメッセージ】
みーさん２歳おめでとう♡
我が家の末っ子おてんば娘♡よく食べすくすく成長
中♪いつも笑顔をありがとね♡

たいら

MT>?,;ARR,
IOJ#L

★

な み

平 菜瑞ちゃん

み き

★

中牟田 美希ちゃん

平成24年２月29日生まれ【萩原】

【家族からのメッセージ】
いつも素敵な笑顔をあり
がとう♥パパとママはみきちゃんが大好きです。

平成24年２月23日生まれ【下豆田】
【家族からのメッセージ】
いつも元気な菜瑞お姉ち
ゃん♡お誕生日おめでとう♪翔くんと仲良くネ♡
♡

ふじせ

★
じゅり

藤瀬 樹里ちゃん
まさき

理樹くん

平成21年２月28日生まれ【目達原】
平成24年２月22日生まれ
【家族からのメッセージ】
６歳、
３歳誕生日おめでと
う！４月から1年生、
年少さん元気にがんばろうね☆

きよた

あきなり

★

清田 明成くん

平成24年２月15日生まれ【立野】

【家族からのメッセージ】いつもパワー全開、元気
100倍の明ちゃん！明ちゃんのキラキラ笑顔は家族
の宝物だよ☆のびのび育ってね！
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★

【家族からのメッセージ】
５歳の誕生日おめでとう♡
いつも元気いっぱい、
お喋り大好きなユホ♡みんな
ユホが大好きだよ♡

︵有料広告︶
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藤本 香穂ちゃん
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★
みゆい

北嶋 心結ちゃん
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平成22年２月23日生まれ【大曲宿舎】
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ハッピーバースデイ ★吉野ヶ里町の宝★
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「新春サークル発表会」
に
お越しください

要介護者も障害者控除の対象に

平成26年分確定申告における要介護高齢者に対する
『障害者控除対象者認定書』の交付について

その他

身体や精神に障害のある65歳以上の要介護認定高齢者（要介護度１〜５
の人）で、身体障害者手帳等を持っていない人は、町が定める下記の認定基
準（表）に該当すれば所得税・町県民税の障害者控除を受けることができ
ます。
町では、このような人に対し、確定申告の際に必要な『障害者控除対象者
認定書』を交付します。該当すると思われる人は、申請してください。
認定書を確定申告の際に提出しますと、本人や扶養義務者等が障害者控
除を受けることができます。
●認定基準

町営住宅空き室情報
町営住宅の申し込みは随時受付し
ています。
入居要件・提出書類など、
詳しくは
担当窓口にお問い合わせください。

住宅

間取り

空き室(件)

2DK

2

2LDK

4

3DK

5

2DK

2

3DK

18

萩原団地

3LDK

5

立野団地

3LDK

5

川原団地

中の原団地

控除区分

判定基準

障害者控除

認知症高齢者の日常生活自立度が「Ⅱ」・「Ⅲ」の人
または障害高齢者の日常生活自立度が「Ａ」の人

特別障害者控除

(平成27年１月19日現在)

認知症高齢者の日常生活自立度が「Ⅳ」・「Ｍ」の人
または障害高齢者の日常生活自立度が
「Ｂ」・「Ｃ」の人

●認定基準日 認定は、平成26年12月31日現在における身体状況等に基
づき行います。ただし、平成26年中に死亡した場合は、死亡時点の判定と
なります。
●申請方法 『障害者控除対象者認定申請書』に必要事項を記入し、住民
課総合窓口係（三田川庁舎）・福祉課（東脊振庁舎）に提出してください。
【申請のときに用意するもの】
〇介護保険被保険者証
〇申請者の印鑑
〇障害者控除対象者として認定を受ける本人の印鑑
〇80円分の切手を貼った返信用封筒（通知郵送先を記入）
●交付方法 申請書受理後、審査のうえ、認定書を申請者に郵送します。
※身体障害者手帳等を持っている人は、この認定書の交付申請をする必要
はありません。
※要支援１.２の人は含みません。
※認定書の発行まで10日程度かかります。手続きはお早めにお願いします。

●申込み・問い合せ
建設課住宅係(東脊振庁舎)
TEL 37-0348

寄付御礼
●老人クラブへ
●渡邊 朗様(上豆田) 故 明子 様
●池田文雄様(在 川) 故マサノ様
●鶴田靖浩様(永 山) 故 寛治 様

●まちの面積 43.94km2
●まちの人口（12月１日現在）
男性
7,929人 ( −１）
女性
8,300人（−５）
合計
16,229人（−６）
●世帯数
6,001（−６）

問い合せ

※出生数８ 死亡数９（12/1〜12/31届出）

平 成
26年度

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 1 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

住民基本台帳閲覧者のお知らせ
当町の住民基本台帳の閲覧を次のとおり許可しましたので、
お知らせいたします。

調査を委託した機関
請求事由
閲覧日

︵有料広告︶

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。

○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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プレアホール神埼
株式会社 J A セレモニーさが

一般社団法人
中央調査社

㈱ビデオリサーチ

国立大学法人東京大学

ＮＨＫ放送文化研究所

日本たばこ産業㈱

「人生のあゆみと格差に
関する全国調査」
の
対象者抽出

「日本人とテレビ・2015
調査」
の対象者抽出

「全国たばこ喫煙者率調査」
の対象者抽出

平成26年12月12日

平成26年12月17日

大字松隈・石動・三津地区
大字大曲地区より
より満20以上79歳以下
16歳以上
（昭和10年1月1日から
（平成10年12月31日
平成６年12月31日生まれ）
の 以前生まれ）
の日本人
日本人男女合計25名
の男女合計12名

閲覧に係る
住民の範囲

問い合せ

平成27年度

平成26年12月19日
大字石動地区より
大正14年５月１日から
平成７年４月30日生まれの
日本人男女合計20名

住民課戸籍係（三田川庁舎）

TEL 37-0333

自衛官等募集案内

募集科目

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）

一般社団法人
中央調査社

請求機関

福祉課福祉係（東脊振庁舎）

TEL 37-0343

中央公民館 TEL 37-0341
東脊振公民館 TEL 52-3499

受験資格

受付期間

一 般

平成27年７月1日現在で、
18歳以上34歳未満の人

技 能

平成27年７月1日現在、
18歳以上で国家資格免許
等を有する人
（資格により
53歳〜55歳未満の人）

予備自衛官補

医科・歯科幹部

平成27年４月10日〜４月14日
平成27年１月８日〜３月24日 （上記期間に1日指定されます）

医師・歯科医師の免許取得者 平成27年２月１日〜４月24日
問い合せ

試験日

平成27年５月15日

自衛隊佐賀地方協力本部 鳥栖地域事務所 TEL 0942-83-4077
YOSHINOGARI 18

●問い合せ

を更新します。
●応募条件

齢、
職業、
住所、
郵便番号、
電話番号、

TEL 37-0333

①介護支援専門員の資格及び普通自

メールアドレス、
国有林モニターを

ざんか園 江頭・武富
TEL 53-2877

佐賀年金事務所国民年金課

動車運転免許取得者 ※車での事

知ったきっかけ(具体的に)、
応募理

TEL 31-4191

業所や利用者宅訪問が可能でパソ

由(100字程度)

募集

国民年金保険料の納付に口座振替
を利用すると、
保険料が自動的に引き

ゆめさが大学
平成27年度佐賀校学生募集

これまで培われた経験を活かし、
新

落とされ、
金融機関などに行く手間が

たにチャレンジするなど、
新たな仲間

省けるうえ、
納め忘れもなくとても便

とともに 楽しみながら 学べるカリ

利です。

キュラムです。
あなたの入学をお待ち

コンが使用できる人
②以前佐賀中部広域連合で嘱託職員
として雇用された人で退職後、
平成
27年４月１日時点で１年を経過し
ていない場合は応募不可。
③在職者の応募可
【欠員補充による募集】
●勤務形態 月〜金(勤務時間午前９
時から午後５時)

●申込み・問い合せ

TEL 096-328-3511
FAX 096-328-3643

引される早割制度や、
現金納付よりも

●講義内容 現代社会の動き、
ふるさ
とを知る、
健康の増進、
文化に親し

①市販の履歴書(顔写真貼付)

む、
地域活動の基礎知識

②必要な資格等を証明する書類の写

前納種類

割引額(年間)

支払日

２年度分

14,800円

４月30日

１年度分

3,840円

４月30日

６ヶ月分

1,040円

●講義会場 佐賀校「アバンセ」
佐賀市天神三丁目2-11
●募集人数(開講日)

Mail ky̲kikaku@rinya.maﬀ.go.jp

※面接日時、
場所は後日連絡します。

４月30日

基礎課程70名×２組(火曜日)

●応募締切 ２月27日(金)
【必着】

10月31日

大学院 70名×２組(木曜日)

●応募・問い合せ 〒840-0826

催し

第43回 花とみどりの市
春の訪れを告げる
「グリーンキャン
ペーン 春を呼ぶ 第43回花とみどり

毎月(早割) 50円(月々)

当月末

●受講料 年間36,000円

佐賀市白山２丁目１番12号(佐賀商

の市」
を吉野ヶ里歴史公園で開催しま

毎月

翌月末

※入学金10,285円(大学院は不要)、

工ビル５階) 佐賀中部広域連合総

す。

な し

●口座振替申込み方法
口座振替のお申し込みは、
口座をお
持ちの金融機関(郵便局を含む)また
は年金事務所(郵送も可)、
役場年金係
の窓口へお早めに。
申し込みの際は、
基礎年金番号や金
融機関届出印が必要です。
●申込み締切日 平成27年度分前納
の申込み締切日は２月末日までです。
※すでに口座振替で前納されている
場合は、再申し込みは不要ですが、
引落方法を変更する場合は再申込
が必要です。
※一部納付(半額免除など)の口座振
替は、
毎月納付(割引なし)です。
※残高不足で口座からの引き落とし

その他一部の教材費等
●受講期間 ２年間(週１回、
年間30
日) ※大学院は１年間
●申込み 入学願書を大学事務局あ

務課 TEL 40-1131

「国有林モニター」の募集
九州森林管理局では、
多くの皆様に

12:30〜 講演
『日常生活の注意事
13:00〜 講演
『糖尿病の運動の
ポイント』
13:30〜 講演
『糖尿病の治療に
ついて』

し
●選考方法 面接及び文書作成試験

食事会
『糖尿病食弁当の説明』
項について』

●応募方法 次の書類を揃えて、
持参

あります。

●内容

中、
尾野

●報酬 月額197,000円

割引額が多い６ヶ月・１年・２年前納が

企

画調整課 国有林モニター担当：田

●応募資格 おおむね60歳以上

※糖尿病に関心のある人なら誰でも
参加できます。
また、
お弁当代とし
て600円を当日お願いします。

相談

企画してご来場をお待ちします。
●期間 ３月７日(土)〜29日(日)

●日時 ２月16日(月)13:00〜17:00

らうため、
森林・林業や国有林に興味

●開場時間 ９:00〜17:00

●会場 グランデはがくれ

●問い合せ ゆめさが大学事務局

がある人を対象に、
国有林の役割や現

●場所

●内容

をいただく
「国有林モニター」
を実施

〒840-0804 佐賀市神野東二丁

しています。

目３-33 TEL 31-4165

佐賀中部広域連合
嘱託職員募集
佐賀中部広域連合では、
介護保険の
事業所訪問調査、
指導に従事する嘱託

ができなかった場合は、
割引ができ

職員を募集しています。

なくなりますのでご注意ください

●業務内容

この度、
平成27年度
「国有林モニタ
−」
を募集します。
●募集人数 40〜60人程度
●依頼期間 平成27年４月〜平成28
年３月(１年間)

吉野ヶ里歴史公園臨時駐車場
●イベント ①園芸の実演指導、
②モ

「家庭での正しい介護動作」
「
、さま

見や提言などの報告、
弊局広報紙へ

ざまな福祉用具の紹介」
というテーマ

の投稿、
会議への出席

せ」
として１月30日に発送しています。
●通知の対象となる人
該当月に処方された先発医薬品を
ジェネリック医薬品に切り替えられ

対象です。
ません。
●通知の記載内容について
①薬代にかかった金額のみ表示して
います。
実際の窓口でのお支払いに
は、
技術料・管理料等の別費用が含
まれていることがあります。
②ジェネリック医薬品に切り替える
とお薬代が安くなる可能性がある
を強制するものではありません。

有限会社いづみや珈琲、
佐賀冷凍食

●依頼内容 アンケートへの回答、
意

「ジェネリック医薬品に関するお知ら

龍谷大学政策学部 中森孝文 教授
第２部
【事例発表】

さざんか園介護者教室

軽減できるか試算した差額通知を

第１部
【基調講演】

デル庭園展示、③庭園コンクール、

部 TEL 28-2151

に、
お薬代の自己負担額をどのくらい

ことをお伝えするもので、
切り替え

④セリ市など
●問い合せ 佐賀新聞社営業局事業

リック医薬品に切り替えられた場合

※必ずしも全員に届くわけではあり

身近な存在として国有林を感じても

状等の情報をお知らせし、
また御意見

佐賀県後期高齢者医療広域連合で
は、
現在服用されているお薬をジェネ

の軽減が一定額以上見込まれる人が

高口･松永 TEL 0942-94-3748

知的資産経営WEEK2014
シンポジウムin佐賀

するほか、
親子で楽しめるイベントも

佐賀県後期高齢者医療広域連合から
ジェネリック医薬品に関するお知らせ

●問い合せ 地域医療連携室 早川･

県内外の出展者が庭木、
盆栽、
観葉
植物、
造園・園芸資材などを展示即売

その他

た場合に、
1か月あたりの自己負担額

てに提出ください(郵送、
FAX)。

公益財団法人佐賀県長寿社会振興

原則10分程度 TEL 24-3411

●申込み締切り ２月12日(木)

※定員になり次第締め切ります。

財団

毎週土曜日 13:30〜15:30

12:20〜14:30(12:0０〜受付)
センター(旧看護学校)

〒860-0081 熊本市西区京町本
九州森林管理局

毎週火曜日 17:30〜19:30
※祝日、
年末年始等を除く。

●場所 東佐賀病院 地域医療研修

ます。

丁２番７号

●弁護士による電話無料相談

●日時 ２月18日(水)

２月27日(金)
【消印有効】
●発表 ３月下旬頃、
依頼状を発送し

しています。

してください。

●問い合せ 社会福法人久栄会 さ

美味しく食べよう食事会

●募集期限

を当月末に引き落とすと月々50円割

また、
口座振替には、
当月分保険料

住介護事務所(デイサービス施設横)

住民課年金係(三田川庁舎)

年金

お得な口座前納割引制度

●必要事項 氏名、
性別、
生年月日、
年

●ジェネリック医薬品とは？
ジェネリック医薬品は、
最初に作ら

品株式会社、
株式会社藤正

れた薬(先発医薬品)の特許が切れた

第３部
【パネルディスカッション】

後に販売される医薬品です。

※参加無料、
事前申込制です。
●申込み・問い合せ 佐賀県行政書士
会 TEL 36-6051 FAX 32-0227

で、
介護負担に悩まれているご家族や

弁護士による交通事故専門無料相談

(毎月の口座振替に切り替わります)。

介護サービス事業所の訪問調査、
指

●応募資格 九州・沖縄にお住まいの

介護に興味のある人向けに介護動作

●毎週火曜日 13:30〜16:00 ※

※特に初めて口座振替で1年度分ま

導及び介護サービスを利用している

20歳以上(平成27年４月１日現在)

や介護用具の紹介をします。
興味のあ

祝日、
年末年始等を除く

先発医薬品と同等の有効成分・効
能・効果をもつ医薬品ですが、
まった
く同一というわけではありません。
ジェネリック医薬品を希望される
場合は、
まずは、
かかりつけの医師・薬
剤師へご相談ください。
●問い合せ窓口 通知書に関するお

たは６か月分の前納を申し込まれ

人の自宅への訪問調査等

で、
森林・林業および国有林に関心

る人、
参加は自由で無料ですので是非

原則30分程度。
被害者側、
加害者側

問い合わせ専用窓口を設けていま

る場合は、
前納の保険料額に加えて、

●募集人員 １名

がある人。

お越しください。

問いません。

す。
通知書裏面にコールセンターの

前年度の３月分保険料が同時に引

●雇用期間 平成27年４月１日から

き落としとなりますので残高不足
にご注意ください。
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平成28年３月31日
※勤務成績が良好な場合は、
雇用期間

●応募方法 必要事項を記入し、
ハガ
キ、
封書、
メール又はファックスのい
ずれかの方法で応募ください。

●日時 ２月21日(土)
14:00〜16:00
●場所 さざんか園小規模多機能居

●場所 佐賀県弁護士会館
（佐賀市中
の小路７-19）
要予約 TEL 24-3411

フリーダイヤルが記載されていま
すので、
ご利用ください。
（22ページに続く）
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●この記事に関する問い合せ

﹁少年の主張﹂に手話と日本語の
をとめ
二つ言語で少女は語る
立野
土井 敏明

劇場型投資詐欺 １
未公開株など詐欺的なもうけ話のトラブルが高齢者を中心に依然とし
て多く発生しています。
手口を知って被害防止しましょう。
１ B社
（勧誘会社）
の勧誘に前後してA社
（販売会社）
の未公開株、
怪しい
ファンド、
権利取引などのパンフが送られてくる。
２ B社からA社の封筒が届いてないか、
必ず儲かる
（元本保証など）
が、
個人しか買えない、
代わりに買ってもらえれば買い取る、
代理で買っ
てほしい、
謝礼をする、
名前のみ貸してくれなどと勧誘される。
３ 消費者がA社に商品の購入を申し込み、
代金を支払う。
４ 数回一部利益が入ることがあるが、
最終的にA社、
B社とも連絡がと
れなくなる。

県後期高齢者医療広域連合業務課
給付係 TEL 64-8476

「九州・沖縄地区一斉
境界トラブル無料相談所」開設
佐賀地方法務局では、
土地の境界問
題で悩まれている皆様のために、
下記
のとおり
「九州・沖縄地区一斉 境界
トラブル無料相談所」
を開設します。
●日時 ２月15日(日)
10:00〜15:00
●予約受付 ２月13日(金）
17:00まで
●予約先 佐賀地方法務局総務課
TEL 26-5149
●開設場所
(城内の)佐賀合同庁舎４階

︵二句掲載︶

枝

真実のことなく過ぎて除夜の鐘
ろう梅の花の匂いに又寄りぬ
上石動
大坪カツヨ

大寒や歴史深まる天井絵
貰ひ来る野菜たっぷりのおでん鍋
田手
於保

初雪や偽りさえも積んでゆき
糸ほどにふくらむ気配日脚伸ぶ
吉田
香田 春枝

この年も根曳きの松のお盃
鯛鯛鯛めでたき年の始めかな
鳥ノ隈
田中千津子

楼観も物見やぐらも初景色
笑みうかべこっそりみるやお年玉
吉田
西尾 京子

幸

通るたび確かめてをり冬木の芽
弾き初めのピアノの音色軽やかに
上石動
西牟田紀美子

ふつふつと七草粥の部屋に満つ
吉野ヶ里連夜の花火クリスマス
上豆田
伊東

書き出しは雪降りと書く初日記
タグ組んでいとしく競う枇杷の花
永田ヶ里
井上 春枝

七十代あな恐ろしや雑煮食う
松が明け行き交う人の顔りりし
豆田
井上千代子

年詰まる何か忘れている思ひ
貰ふまでかしこみおりしお年玉
田手
大澤ヨシノ

大根引き眠りこけたる山ばかり
七草にかぼちゃの色も加へけり
講師
小浜史都女

風強し枝にうずもり鳥鳴かず
横手 信江

鳥餅で父と遊んだメジロ狩り
武富 直人

窓の外きれいな花が咲き匂う
上滝 初代

窓越しに夕日が差して夢世界
江口 重子

斉藤 幾恵

執行 計雄

お正月孫がそろって歌うたう
原 ミツエ

古里を目指す車のライト帯

満開の美顔で迎え初日の出

行き詰まるそこには壁がそびえ立つ
牛島 美佐

からす群れ有明海で日の出待つ
原岡 秀夫

香

締め括りそばがおいしい暮れの夜
多良しずよ

橋本

窓ガラス結露で落書き水浸し
三宅 あや

窓越しに見る人影が美しい

どんな声口パク金魚話せたら
山下麻の葉

食べ過ぎを大根漬けのせいにする
中島三千子

手作りのお屠蘇一段うまさ増す
那須 紀子

もこもこと着こみ羊になって冬
大塚美代子

ねむくなるかぞえる羊ねむくなる
兵働己登子

芽

凉

﹁だめよだめ﹂ママは毎日僕に言う
向井 初子

赤色のスカーフまいてみたいんだ
松尾

回るんだ地球はとてもいそがしい
松尾

回り道同じ空気を吸いたくて
中島 俊子

城野くみ子

スカイツリー首都の地震に耐えている
檜枝 一夫

風の音波の音する土の笛

真島久美子

西村 正紘

真島 清弘

東京の魔力を失くす日の出前
城野 浩二

東京のことは語らぬ深海魚

平凡な人生なんて嘘を言う

年を経て柊の棘丸くなる

赤着けて一気に勝負するつもり
真島美智子

「お金を借りるのに先に保証金を払え」
は詐欺
リフォームは まず数か所見積もりを

東西に空分かちゆく一筋の
飛行機雲は点と消え行く
伊保戸
中島 君子

初打ちのラージボールの友の声
健やか願い球も弾みて
目達原
向井 初音

ちちははを観ききしたる山脈の
うめぼしのいろその色が好き
目達原
中島 南角

年賀状繰り返し繰り返し読みながら
遠き日の顔に笑みて語りぬ
箱川
真木千津子

中村 悦子

渡邊登志子

雪の舞ふ切れ間おぼろに束の間の
初日を拝む年あらたまる
下三津東
松本メグミ

蝋梅の香り漂よふ散歩道
立ち止り見る花の清しさ
目達原

天山の初冠雪に冬将軍
北風小僧と雪んこ連れて
上中杖上

お は

ロマン秘め日本神話の神御座す
とき
﹁お伊勢さん﹂には悠久の刻
松葉
香月 啓子

小春日や竹刀の音の健やかに
若さ燃やして過ぎゆくは羨し
吉田
香田 春枝
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問い合せ
商工観光課
（東脊振庁舎）
TEL 37-0350

佐賀

アドバイス
１ 消費者が支払ったお金以上に利益を得たケースは１件もない。
２ 自分が持っていない金融商品や権利について買い取る、
利益になるな
どの他社と契約させる話にはのらない。
３ 「レターパック、
宅配便、
封筒にお金を入れて送れ」
は詐欺です。
４ 心配な時、
怪しいと思った時、
契約してしまった場合などはためらわ
ず急いで消費生活センターに相談しましょう。
会社と連絡がとれなく
なると被害回復ができなくなります。
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）三根庁舎/毎週月曜日・水曜日
※上記会場の相談時間はいずれも９:30〜12:00 13:00〜15:30

司法書士による （多重債務、相続・遺言、登記関係等）
相談会を行います

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。
下記に電話で申し込んでください。
●申込み･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）

●問い合せ 佐賀地方法務局総務課
※当日 TEL 080-2737-2472

佐賀県の最低賃金が
改定されました。
●地域別賃金及び効力発生日
１時間 678円 10月４日
●特定(産業別)賃金及び効力発生日
●一般機械器具製造業関係
１時間 782円 12月20日
●電気機械器具製造業関係
１時間 746円 12月26日
●陶磁器・同関連製品製造業
１時間 679円 12月18日
※次のものは最低賃金には含まれま
せん。
①賞与などの臨時の賃金
②休日、
時間外などの割増賃金
③通勤・家族・精皆勤手当
●問い合せ 佐賀労働局労働基準部
賃金室 TEL 32-7179

町長交際費支出状況

［平成26年12月］

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
「宅配便・レターパックで金送れ」
は詐欺

種
慶
渉
弔
月
累

別
祝
外
慰
計
計

問い合せ

金額
件数
0
０
1,400
１
0
0
1,400
１
31 160,673
総務課（三田川庁舎）

TEL 37-0330
YOSHINOGARI 22

広報よしのがり

「ふれあい館」

三田川健康福祉センター

平成

年

第

●演題 『可能性への挑戦』
号

まちの若き

PR：近年、
弊社は住宅事業に力を入れてお
ります。
新築、
リフォーム、
庭園管理等々、
お客様の「使い勝手」を第一に考え、お客
様のご要望に応じたご提案をさせていた
だいております。
もし、
ご相談等ありまし
たら、是非お気軽に弊社までご連絡お願
い致します。

において︑﹁ 地 域の守 り
人﹂
としての役割は非常
に大 きなものだと 思い
災害復旧において︑
吉
野
ヶ町
里商
町工
商工
編︶
︶ ます︒
︵吉︵
野
ヶ
里
会会
青青
年年
部部編
地 域の方々からの感 謝
今回は︑﹁牟田建設
︵株︶
﹂
常務取締役の牟田幸司さ
の言葉には建設業者と
ん︒
しての使命感・やりがい
大学を卒業後︑
銀行員として５年間勤め︑
家業で
を強く感じます︒
ある牟田建設
︵株︶
に入社︒
現在は常務取締役とし
今後の展望としては︑
て活躍されている牟田さんに話を聞きました︒
社 会 環 境に 適 応し ︑地
域の皆様方が安心して
生活できる環境づくり
や 環 境 保 全に 努 め ︑地
域に貢 献していきたい
と考えています︒
休みの日は家族と過
ごしています︒
また︑
大学
時 代から 続けているゴ
ルフに 行ったりもしま
す︒
また︑
ちょっとした時
間がある時は山茶花の
湯へ行き︑
気分転換をしています︒
私の町内のお気
に入りのスポットです︒
他には籾神社がおすすめで
す︒
四季折々の景色が綺麗です︒
初詣や会社の安全
祈願は毎年ここで行っています︒
もし時間があれば︑
大学時代を過ごした東京で
当時の仲間たちと朝まで語り明かしたいですね︒

昭和27年の創業以来「企業は、人なり」を
経営理念とし、創意工夫、誠実をモットー
とし、社の繁栄に取り組んでいます。

昭和59年５月生まれ
出身高校 鳥栖高等学校

牟田 幸司さん
（横田・30歳）

大学卒業後︑
銀行に勤務し主に営業係として個人・
法人のお客様回りを担当していました︒
行員時代は
失敗してお客様にご迷惑をかけることもありました
が︑
何回も足を運び︑
信頼関係を築いてきました︒
人
付き合いやコミュニケーションなど社会人としての基
礎を学ぶことができました︒
４年目の終わりにかけ
家業である建設業に携わりたいと考えるようになり︑
５年間の銀行員生活を経て︑
牟田建設
︵株︶
に入社し
ました︒
新たな職場で︑
金融とは違う専門的な知識が必要
で日々勉強しています︒
仕事上大事にしていることは
﹁結果を出すための準備・労力は惜しまない﹂
ことで
す︒
これを第一に考え行動しています︒
１つの現場を完
成させるためには︑
たくさんの方々の力が必要です︒
現場施工の際に︑
お客様・他の工事業者の方々とのコ
ミュニケーションが１つ崩れれば︑
工事の進捗に影響
を及ぼします︒
いかに自分の考えを分かりやすく︑
簡
潔に伝えるかを自分の中で都度確認し︑
話をしてい
ます︒
建設業の役割とは社会資本整備︑
維持管理︑
災害
復旧だと考えています︒
特に近年頻発する自然災害

●経営方針●

Vol.08

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

協力企業
牟田建設（株） 大曲1756番地
TEL52-2355 従業員79名
総合建設業（土木・建築・舗装工事等々）

担・い・手

社会教育課課 TEL 37-0340
問い合せ

さん
秀平
舞の海
●講師

月号
２

開演：１４時

開場：１３時３０分

●場所

（スポーツキャスター）
108

●日時 ２月７日(土)

入場
無料
27

吉野ヶ里町文化講演会
第8回

日大相撲部で活躍後、
夢であった大相撲入りを決意。
当
時角界最小の身長ながら、
ファンを驚かせる数々の技をく
りだし、
“技のデパート”の異名をとる。
現在はNHK大相撲解説者や、
スポーツキャスターとして
活躍中の舞の海秀平さんが来町されます。
小柄な体格ながら、
どうしたら大きい相手を倒す事が出
来たのか、
様々なエピソードを交えてお話しされます。

