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春の訪れ

photo comment

町内では、あちらこちらで菜の花が花を咲かせています。
まだまだ寒い日が続きますが、季節は着実に春に向かってい
ます。菜の花の花言葉は「活発」。心身ともに活動的になり新
しいことに挑戦するいい季節ですね。
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少年の主張大会
月

日

第８回吉野ヶ里町
﹁少年の主張大会﹂︵吉野ヶ里
町 青 少 年 育 成 町 民 会 議 主 催 ︶が︑昨 年
︵土︶
中央公民館で開催されました︒

名が吉野ヶ里町に住みたいまちづくりへの提

の小学校５・６年生︑中学校１・２年生︑高校生の

町内外から多くの人が来場されるなかで町内

13

言や将来の夢︑
平和︑
いじめ︑
感謝など様々な視点
から意見発表を行い︑
聴衆に深い感銘と新たな活
力を与えてくれました︒
また︑
アトラクションとして︑全国商工会青年
部連合会主催の
﹁若い経営者の主張佐賀県大会﹂
に出場され︑優秀な成績を収められた中村良子
さん
︵立野︶
の意見発表が行われました︒
大会の結果は次のとおりです
︵敬称略︶
︒

小学６年生の部 最優秀賞
︻まずは挑戦︼

こじま

ち い

三田川小学校６年

小学５年生の部 最優秀賞
︻許されない犯罪︼

いとやま

あ み

三田川小学校５年

糸山 愛萌

みなさん︑テレビを見ていて犯罪のニュース
が流れるとどんな気持ちになりますか︒
私は︑﹁絶対許せない︒﹂と思ってしまいま
す︒
犯罪には︑いろいろな種類があります︒殺人
やストーカー︑小学生の誘かいなどです︒中に
は行方不明になって︑ずっと見つかっていない
人もいます︒
誘拐された子どもが見つかった時には︑ほん
とうによかったと思います︒
でも︑その子の心は深く傷ついて︑大人の人
をまったく信用できなくなっていると思いま
す︒
すべての犯罪に共通して言えることは︑どれ
も人の心を深く傷つけることです︒中には︑一
生消えない傷もあるのではないでしょうか︒
どうして︑こんな犯罪が起こるのか考えてみ
ました︒
まず︑犯人の気持ちです︒犯人は︑どんな気
持ちで犯罪を起こすのでしょうか︒おそらく
かっとしたり︑先のことを考えなかったりして
犯罪を起こしてしまうのだと思います︒でも︑
中には︑警察に捕まらないように︑いろいろな
計画を立てて行う犯罪もあるようです︒そん

な悪い考えがあることも︑私たちは忘れてはい
けません︒そんないかりやうらみ︑悪い考えに
よって犯罪が行われるのです︒

小学６年生の部

人生に大きな影響を与えると思います︒
﹁まずは挑戦﹂自分のいろいろな可能
性を広げていきましょう︒

この世の中︑地球には不満やいかり︑苦しみ
をもっている人はたくさんいると思います︒し
かし︑だれもがその気持ちに負けて︑犯罪を行
うわけではありません︒その違いはどうしてな
のか考えてみました︒
それは︑地域や家族とのつながりです︒日頃
から︑お互いに関わり合うことが大事です︒そ
れはけっしておおげさなことではありません︒
元気にあいさつしたり︑笑顔で語りあったりす
ることで︑人は﹁ちょっと感動﹂すると思うか
らです︒大きな感動でなくても︑毎日少しずつ
﹁ちょっと感動する﹂ことがとても大事だと思
います︒
私も︑ついつい怒ってしまうことがありま
す︒でも︑そんな時に友達や家族から温かい言
葉をかけられると心がなごみます︒
これから犯罪を起こそうとする人が︑そんな
温かな環境の中で思いとどまってくれるのを
願っています︒
世界の中では︑日本という国は犯罪が少ない
と思います︒外国では︑日本では︑考えられな
いような事件がたくさん起きています︒
日本のような安全な国に生まれてよかった
とほんとうに思います︒しかし︑けっして油断
をしてはいけません︒テレビで起きているよう
なことがいつ身近なところでも起きるかもしれ
ないからです︒そんな犯罪があることをけっし
て忘れないで︑自分の身は︑自分で守るように
したいです︒そして︑家族や友達との温かいつ
ながりを広げることで︑少しでも犯罪がなくな
るような社会にしていきたいと思っています︒

しぐらいあっても︑好きなことや︑やっ
て み たいこ とに ぜ ひ 挑 戦 し て み ま し ょ
う︒何でも挑戦することで︑これからの

小学５年生の部

岩下兼大さん

中学2年生の部
●最優秀賞 東脊振中学校 西原 琳貴
●優秀賞
東脊振中学校 池田 梨奈

小島 千依

手塚瑛大くん
手塚瑛大さん
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高校生の部
●最優秀賞 神埼清明高等学校 長谷川理恵
●優秀賞
三養基高等学校 北島美乃里

この劇団の代表は栗原誠治さんという
人です︒栗原さんは初めに不登校の子ど
も達と山へ行ったり︑その子たちの居場
所を作っていたりしたそうです︒勉強に
おわれ︑夢がもてなくなった子ども達を
見て︑これではいけないと思ったそうで
す︒
﹁だれもが夢をもって︑それを実現し
てほしい︒﹂そう思いこの劇団を作った
そうです︒いい作品をつくり︑いろんな
人に伝え︑広げていきたいとも言ってお
られます︒
私の出たミュージカルもこの世界に風
を吹かせ︑子ども達の夢をかなえていこ
うという物語でした︒私はこのお話がと
ても好きです︒子ども達の夢を応援する
役ができたので気持ちよかったです︒
そして︑もう一つの挑戦︒それは︑佐
賀新聞の子ども記者になったことです︒
新聞記事を書くためにこの劇団を取材し
ました︒インタビューするのはとても緊
張しましたが︑写真をとったり︑いろん
なお話が聞けたりして楽しく取材できま
した︒そして︑私が書いた記事が新聞の
一面トップになった時にはとてもうれし
かったです︒
私 は 少 し で も や って み た い と 思っ た
ら︑まずは挑戦するべきだと思います︒
自分には難しいのではないだろうか︑や
るのがはずかしいなあと思っていても︑
挑戦してやってみると何かが見つかるか
もしれません︒やってみないと︑それが
自分に合うか︑合わないか分からないと
思います︒
み な さ ん︑た と え 不 安 な 気 持 ち が 少

江島日菜子さん

中学1年生の部
●最優秀賞 三田川中学校 中村明香里
●優秀賞
三田川中学校 長野 晴香

みなさんは︑歌ったり︑踊ったりする
ことが好きですか︒私は大好きです︒私
の友達もほとんどの人が歌も踊りも好き
だと言います︒
この夏︑私はミュージカルの公演に出
演しました︒公演の場所が佐賀市文化会
館だったことや︑初めての舞台だったの
で︑どきどきしましたが︑とても楽しく
終えることができました︒練習が夜遅く
まであったり︑先生に厳しく指導され泣
いたりした時もありましたが︑やってよ
かったと心から思いました︒
私はこの劇団に二月に入りました︒そ
の時私は歌や踊りが好きな友人に﹁いっ
しょにミュージカルにでない﹂と聞いて
みました︒しかし︑みんなはずかしがっ
ていたようで︑だれも出たいという人は
いませんでした︒
でも︑こうして公演を終えた今︑思い
切 って 挑 戦 し て よ かっ た と 思って い ま
す︒何でも挑戦しないと始まりません︒
一つの舞台を作り上げる中で︑舞台の
楽しさ︑笑顔であいさつすることなどを
学びました︒

岡 伸斗さん

小学6年生の部
●最優秀賞 三田川小学校 小島 千依
●優秀賞
三田川小学校 江島日菜子
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多良 颯さん

中村那鼓さん

寺門真里亜さん
寺門真理亜さん
米倉綾乃さん
古賀彩華さん
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小学5年生の部
●最優秀賞 三田川小学校 糸山 愛萌
●優秀賞
東脊振小学校 多良
颯

中学１年生の部 最優秀賞
︻平和な未来へ︼

なかむら

あ か り

三田川中学校１年

中村 明香里

私は六年生の時︑長崎に修学旅行に行
きました︒長崎は六十九年前︑世界で二
番目に原爆が落とされたところです︒そ
れ以降︑世界のどこにも原爆は落とされ
てはいません︒あまりの悲惨さに︑思わず
目を覆ってしまうほどの光景は︑六十九
年たった今も長崎の至る所に残されてい
ます︒
私が行ったのは︑原爆資料館でした︒そ
こはまるで不幸そのものでした︒家族とバ
ラバラになり︑焼け野原で食べ物がなく
苦しんでいる子どもたちや︑子どもを守っ
て大やけどを負った大人達︒中には防空
壕で手榴弾を持ち︑自殺をしようとする
人もいました︒がれきの下敷きになった
人︑食べ物を探し求めている人︑その人達
の姿を見ていると心が痛くてたまりませ
んでした︒また︑私は語り部の方にも話を
聞きました︒その方は︑九年間もうつぶせ
で背中のやけどが治るのを待っていたそ
うです︒
なぜ今︑私がそんなことを思い出した
のか︑それは︑﹁集団的自衛権﹂という言

中学２年生の部 最優秀賞
︻働くとは︼

にしはら

り き

東脊振中学校２年

西原 琳貴

みなさんはなぜ人は働くのだと思いま
すか︒
今年の９月︑僕たち東脊振中学校２年
生は職場体験学習に行きました︒僕はそ
の前にどんな感じかわかっておきたかっ
たので︑両親の仕事場に見学に行きまし
た︒僕の両親はどんな仕事をしているの
か︑お客さんとどんな関わりや話をして
いるのか興味深く見ていました︒印象に
残ったことは社員さん皆がお客さんに優
しく︑丁寧に接していたことです︒
そしてその後︑３日間の職場体験に行
きました︒僕は建設会社にお世話になり
ました︒そこでは︑職場の人が一つのも
のを協力して作る姿がありました︒それ
を見て︑働く大変さを感じました︒仕事
を す るには ま ず 場 所 や 手 順 な ど 職 場の
ルールを覚えなくてはいけません︒僕が
お世話になった建設会社にもそれはあり
ま し た ︒一番 驚 い た こ と ︑そ れ は 手 を
使って会話をしているところでした︒道
路をつくったり橋をつくったりするとき
は屋外で大きな物音がします︒言葉では

葉が取りざたされているからです︒調べて
みると︑集団的自衛権とは︑互いに助け合
たちが傷つき︑疲れ果てて亡くなっていま
す︒争いが絶えない世界に中にあって︑戦
争をしないという姿勢を貫くのは難しい
ことなのかもしれません︒
しかし︑戦争を続けて犠牲者を出し続
けるのは間違っていると思います︒誰だっ
て︑自分の大切な人に死んでほしくはあ
りません︒私も︑家族や親戚などの身近
な人たちを︑国のためだと言って戦争へ送
り出すのはしたくないし︑できないと思い
ます︒安全で平和な社会が皆の願いであ
るはずです︒
戦争で亡くなった方々が︑願い︑思い描
いた平和な日本は︑今確かに続いていま
す︒この歩みを止めることなく︑気持ちを
新たにしていかな
ければならないの
ではないでしょう
か︒
来年は戦後七十
年の節目を迎える
年です︒今こそ原
点に立ち返り︑戦
争がもたらす悲し
みや苦しみや無駄
な犠牲をなくすこ
とを︑議論の中心
に置くべきだと思
います︒

いでしょうか︒世界に目を向けてみると︑
絶えずどこかで戦争が行われ︑多くの人

中学２年生の部

るそうで
す︒また︑職場で書類の届け先を間違っ
たり︑設計図を書き誤ったりとミスをし
たときに︑社員同士が交流を深め︑お互
いの仕事を知っておくことでミスに気付
き事故を防ぐこともできるとおっしゃっ
ていました︒建設会社では数ミリの誤差
が大きな事故につながってしまいます︒
神経を使って疲れると思いますが︑そん
な中で協力して仕事を成し遂げることに
価値があるとおっしゃっていました︒
僕は考えもしなかった意見に最初は驚
きましたが︑職場体験を振り返っても︑
両親の職場見学を振り返っても︑確かに
そうだと思えます︒みんな社員同士仲が

うグループを作り︑その仲間が他国から
攻撃されたら︑自国が攻撃されたと同じ
と考え︑仲間の国と一緒になって︑攻撃し
てきた国と戦う権利のことだとわかりま
した︒例えば︑アメリカとヨーロッパ各国
は︑ＮＡＴＯという組織を作っています
が︑もし︑ＮＡＴＯに加盟している国がＮ
ＡＴＯ以外の国から攻撃されたら︑ＮＡ
ＴＯ加盟国は攻撃された国を助けるため
に一緒に戦う︑ということです︒身近なこ
とに置き換えて考えてみると︑仲間であ
る二人の一人が︑他の人にたたかれたり蹴
られたりして攻撃されたとき︑もう一人の
人 が 仲 間 として 戦 うことだ と思いまし
た︒
私は︑日本の安全のためには仕方がな
い︑と思いつつ︑どうしても︑この議論に
は納得がいきません︒また︑あの悲惨な世
界に逆もどりしなければならないのかと
思うと︑死んでいった方々の命が︑無駄に
なったように思えるからです︒
なぜなら︑戦争で日本のために自分の
命を犠牲にした人たちは︑単純に国のた
めになくなったのではないと思うからで
す︒国のためではなく︑自分が犠牲になる
ことで︑日本に平和がもたらされ︑家族が
幸せになると信じて︑命を落としていった
のではないでしょうか︒
今︑私たちは六十九年という長い平和
の中で暮らしています︒多くの犠牲を教
訓として︑絶対に戦争を起こさない気持
ちできたから︑平和が保たれたのではな

通じないことも多いそうです︒そのため
決まった合図を送ります︒
また︑職場では新しい仕事が入ってく
る と 社 員 全 員 が 共 通 理 解 す る た めに 決
まったことを掲示板にわかりやすく示す
工夫がされていました︒そして一日中立
ちっぱなしで忙しそうでした︒休む時間
はほぼありません︒こんなにきつい仕事
より︑できれば好きなことをして暮らし
たいと思うはずです︒人は何のために働
くのかと疑問が生まれました︒
家族のため︑自分がほしいものを買う
ため︑人の役に立つため︑様々な理由が
あると思います︒お金のために働くとい
う 人 もいるでしょう ︒僕 も 最 初 は そ う
思っていました︒確かにお金は今後の生
活に とて も 必 要 で す ︒子 供のいる 大 人
だったら︑家族に好きなものを買ってや
りたいと思うでしょう︒自分の欲しいも
のだって自由に買えます︒十分な収入が
あれば何不自由なく暮らせます︒だから
お金のためという意見もわかります︒
しかし︑職場体験に行った僕の考えは
変 わ り ま し た ︒人 は 何の た めに 働 くの
か︒僕の考えは﹁人との交流を深めるた
め ﹂で す ︒こ れ は 職 場 体 験 で お 世 話 に
なった人の言葉です︒その方は僕たちに
色々な説明をする中でお客さんや一緒に
働く社員さんとの交流の大切さを教えて
下さいました︒職場の利益をあげるため
に機械的に仕事をしても︑楽しくなくな
るし︑利益もあがらない︒視野を広げて
色んな人と話すと知識も増えるし︑仕事
関係の知り合いも増えて助かることもあ

中学１年生の部

良く︑忙しい中に楽しさ︑仲の良さを感
じました︒
僕は無口だとよく言われます︒そして
職場体験はめんどくさいと思っていまし
た︒ですが︑この３日間の職場体験を通
して仕事には多くの人との交流が必要だ
と分かりました︒僕は将来きつくてもや
りがいを感じ︑人との交流を深める仕事
に就きたいと思います︒今後︑学校でも
将来を意識しながらたくさんの人と交流
を深めたいです︒
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長野晴香さん
無藤穂菜美さん
石丸友巳さん
福井野乃花さん
江頭拓俊さん
馬場﨑樹梨さん
坂本麻衣さん

池田梨奈さん
池田光穂さん

高校生の部 最優秀賞
︻優しく︑
明るく︑
私発信︼

はせがわ

りえ

神埼清明高等学校２年

長谷川 理恵

提供します︒
以前より︑いい介護が受けられるよう
えるよ うに聞こ えると思 わ れが ちです
が︑実は補聴器は音を大きくするもので
あり︑健聴である私たちのように聞こえ
るわけではありません︒補聴器をつけて
いれば聞こえはします︒
ですが︑相手の言うことを理解するこ
とは難しいケースが多いそうです︒その
ような時︑手話が役に立ちます︒
また︑障がいを持っている人に対し理
解がある人も多いとは言えません︒
例えば︑車いすを利用している方に対
し﹁邪魔﹂という目を向けたり︑知的障
がいや精神障がいをもっている方に対し
変な目を向けたり︑視覚障がいのある方
が持っていらっしゃる﹁白杖﹂が自分の
足 に 当 た っ た か ら と いっ て そ の 方 を 蹴
り︑けがをさせるという事件も起こって
います︒
このようなことが普通に起こってはな
らないのではないでしょうか︒確かに知
識がないと理解はできません︒
でも︑人として生まれてきた以上︑お
互いがお互いを尊重しあい思いやりを持
ち︑障がいを持っていても安心できる社
会を作っていかなければならないと思い
ます︒
今︑自分ができることは何か︒どうす
れば︑困っている人を助けてあげられる
か考えることは日々︑高校で福祉を学習
していくうえで大切なことだと感じてい
ます︒
私は将来︑どのような進路に進むかま

しょうか︒
よく︑補聴器をつければ私たちが聞こ

だわかりません︒したいことがたくさん
あります︒でも︑どの職業に就いたとし
ても︑人の役に立つ仕事や困っている人
を︑自分から率先して助けてあげられる
人になりたいです︒
また︑自分のこの明るさを活かし︑人
を元気にもしたいです︒誰でも気持ち良
く 安 心して 住 める 町 や 社 会に す る た め
に︑優しい気持ちや元気を私が発信して
いきたいと思います︒ご清聴ありがとう
ございました︒

高校生の部

全国商工会青年部連合会主催の
﹁若い経営
者の主張佐賀県大会﹂
に出場され︑
優秀な
成績を収められた中村良子さん
︵立野︶
の
意見発表

（吉野ヶ里町中央公民館社会教育課内）
（TEL 37-0341）

になりましたがその一方で﹁くさい・汚
い・給料が安い﹂３Ｋといわれる福祉のイ
メージで人手不足に悩まされています︒
また︑超高齢社会に伴い︑施設の数︑
介 護 者 の 数 が 足 り てい な いの も 現 実 で
す︒この社会で何不自由なく快適に過ご
すことができている人はどのくらいいる
でしょうか︒
例えば︑目が不自由な方︑耳が不自由
な方︑知的障がい・身体障がい・精神障
がいなどをお持ちの方︑妊婦さん︑高齢
者の方など困っていらっしゃることはな
いでしょうか︒﹁こうなったら助かるの
に﹂や﹁こうなったらいいな﹂と思って
いらっしゃることはきっとたくさんある
はずです︒
私には聴覚障がいを持った友達がたく
さんいます︒昨年 月︑福岡で行われた
﹁聴覚障がいのある中高生セミナー２０
１３﹂というイベントに手話通訳として
参加したのがきっかけです︒そこででき
た友達とは今でも連絡のやり取りをして
います︒
その中で︑困っていることや悩みなど
を聞いていたところ︑自分の好きなテレ
ビを見たい時に字幕がないことがある︒
や︑駅やショッピングセンターの放送が
分からない︒など不便していることを聞
きました︒
では︑ほとんどの聴覚障がい者が着け
ている補聴器︒補聴器をつければ︑私た
ち が 聞 こ え ている よ う に 聞 こ え るので

②教育委員長と教育長を一本化した新﹁教育
長 ﹂は 教 育 委 員 会 を 代 表 し 会 務 を 総 理 す
る︒
③教育委員による新教育長に対するチェッ
ク機能の強化と会議の透明化のため︑原則
として会議の議事録を作成し公表する︒
④ す べ て の 地 方 公 共 団 体 に﹁ 総 合 教 育 会 議 ﹂
を 設 置 ︑構 成 委 員 は 首 長 と 教 育 委 員 会 で ︑
首 長 が 招 集 す る ︒会 議 は 原 則 公 開 ︒こ の こ
とで︑首長が教育行政に果たす責任や役割
が明確になり︑公の場で教育政策に
ついて議論することが可能になる︒
⑤教育の目標や施策の根本的な方針
を 定 め た 教 育 に 関 す る﹁ 大 綱 ﹂を 首
長が策定することで︑地方公共団体
としての教育政策に関する方向性
を明確化できる︒

北島美乃里さん

吉野ヶ里町青少年育成町民会議
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教 育 委 員 会 の 制 度 改 正 に 伴 い ︑吉
野ヶ里町の教育行政を見直すととも
に子どもたちを見守る環境を整えて
まいります︒
世界で活躍できる感性豊かな子ども達を
育成するため︑家庭・学校・地域の役割などを
明確に示してまいります︒
町民の皆様のご理解とご協力をよろしく
お願い致します︒
吉野ヶ里町長 多良 正裕

３月は“春の子ども若者育成支援強調月間”です。

みなさん︑こんにちは︒私は神埼清明高
校の生活福祉系列で福祉を学んでいる高
校２年生です︒生活福祉系列では︑３年
生の１月に﹁介護福祉士﹂の国家試験を
受けるための勉強を行っています︒利用
者の方々と︑コミュニケーションをとる
ときの技術や︑実際に介護をする時の技
術 ︑人の心や 体についての医 療 的 な 学
習︑また実際にいろいろな施設に行き介
護実習で︑学校では学べない様々なこと
を学びます︒
今︑日本は﹁超高齢社会﹂といわれる
時代になってきました︒４人に１人が
歳以上であり︑介護を必要とする人が増
え︑介 護の重要 性が見 直されてきまし
た︒以前︑介護は作業のように行われて
いました︒利用者の方全員に同じような
介護を行い︑流れ作業で介護を行うとい
うものでした︒ですが︑最近ではほとん
どそのような介護の仕方はなくなり︑利
用者の方一人一人に合った﹁個別援助計
画 ﹂︒い わ ゆ る ︑﹁ ケ ア プ ラ ン ﹂を 立
て︑担当の介護者が利用者の方と１対１
で向き合い︑その方に合った介護を考え

教育委員会制度の改正

●これまでの教育委員会の課題
① 教 育 委 員 長 と教 育
長の ど ち ら が 責 任
者か分かりにくい︒
②教育委員会の審議
が形骸化している︒
③いじめ等の問題に
対 し 必 ず しも 迅 速
に対応できていな
い︒
④地域住民の民意が
十分に反映されて
いない︒
⑤地方教育行政に問題がある場合︑
国が最終的
に責任を果たせるようにする必要がある︒
●教育委員会の改革
① これ まで 首 長 は 議 会 の 同 意 を 得 て 教 育 委 員
を任 命 ︑
教育委員長・教育長は互選により任
命されていたが︑
直接首長が教育長を任命す
ることで任命責任の明確化を図る︒

Vol.06
Vol.05

65

文部科学省はこれまでの教育委員会制度の
見直しを行い︑
地方教育行政における責任の明
確化︑
首長との連携強化を図るなどの改正を行
いました︒
﹁ 地 方 教 育 行 政の 組 織 及 び 運 営 に関 する 法
律﹂
の一部が平成 年６月に改正され︑
平成 年
４月１日より施行されます︒
27
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青少年の元気の発信は、
家庭からです。
子どもと目と目を見つめ話をし、
ふれあいながら
一家団欒で楽しいひと時を過ごしましょう。

昨年12月に「吉野ヶ里町少年の主張大会」を開催しました。
身近に起こるいじめや差別、命についての発表、親や地域の
人々に対する感謝の意見など様々なテーマで発表がありまし
た。
なかでも、普段気を留めないなかでいつも身近で見守って
くれる地域の人々、父の仕事への理解がなかったなかでの父
からの思いの一言、最終判断は「自分で決めなさい」という母
の冷たい言葉、
しかし大人になっていく過程で大切なことを
教えてくれていると感じる自分。
地域や家庭の人々によって自
分たちが支えられていることを実感した発表でした。

毎月第３日曜日は
「家庭の日」です。
３月は卒業と夢ある新入学への準備期間です。
緊張と気が緩む期間でもあります。
家庭・学校・地域連携で大切な子どもたちを守り育てましょう！

26

お子様の予防接種はお済みですか！？
３月１日
（日）
から３月７日
（土）
は子ども予防接種週間です。

★３月31日(火)までが接種期間となっている予防接種
●麻しん風しん混合(MR)２期
対象者：平成20年４月２日〜平成21年４月１日に生まれた児
●二種混合(ジフテリア・破傷風)
対象者：平成14年４月２日〜平成15年４月１日に生まれた児
予防接種の種類

現在お持ちの保険証の有効期限は、
平成27年3月31日までです。
新しい保険証の有効期間は、
平成27年4月

1日〜平成28年3月31日となっております。
有効期限を過ぎた古い保険証は、
ご自宅で破棄してください。
※70歳〜74歳までの高齢受給者証の有効期限は、平成26年８月1日〜平成27年７月31日までの１年間
となっていますので、今回より保険証に同封していません。

接種回数

対象となる年齢

Hib
小児肺炎球菌

１〜４回
１〜４回

生後２か月〜５歳に至るまで
接種開始年齢により受ける回数が異なります。

４種混合
(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ)

４回

＊３種混合
（ジフテリア・百日せき・破傷風）
、
ポリオが未接種
の場合、
４種混合で接種可能な場合もあります。

BCG

１回

生後１年に至るまで

麻しん風しん混合(MR)

各１回

水痘
（水ぼうそう）

２回

日本脳炎

１期：３回
２期：１回

二種混合

１回

子宮頸がん

３回

【予防接種の受け方】
佐賀県内の委託医療機関で接種できます。
事前に医療機関に予約をしてから、
受けてください。

生後３か月〜７歳半に至るまで

１期：１歳〜２歳に至るまで
２期：就学前１年間にある児

「転送不可」
で郵送するため、
住所地以外には転送されません。
やむを得ない事情により一時的に住所地を離
れ、
受け取ることができない場合は、
「送付先変更申請」
が必要です。
長期に渡る場合は、
転居・転出届をして下さい。

「簡易書留」
での郵送は、
配達員が手渡しでお届けします。
不在の場合、
「不在連絡票」
が投函され、
一定期間郵

生後12か月〜３歳に至るまで

＊平成27年３月31日までの期間に限り、
３歳・４歳の児は
１回接種可。

便局で保管し、
受取がないときは保健課に返送されます。

１期：３歳〜７歳半に至るまで
２期：９歳〜13歳未満
H7.4.2〜H19.4.1生の人は、
20歳未満まで

就学のため町外に転出し、特例制度により引き続き、吉野ヶ里町国保に加入している場合は、
「在学証明書」
や
「学生

11歳以上13歳未満
小学６年生〜高校１年生相当年齢の女子

●受付 住民課総合窓口係
（三田川庁舎）
、
保健課
（東脊振庁舎）

証」
など、
就学中であることを証明する書類の写しを提出してください。
提出時に窓口で保険証を交付します。

＊現在、副作用により積極的な接種勧奨を差し控えています。

保健課健康づくり係(きらら館内) TEL 51-1618

５周年 第61回
記 念 「吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市」
開催

「吉野ヶ里夢ロマン軽トラ市」
は、
軽トラックの荷台などに、
農産物・花・
衣料品や地域特産品、
工芸品を載せて販売する朝市です。
今回のイベントは、
「お楽しみ抽選会」
「
、バンド演奏」
「
、キッズダンス」
などを開催します。また、同時開催として、
「吉野ヶ里歴史公園交通安全
フェア2015」
も開催されます。
詳しくは吉野ヶ里町商工会内、
実行委員会事務局までお問い合わせく
ださい。
問い合せ

吉野ヶ里町商工会

TEL 52-4644

入所及び長期入院するため、町外の施設や医療機関に転出し、特例制度により引き続き、吉野ヶ里町国保に加入し
ている場合は、
「在園証明書」
など、
入所・入院中であることを証明する書類の写しを提出または、
郵送してください。
●受付 住民課総合窓口係
（三田川庁舎）
、
保健課
（東脊振庁舎）

国保税が一定期間以上滞納となっている世帯には、
「納税相談通知」
を郵送します。
●納税相談は税務課
（三田川庁舎）
のみで行います。
東脊振庁舎では受付できませんのでご注意ください。

保険証の色が変わります
保険証の色が４月から、
「さくら色」
から
「若竹色」
に変わりま

す。また、保険証の裏面には、
「臓器提供意思表示欄」を設けて
います。

現在の保険証

新しい保険証

（一般被保険者）

（一般被保険者）

さくら色

若竹色

●臓器提供意思表示欄の記入は任意です。記入を義務づける
ものではありません。
●臓器提供意思表示欄を他人から見られないよう、保護する
ためのシールを総合窓口
（両庁舎）
に配置しています。

問い合せ

保健課（東脊振庁舎） TEL 37-0345

▲

●期日 ３月1日 8:00〜11:30
●場所 吉野ヶ里歴史公園東口
大型駐車場
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ご注意ください

●受付 保健課
（東脊振庁舎）

【持っていくもの】
・母子健康手帳
・予診票(お持ちでない場合は、
きらら館及び医療機関窓口に
あります）
問い合せ

3月下旬に
「保険証」を簡易書留で郵送します
国保加入者のみなさん

退

退

現在の保険証
（退職被保険者）

新しい保険証
（退職被保険者）

さくら色

若竹色

保険証の色は、
今後も年度ごとに変わります。
[注]退職被保険者：厚生年金や共済年金の受給資格者と
その家族
（65歳未満）
YOSHINOGARI 8

吉野ヶ里町日々雇用職員
(看護師・栄養士)の募集

平成26年度聴覚障害者
（ろうあ者）
巡回相談

ピアカウンセリング

佐賀県聴覚障害者サポートセンターでは、
聴覚障害者の悩みや色々な問題等について専門的に相談を受け、
支援でき
る相談員を配置しています。
下記の日程で出向き、
より身近なところで巡回相談をろうあの人を対象に行います。
相談者
と同じ障害を持つ相談員が相談に対応することにより、
適確な助言やサポートを受けることができます。
・相談員には守秘義務があります。
安心して気軽に相談に来ませんか。
・中村相談員
（ろうあ者）
が責任を持って相談を受けます。

日
程：３月10日（火） 10:00〜16:00
場
所：三田川庁舎 １階第１相談室
費
用：無料
問 い 合 せ：福祉課（東脊振庁舎）TEL 37-0343
佐賀県聴覚障害者サポートセンター
佐賀市白山二丁目１−12 佐賀商工ビル４Ｆ
ＴＥＬ 40-7700 ＦＡＸ 40-7705
開館時間 ９:30〜18:00（水曜日９:30〜20:00） 休館日：木曜日、祝日、年末年始

吉野ヶ里町体育協会職員募集

吉野ヶ里町に献血バスがまいります（400ml献血）
皆様のあたたかいご理解とご協力をお願いします
◆日時・場所 ３月13日
（金） 9:00〜12:00
13:20〜16:00
東脊振健康福祉センター
「きらら館」

（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）

消防団は、
それぞれ仕事を持ちながら、
「自分の地域は自分たちで守る」

◆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。
問い合せ

相談は無料です。
杠 繁美 日本行政書士会登録番号
05410974

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。
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が集まる消防機関の１つです。
消防団員は、
火災発生時の消火活動、
地震や風水害などの災害発生時の
救助・救出活動、
警戒巡視、
災害防御活動などに従事し、
地域住民の生命や
財産を守るために活躍しています。
また、
平常時においても訓練、
防火指導、
広報活動など防災力の向上や地域に密着したコミュニティ活動などに
「地
域の防災リーダー」
として重要な役割を担っています。

土・日・祝も営業
（不定休）

予約制 まずお電話を！担当：飯田恵子
◆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欲しい」経験者の方
一人一人に合った
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

ご指導をしますので
安心です！楽しく
アットホームな教室です。

︵有料広告︶

︵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
ゆずりは

という精神に基づき、地域の安心・安全を守るために活躍している人たち

佐賀県赤十字血液センター 業務課 TEL32-1011

・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）

町体育協会では、
４月からの職員を募集します。
●必要書類 履歴書
（写真を添付）
●募集期間 ３月20日
（金）
まで
●募集人員 １名
●雇用期間 平成27年４月１日〜平成28年３月31日
（１年間）
●雇用条件 月12日程度 １日７時間45分
日額 6,100円 社会保険なし・雇用保険あり
●応募先・問い合せ 社会教育課(中央公民館内) TEL 37-0340

消防団員大募集

18歳〜64歳

◆献血可能年齢

●応募資格 看護師
（准看護師を除く）
・栄養士の資格を持つ人
●応募人数 資格ごとに若干名
●職務の内容 健康診査、
健康相談、
訪問指導などの保健予防業務
●勤務場所 吉野ヶ里町東脊振健康福祉センター
「きらら館」
●雇用条件 保健予防業務の日々雇用職員として登録し、
平成27
年度中に町が実施する保健予防業務のうち指定され
た日のみ勤務します。
●応募方法 随時
履歴書
（写真添付）
と資格を証明する書類の写しを保健課健康づくり係
（きらら館）
に持参してください。
●応募先・問い合せ 保健課健康づくり係
（きらら館内） TEL 51-1618

吉野ヶ里町消防団では、
男女を問わず消防団員を募集しています。
団員の資格要件
（１）
吉野ヶ里町内に居住する人、
または勤務する人
（２）
年齢18歳以上の人
団員の待遇
（１）
活動に必要な被服は貸与します。
（２）
活動中に負傷した場合は、条例に基づき補償されます。
（３）
報酬・出動手当が支給されます。
（４）
勤続５年以上の退団者には、
退職報償金が
支給されます。

申込み・問い合せ

総務課

交通防災係（三田川庁舎）

TEL 37-0330
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カレンダー
日

平成27年

月

１

火

８

●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

９

16

22

29

金

５

●消費生活相談
【詳】
●女性のための相談日

６

●時間外交付
三田川庁舎総合窓口係
17:15〜19:00
（要予約）

MARCH
土

７

●リサイクルセンター開館
きらら館北車庫
8:30〜17:00

●行政・人権相談

ふれあい館相談室
13:30〜16:00

11

17

18

●総合窓口延長開庁
三田川庁舎総合窓口係
17:15〜19:00

木
東脊振庁舎第1相談室
10：00〜16：00

10

24

23

●定期健康相談

25

12

13

14

19

20

21
●リサイクルセンター開館

●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）

●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）
●ふれあい大学
きらら館
10:00〜11:30

26

●消費生活相談
【詳】
●総合窓口延長開庁
三田川庁舎総合窓口係
17:15〜19:00
●２か月児相談

●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
●１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

31

30

●定期健康相談

●総合窓口休日開庁
三田川庁舎総合窓口係
9:00〜12:00

４

●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）
●ふれあい大学
中央公民館
９:30〜11:00
●２歳６か月児相談

●定期健康相談

●総合窓口休日開庁
三田川庁舎総合窓口係
9:00〜12:00

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）

●定期健康相談
●ワン・ツー体操

15

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

３

●総合窓口延長開庁
三田川庁舎総合窓口係
17:15〜19:00

＊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11月生

13:15〜13:30

きらら館

平成26年８月生

母子手帳・バスタオル

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)

12か月児相談

11
（水）

13:00〜13:15

きらら館

平成26年３月生

母子手帳

２歳６か月児相談

17
（火）

13:00〜13:15

きらら館

平成24年７・８月生

母子手帳・健康相談票

２か月児相談

26
（木）

13:00〜13:15

きらら館

平成27年１月生

母子手帳・バスタオル

１歳６か月児健診

27
（金）

13:00〜13:30

きらら館

平成25年７・８月生

母子手帳・健康診査票

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

３月21日
（土）
３月22日
（日）

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）TEL51-1618

よしのがリサイクル
新聞 雑紙
11,050 9,540

シュレッダー
150

４月５日
（日）
４月12日
（日）

なかしま整形外科クリニック 橋本病院
神埼市神埼町本告牟田
神埼市神埼町本堀
TEL51-1430
【整外】 TEL52-2022 【外・内・胃・整】

紙パック
260

トレイ
175

アルミ缶
800

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
370
815
65
1,410

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）
●３月の開館日

【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

（１月搬出分・単位kg）

ダンボール
3,410

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 ３月１日
8:30〜17:00

売却金額
209,951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

しらいし内科
神埼病院
神埼市神埼町城原
神埼市神埼町田道ヶ里
TEL52-3145 【外・整外・胃】 TEL52-3848
【内・循】
橋本病院
松本医院
神埼市神埼町本告牟田
吉野ヶ里町三津
TEL52-4185
【内・小】 TEL52-2022 【外・内・胃・整】
ひらまつふれあいクリニック 福嶋内科医院
神埼市千代田町境原
吉野ヶ里町吉田
【内・胃】 TEL44-2141
TEL51-1110
【内・小】
福嶋内科医院
目達原整形外科
神埼市千代田町境原
吉野ヶ里町吉田
【整外】 TEL44-2141
TEL52-3717
【内・小】

３月29日
（日）

こどもの個別予防接種について

【内】

環境課（三田川庁舎）TEL37-0335（直通）

まちかど ズーム
（株）ヤマコ工場増設
立地協定締結式
２月6日
（金）
、
株式会社ヤマコ
（代表取締役
社長 水野良彦）
と吉野ヶ里町は、
同社の冷
凍倉庫及び新工場建設に伴う立地協定を締
結しました。
同社はコンビニエンスストアで販売されて
いるおにぎり等の海苔加工を手掛けており、
生産拡大を目的に増設されます。
来年９月の
操業に向けて今年４月から着工し、
約50名の
新規雇用を計画されています。

第８回文化講演会
２月７日（土）、三田川健康福祉センター
「ふれあい館」で、元小結で現在はスポーツ
キャスターとして活躍される舞の海秀平さんを
講師に招き、文化講演会が開催されました。
テレビやラジオでは話すことのできない裏
話や現在の相撲界についてユーモアを交えな
がら話され、会場は笑いに包まれました。当時
の新弟子検査でのシリコン注入手術や曙戦で
の「三所攻め」などについても解説され、最後
に「考えるのは良いことだが悩まないこと。明
るく前向き
な気持ちで
挑戦してい
くことが大
事」と締めく
くられまし
た。

アップ

30万円分の
図書券を寄贈
１月13日
（火）
、
吉野ヶ里町区長会の
ご厚意により町内の各小中学校へそ
れぞれ30万円分の図書券を寄贈され
ました。
区長会長の大川正久さん
（坂
本）
は
「将来を担う子ども達のために
役立ててもらえたら」
と述べられまし
た。

いつもありがとう
２月２日（月）、いつも登下校の安全を見守ってくれる老人クラブに感
謝の気持ちを伝えたいと三田川小学校の児童が老人クラブ三田川支部
を訪れ、感謝状とカイロを贈りました。
感謝状を受け同クラブ
の黒木さんは、
「これか
らも児童の皆さんが安
全に通学できるように見
守っていきたいです。通
学時に皆さんから声をか
けてもらったら、なお励
みになりますね。」と話
されました。

東脊振少年野球クラブW優勝の快挙
２月11日（水・祝）、県総合運動場で開催された第24回佐賀県ス
ポーツ少年団駅伝大会で、東脊振少年野球クラブが低学年（４年生
以下）と高学年（６年生以下）の両部門で優勝する快挙を成し遂げま
した。
６年生キャプテンの山口勇大くん（横田）は「チーム全員が“必ず優
勝するんだ”という気持ちでタスキを繋ぎました。日頃のトレーニング
の成果を十分に出すことができてうれしいです。この調子で野球も
“全員野球”を合言葉に優勝目指して頑張ります。」と力強く話してくれ
ました。今後の活躍が楽しみです。
同クラブの活躍
はホームページで見
ることができます。
http://higashisefuri.
89dream.jp/
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アップ

東脊振中学校から４人が県代表に
〜駅伝とお弁当コンクールの全国大会出場〜

１月15日（木）、東脊振中学校の生徒４人が町長の元へ駅伝とお弁当
コンクールの全国大会出場の報告へやってきました。
３年生の大野裕貴くん（永田ヶ里）は、同月18日（日）に広島で行わ
れた「第20回全国都道府県対抗駅伝大会」に出場、
「全国１位の走り
を目指して頑張りたい」と意気込みました。
２年生の後藤舞さん（下三津西）、中島穂花さん（在川）、池田光穂さ
ん（川原団地）の３人は、
「唯一無二」チームとして同月の24日（土）・
25日（日）に東京で行われた「あなたのためのおべんとうコンクール」
に出場されました。３人は「仕事で疲れたお母さんのために」をテーマ
にメニューを考え、
「見た目だけでなく味も一番良いもの」を作りたい
と話しました。

文部科学大臣表彰

税金は何に使われているの？

１月19日（月）、三田川中学校の吉田
喜美子先生が文部科学大臣より優秀教
職員の表彰を受けました。吉田先生の
担当科目は英語で、日々生徒たちの学力
向上のために努力されていて、同中学校
のみならず県内各地の学校で指導され
ています。表彰を受け、吉田先生は「こ
れからも子ども達のために一生懸命頑
張っていきたい」と述べられました。
本町教育の発展に大きく貢献していただいたことに感謝するとと
もに、益々の活躍を期待します。

租税教室が12月18日（木）に三田川小学校で、
１
月22日（木）に東脊振小学校で、
６年生を対象に行
われました。講師を本町の税務課職員が務め、税
金について説明しました。
児童は、まず税金の種類について確認した後、
税金の使い道についてのDVDを観て勉強しまし
た。もしも税金がなかったら、安全・教育・健康な
どの公共サービス受けられなくなることを学び、
税金の大切さを理解したようでした。講師を務め
た職員は「税金が何に使われているのか、無駄な
使われ方をしていないか分かるように税について
勉強しておきましょう」と授業を締めくくりまし
た。
終了後のアンケートでは「生活に欠かせないも
のということがよくわかった」など税金についての
理解が深まった感想が多くありました。

季節に合わせた料理を食べよう

１月29日（木）、ふれあい館で吉野ヶ里町食生活改善推進協議会に
よる「生きがい健康づくり薬膳料理教室」が開催されました。早朝より同協議会員が集まり、老人クラブや健康体操教室の参加
者に薬膳料理を振る舞いました。この日のメニューは、里芋と鶏肉の御飯、蓮根のお焼き、あさりと白菜のスープ、ほうれん草と
松の実サラダ、生姜人参ジュースでした。栄養士の白石愛子さん（永田ヶ里）から「旬の食材を取り入れつつ、自分の体質に合っ
た食べ物を選びましょう」など話していただきながら、美味しく料理をいただきました。
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三田川

児童館
日にち

時 間

だより

開館時間 月〜土曜 ９:30〜18:00

３月の
催 し

問い合せ

三田川児童館 TEL 53-1117

［第75号］平成 27 年３月発行
行

事

対

２・９・23日(月) 11:00〜12:00 マンデイ親子のつどい

象

定 員

材料代

12名

150円

14日(土) 14:00〜16:00 手話教室

小学生以上

無料

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

17日(火) 10:30〜11:30 全国訪問お話し隊がやってくる！ 未就学児親子

申込締切

https://www.facebook.com/pokoapoko

無料

未就学児親子

７日(土) 14:00〜16:00 トレバー先生とお菓子を作ろう！ 小学生以上

申込制

町内在住の未就学児親子 ２組以上〜

無料

25日(水) 14:00〜15:00 環境講座

どなたでも

無料

26日(木) 14:00〜15:00 児童館実行委員発表会

どなたでも

無料

28日(土) 13:00〜16:30 児童館ライブ

どなたでも

無料

定員になり次第

９日(月)

●｢全国訪問お話し隊がやってくる！｣･･･たくさんの絵本をつめた移動図書館車がオープンして、
読み聞かせもあります。
事前に申
し込みをお願いします。
●
「児童館実行委員発表会」
･･･６年生の実行委員の子ども達が、
ダンスを披露します。
見に来てね！
●
「児童館ライブ」
…
『アナ雪をみんなで歌おう』
を計画しています。
当日受付で、
小さいお子さんから出演OK!たくさんの人の起こし
を待ってますよ♪コスプレ大歓迎♡
『ようかい体操第一』
を踊ってフィナーレです。

『自慢の紙飛行機に夢をのせて･･･』
１月６日
（火）
「
、第１回紙飛行機大会」
を行い
ました。
実行委員長
（５年生の男の子）
の開会宣
言の後、
先ず用意した紙で思い思いに一人１機
の紙飛行機を折り、
副委員長(同)の選手宣誓で
いよいよ決戦！です。
エントリーは34機。
場所
は児童館の廊下、
勝負は1回！みんな真剣です。
館内は応援の声や笑顔で大賑わい♪優勝は8ｍ
59cmも飛んだとも君でした。

育児にストレスは、
つきものです。
そんなストレスもちょっとした工夫で、
少しは軽くできるのかも知れません。
支援チームでは、
最も手がかかる就園前の子育てママにインタビューを行い、
その中で育児ストレスの種類と解消法について答えていただきました。

１月29日（木）、支給式がきらら館で行われ、出生祝金を支給された人は次のとおりです。
（11月・12月申請者）

翔（つばさ）
くん

大曲

第4子

川

山﨑 悠樹 様

愛華（あいか）
ちゃん

吉田

第3子

松木 義和 様

晴都（はると）
くん

吉田

大野 洋稔 様

有彩日（あさひ）
ちゃん

岡 慎一郎 様

裕也 様

八谷 翔太 様

心暖（こはる）
ちゃん

豆田

第1子

第2子

瀧本 康一 様

陽登（はると）
くん

吉田

第1子

立野

第2子

平田 智基 様

波都（なみと）
くん

三津

第1子

琥次郎（こじろう）
くん

吉田

第2子

中村 優介 様

奏太（そうた）
くん

吉田

第1子

栞奈（かんな）
ちゃん

吉田

第2子

林

結芽（ゆめ）
ちゃん

吉田

第1子

三好 貴大 様

善心（ぜん）
くん

吉田

第2子

野口 翔平 様

恭司（きょうじ）
くん

大曲

第1子

中森 漢爾 様

昴晴（こうせい）
くん

立野

第2子

吉津はじめ 様

幸太朗（こうたろう）
くん 吉田

第1子

有田 真

琉理（るり）
ちゃん

大曲

第2子

村 隆宏 様

旭陽（あさひ）
くん

立野

第1子

３月のおしゃべり広場

田島 真彦 様

さくらちゃん

立野

第2子

堤

駿利（はやと）
くん

吉田

第1子

志波 拓一 様

悠惺（ゆうせい）
くん

吉田

第2子

円城寺 智 様

志菜（しいな）
ちゃん

吉田

第1子

日 時 ３月11日(水)・25日(水) 10:30〜14:30
場 所 中央公民館２F和室(三田川庁舎西)

知香 様

いの〜!

休日には、夫や実家の母に子ど
もをあずけ、日ごろやれなかっ
たことや、やりたい事をかたづ
けています。

第1子

和孝 様

なんで言
うことき
けな

なんで兄弟で
同時に
泣き出すの…

夫や実家の母に
甘える

石動
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家事や育児を頑張っていても、誰もほめてくれ
ないので、自分で自分をほめるようにしていま
す。私は、スイーツが大好きなので、自分へのご
褒美は、
ちょっとだけぜいたくなケーキです。

私は、ケーキやパンづくりが大好きで、ス
トレスが溜まるとケーキなどを焼いて解
消しています。元気になるために、寝る間
も惜しんでやることもあります。

穂奈寿（ほなみ）
ちゃん

様

プチ贅沢で自分に
ごほうび

大好きなケーキづくりで
充実の時間

おじいちゃんおばあちゃん
甘やかさないで〜
とぐらい
あなたちょっ ！
家事やって
て
を食べ
てご飯 ?
し
う
ど
いの
くれな

生まれてきてくれて

社会教育課 TEL37-0340

私の育児ストレス 解消法

少しは一人
で遊んでよ
〜

副島 雅也 様

（スタッフ）
那須・嘉村・高尾・岡本
宮地・菊川・築地・松延
問い合せ

無料

19日(木) 10:00〜15:00 調理室開放デー

﨑 亮介 様

〜 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

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。

̲<
ない…>
ら
解
か
いてるの
なんで泣
どうしてチャイルドシートに
座ってくれないの〜

お料理の邪魔をしな

いでよ〜

気の合うママ友と
楽しくおしゃべり
子どもをそばで遊ばせながら、気の合うママ友
とのおしゃべりが私にとっての一番の解消法
です。同じ悩みを共有する中で、
「また明日から
頑張ろう！」
と思えてきます。

子育てママのお話を聞いていく中で、
みなさんのストレスの多様さを改めて感じました。
あるママの
「一番大変な時期が、
実は一番かわいい時期なので、
ストレスでとがっていたら
もったいないですよね」
という言葉が印象的でした。
ストレスを感じた時は、
その都度上手に
解消しながら、
子どもとの楽しい時間がすごせたらいいですね。

待って
ま〜す
♥

プチCafé

日 時
場 所

３月18日(水) 10:00〜12:00
東脊振公民館2F和室(改善センター)
YOSHINOGARI 16

★

ハッピーバースデイ ★吉野ヶ里町の宝★

HappyBirthday

【４月号募集】町内在住の４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

なかむら

★

りゅうのすけ

中村 琉之介くん

メールアドレスのQRコードです →

平成23年３月14日生まれ【立野】

【家族からのメッセージ】
４歳のお誕生日おめでとう
☆いつも元気いっぱいの琉之介が大好きだよ♥み
んなでたくさん遊ぼうね。

!

!

!

22.1

!

!
)

!

115
109

!

いけだ

★
るい

池田 琉生くん

平成23年３月16日生まれ【川原団地】
【家族からのメッセージ】
4歳お誕生日おめでとう♡
ちっちゃいけれど、
わんぱくの三男坊!春から幼稚
園入園、
楽しい毎日が待ってるよ♪

たじま

★
ひより

田島 日和ちゃん

平成23年３月９日生まれ【目達原】

!

【家族からのメッセージ】
イーブイが大好きなひより
ちゃん♡４歳のお誕生日おめでとう♪今年の４月
から幼稚園、
楽しみだね☆

!

たかお

★

平成21年３月29日生まれ【横田】
【家族からのメッセージ】
６歳のお誕生日おめでとう
♪４月からは１年生！楽しみだね♡

なかしま

★

平成26年３月15日生まれ【横田】

【家族からのメッセージ】
いつもニコニコ奏大♪み
んな奏大の笑顔が大好きだよ♡いっぱい食べて大
きくなぁれ!!

★ ★
★

中島あおいちゃん

こうた

晃太くん

平成22年３月９日生まれ【大塚ヶ里】
平成26年３月12日生まれ

【家族からのメッセージ】
あーちゃん、
５歳の誕生日
おめでとう！こうた君、
１歳の誕生日おめでとう！こ
れからも仲良くね☆

そうま

平成23年３月31日生まれ【立野】
平成25年３月25日生まれ
【家族からのメッセージ】
永大君４歳、
颯真君２歳の
お誕生日おめでとう！これからも仲良くたくましく
育ってね！

にしむら

ゆうた

西村 悠汰くん

平成25年３月15日生まれ【下豆田】

【家族からのメッセージ】
悠くんお誕生日おめでとう
♡これからも元気いっぱい、
ニコニコ笑顔の悠くん
でいてね！

おかべ

こうのすけ

岡部 航之介くん

平成25年３月24日生まれ【鳥ノ隈】

【家族からのメッセージ】
いつもお姉ちゃんと仲良
しな航之介くん！お誕生日おめでとう♪これからも
元気なこうちゃんでいてネ♡

︵有料広告︶

★
えいた

三浦 永大くん・颯真くん

19 YOSHINOGARI

かなた

りゅうや

尾 瑠也くん

みうら

もとむら

本村 奏大くん
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所または役場年金係に申請してくだ
さい。詳しくは、下記の手続き先まで

町営住宅空き室情報

お問い合わせください。

町営住宅の申し込みは随時受付し

●問い合せ

ています。
担当窓口にお問い合わせください。

TEL 37-0333

年金

住 宅

佐賀年金事務所

平成27年度自衛官等募集案内

対象期間が拡大されました。

●募集科目

国民年金は、
所得が少ないときや失

※祝日、
年末年始等を除く。

FAX 25-7263 E-mail

●相談時間 原則30分程度。被害者

2LDK

5

seisakukan-g@pref.saga.lg.jp

３DK

5

２DK

1

３DK

17

萩原団地

3LDK

2

立野団地

3LDK

4

三神地区汚泥再生処理
センターからのお知らせ

●問い合せ

●毎週土曜日 13:30〜15:30

TEL 0120-389-931

●肥料種類 有機入り汚泥発酵肥料

※祝日、
年末年始等を除く。
●相談時間 原則10分程度

②院卒者試験(一般･飛行)

建設課住宅係(東脊振庁舎)

(成分:窒素5.0％、
りん酸4.3％、
加

らは、
申請時点の２年１ヶ月前の月分

③歯科･薬剤科

TEL 37-0348

里0.6％、
炭素窒素比6.3)

まで申請ができるようになりました。

④医科･歯科幹部

●ご注意ください

●受験資格

※２年１ヶ月前の月分まで免除申請を

①平成28年４月１日現在で、
22歳以上

することができますが、
申請が遅れ

26歳未満の人(20歳以上22歳未満

ると万一の際に障害年金などを受

の人は大卒(見込含)、
修士課程修了

け取れない場合がありますので、
す

者等(見込含)は28歳未満)

づき、
審査を行いますので、
免除が

●予約 TEL 24-3411

販売しています。

申請することができます。
昨年４月か

寄付御礼

TEL 24-3411

●老人クラブへ

●価格 15㎏入り75円

催し

その他

●販売日 毎週木曜日13:00〜
16:00(無くなり次第終了)

知事と県民との意見交換会
を開催します

●販売場所 三神地区環境事務組合

●中島康弘 様 故ケサヨ様(伊保戸)

事務局(神埼市千代田町栁島1290

住民基本台帳閲覧者のお知らせ

番地)

当町の住民基本台帳の閲覧を次の

②平成28年４月１日現在、
修士課程修

県では、
将来目指すべき佐賀県の姿

※100袋以上必要

了者等(見込含)で、20歳以上28歳

とその実現のために、
新しい総合計画

な場合は予約を

ます。

未満の人

づくりをすすめています。

お願いします。

●請求件数 １件

とおり許可しましたのでお知らせし

●請求機関

③専門の大学(見込含)20歳以上30歳

県民の皆さまのご意見を反映した

(国民年金)障害年金受給等で法定免

未満の人(薬剤は20歳以上28歳未

総合計画にするため、
下記の日程で知

一般社団法人 新情報センタ−

除を受けている人へ

満の人)

事が直接県民の皆さまのご意見をお

●請求事由 生活意識に関する調査

承認されない場合があります。

国民年金保険料の通常納付ができる

④医師・歯科医師免許の取得者

伺いする意見交換会を開催します。

ようになりました。

●受付期間

●日時・場所

平成27年度販売分の平板ブロック

①〜③３月１日
（日）
〜５月１日
（金）

※全て３月。
開催時間は1時間30分。

の予約受付

障害基礎年金の受給などにより法
定免除となっている人について、
今年

④２月１日
（日）
〜４月24日
（金）

度から、
保険料を通常納付できる
「納

●試験日(１次)

付申出制度」
が始まりました。

①〜③５月16日(土)、
17日(日)
※17日は飛行要員のみ

納付申出により、
保険料の口座振替

開催日

時間

場 所

12日(木) 19:00 唐津市民会館
13日(金) 19:00

鹿島市生涯学習
センター「エイブル」

や前納による保険料の割引など、
便利

④５月15日(金)

14日(土) 15:00 伊万里総合庁舎

でお得な制度をあわせてご利用でき

●問い合せ 鳥栖地域事務所

16日(月) 19:00 佐賀市文化会館

TEL 0942-83-4077

るようになりました。
●申請方法 どちらも佐賀年金事務

18日(水) 19:30 サンメッセ鳥栖
19日(木) 18:00 三瀬公民館

●閲覧日 １月15日(木)

以上(平成7年1月31日までに生ま
れた日本国籍を有する男女16人)

切り
●規格 30㎝正方形、
厚さ８㎝、
重さ
11㎏、
１枚60円
※ブロックの販売は、
ブロック製造に
係る設備の老朽化による整備費の

︵有料広告︶

無

料

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）

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。

了します。

プレアホール神埼
株式会社 J A セレモニーさが

●問い合せ 三神地区環境事務組合
事務局 TEL 34-6555

※出生数13 死亡数13（１/1〜１/31届出）

●問い合せ 住民課戸籍係(三田川庁
舎) TEL 37-0333

増と肥料の安定供給を図るため、

登録 ・ 年会費

地区(豆田1211番地〜)より20歳

●販売枚数 １世帯150枚まで
※予約数が5,000枚に達し次第、
締め

●まちの面積 43.94km2
●まちの人口（２月１日現在）
男性
7,927人 ( −２)
女性
8,297人（−３）
合計
16,224人（−５）
●世帯数
6,010（ +９）

●閲覧に係る住民の範囲 大字豆田

●受付日時 ４月３日
（金）10:00〜

平成27年度予約受付分をもって終

プレアホール神埼 友の会会員募集中

心当たりのある人は、
ご相談くださ
い。

独立行政法人 環境再生保全機構

①大卒程度試験(一般･飛行)

※申請期間に対応する前年所得に基

佐賀県弁護士会館（佐賀市

中の小路7-19）

●毎週火曜日 17:30〜19:30

野菜などの栽培用に適した肥料を

幹部候補生
（①〜③）

(１月30日現在)

●場所

各種給付を受けることができます。

佐賀県労働局 TEL 32-7193

経済的に困難な場合、
保険料の免除を

●申込み・問い合せ

側、
加害者側は問いません。

石綿による疾病と認定された場合、

弁護士による電話無料相談

肥料販売

業等により保険料を納付することが

みやかに申請してください。

ませんか？

グループ TEL 25-7351

2

中の原団地

国民年金保険料の免除申請ができる

れ、胸が苦しいなどの症状が出てい

空き室(件)

募集

期間がある人へ

ご家族に、肺がんや中皮腫などで
亡くなられた人はいませんか？息切

●毎週火曜日 13:30〜16:00

２DK
川原団地

過去２年間に国民年金保険料の未納

●問い合せ 佐賀県統括本部政策監

弁護士による交通事故専門無料相談

間取り

TEL 31-4191

佐賀年金事務所からのお知らせ

する人は事前にご連絡ください）。
をご覧ください。

その病気、その症状は石綿(アス
ベスト)が原因かもしれません

相談

前参加申し込みは不要、
託児を希望
詳細については、
県のホームページ

入居要件・提出書類など、
詳しくは

住民課年金係(三田川庁舎)

※各会場どなたでも参加できます
（事

選挙人名簿閲覧者のお知らせ
●請求件数 １件
●請求機関 朝日新聞東京本社 世
論調査部
●請求事由

政治・選挙などに関す

る世論調査(調査研究)
●閲覧日 １月28日(水)
●閲覧に係る住民の範囲

第4投票

区の有権者４人
●問い合せ 選挙管理員会事務局(三
田川庁舎) TEL 37-0330

町長交際費支出状況

［平成27年1月］
種
慶
渉
弔
月
累

別
祝
外
慰
計
計

問い合せ

金額
件数
0
０
0
0
10,800
1
10,800
１
32 171,473
総務課（三田川庁舎）

TEL 37-0330

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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デイサービス思ひがけなく久々に
古き友等に出会ひて楽し
吉田
中島
子
温もりを感じる朝はウオーキング
少し延ばして春をさがそう
伊保戸
中島 君子

冬空の梅の古木に頑なに
威厳を示すさるのこしかけ
目達原
向井 初音

テロのこと知らぬがよろし雀たち
明日を信じて草の実探す
目達原
中島 南角

歩きつつ﹁雲にそびゆる高千穂の﹂
口ずさみゆく紀元節の歌
箱川
真木千津子

着脹れの八十路余りの吾なれど
うつつ
人質テロの現を思ふ
下三津東
松本メグミ

ピラカンサの朱実残さず啄みて
庭を飛び去るひよ鳥の声
目達原
中村 悦子

病院に友を見舞へば痛みとれ
笑顔で握手 心安らぐ
上中杖上
渡邊登志子

かじかむ手息吹きかけて袈裟を着け
無心に誦経す寒行の朝
松葉
香月 啓子

降る雪は虚の世を生みて美しき
偽りさえも積み重ねゆく
吉田
香田 春枝

ひよどりに追はれ目白は軒下の
ブーゲンビリアの花かげに入る
立野
土井 敏明

劇場型投資詐欺２

軽自動車等の各種手続き
はお済みですか？
軽自動車税は、
４月１日現在に軽自
動車等を所有している人に納めてい
ただく税金です。

突然
「あなたの名前で社債を購入した」
と電話してくる手口に注意！
事例
１週間前知らない証券会社から
「Ａ社の書類が届いてないか」
と電話が
あった。
「届いてないし、
投資に興味はない」
と言って電話を切った。
再度証
券会社から電話がかかり
「あなたの名義でＡ社の証券を1,000万円買っ
た」
という。
「勝手にそのようなことをされると困る」
と言うとキャンセル
は名義人がするようにと言われた。
Ａ社にキャンセルの電話をしたが、
「明
日でないとキャンセルが成立したかわからない」
と言われた。
心配になり
再度証券会社に電話をしたら
「他の人に言うとキャンセルは無効になる」
と脅された。
（60代女性）

︵二句掲載︶

兄の居ぬふるさとの庭枯木立
兄のかわり甥が鍬もち鍬はじめ
田手
於保 邦枝

アドバイス
●
「あなたの名前で社債を購入した」
などと言ってくる不審な電話は詐欺
です。
相手にせず、
すぐに電話を切ってください。
電話はナンバーディス
プレイの場合は非通知や知らない電話には出ない、
あるいは常に留守
電にし、
必要に応じてかけ直すようにしましょう。
●業者とやり取りをしてしまった場合でも絶対にお金を支払わないでく
ださい。
一度お金を支払うと取り戻しは極めて困難です。
●インサイダー取引になる、
あなたも罪になると脅される場合もあります。
●少しでも不安を感じた場合は消費生活センターや警察に相談してくだ
さい。
●被害に遭う人はほとんど高齢者です。
家族や身近な人は本人や居室の
変化などに気を付けましょう。
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）

遊園地しっぽに付いた待ち時間
福島 英悟

しっぽふる車の音で御主人と
武富 直人

きれいな花二つに割れて悲しくて
上滝 初代

この酒は水割りをして飲もうかな
横手 信江

割安でチラシ見ました店急ぐ
江口 重子

オスプレイ危険遠のく海苔の町
執行 計雄

目が痒い花粉が飛んで春近し
中澤 明久

教育と言いつつ教えられている
牛島 美佐

香

傘をさすしっぽが欲しい帰り道
橋本かの子

割り切って整理整頓ゴミ箱へ
橋本

人の道まだまだ遠く助け合う
多良しずよ

庭の花寒さにたえて四月待つ
原岡 秀夫

寒い中散歩つらいが明日がある
白井みすず

豆まきだ澱んだ空気ぶち破れ
山下麻の葉

大塚美代子

上着脱ぐポーズもとって春を待つ
兵働己登子

会釈する散歩道にも春の風

春と書く何十回も手のひらに
江口カズヨ

●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

軽自動車税には月割課税制度がな
いため、4月2日以降に軽自動車等を
所有した場合には、
その年度は課税さ
れませんが、
４月２日以降に廃車など
をしてもその年度の税金は全額納め
ていただくこととなります。
●廃棄・売買・譲渡した人
●転入・転出した人
●亡くなられた人の名義のままの場合
以上に該当する人で、
各種手続きが
済んでいない人は３月中に済まされ
ることをお勧めします。
●問い合せ
●原付自転車
（125cc以下）
・小型特殊
自動車
…税務課 TEL 37-0334
●軽四輪、
軽三輪、
軽二輪(250㏄以下)…
佐賀県軽自動車協会
TEL 30-8442
●二輪の小型自動車(250㏄以上)…
佐賀陸運支局 TEL 30-7271

吉野ヶ里公園駅コミュニティ
ホール スタッフ募集
●ホール内担当者 ２人
時給750円 勤務時間は要相談
※学生可。
デザインができる人大歓迎
●清掃担当者 ２人
１日５時間程度15日勤務
時給 750円
●勤務時間

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
朝霧に車の音も消されてる

那須 紀子

もう少し頑張れそうな今日の空
中島三千子

芽

凉

晴々とマスクを外し紅を引く
向井 初子

わる者をつぶして世界平和だよ
松尾

ひだまりで私のかげが歩いてる
松尾

小池 喜治

胸騒ぎいつもは無口な子の電話
中島 俊子

悲しみの報道の中梅便り

城野くみ子

履き古しジーンズ最後膝に穴
檜枝 一夫

大根は大根の味つつがなし

真島久美子

焦げるまでトースト焼いて冬ごもり
城野 浩二

沈黙を破る椿の首一つ

あの時の二つ返事はどうなった
西村 正紘

消しゴムが苦笑いする物覚え
真島 清弘

腕まくらなんてのどかな昼下がり
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

下萌ゆる菊の苗株もらいけり
日脚伸ぶ幼児の靴のキユッキュッと鳴り
大曲
井上 春枝

両親の間に立ちて成人祭
本願寺に別れて出会う寒椿
吉田
田中千津子

憂き事はケセラセラなり冬薔薇
座長 桃太郎羽織袴で豆を撒く
吉田
西尾 京子

幸

笹鳴きや耳を澄ませば遠のきて
白梅の仏間に薄き香かな
石動
西牟田紀美子

有明の一湾毎に鴨の陣
ポインセチア窓辺に一人日向ぼこ
豆田
伊東

クルクルと小鳥水飲み四温光
裸木や失うものは何もなし
豆田
井上千代子

萌黄色に椅子カバー換へ春立つ日
梅の香に雨の明るさありにけり
田手
大澤ヨシノ

祖師偲ぶ今日の集いや親鸞忌
落ちて尚受ける大地のやぶ椿
石動
大坪カツヨ

裸木の丸み増しゆく音幽か
春浅しヒコーキ雲の旅続く
吉田
香田 春枝

憂き沈む鯉に三寒四温かな
働いてをらぬ煙突日脚伸ぶ
講師
小浜史都女
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問い合せ
商工観光課
（東脊振庁舎）
TEL37-0350

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。

８:30〜18:30の間(いずれも)
●募集締切 ３月５日(木)18:00
●募集内容 履歴書、
自己PR文
(1000文字以内)
希望者は、
下記のURLからダウンロ

※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）

佐賀県消費生活センター

（アバンセ内）

ードし、
メールで送信してください。
http://www.obuserhythm.com/gu
rley.html
●面接日 ３月８日(日)
●場所 東脊振庁舎会議室
●申込み・問い合せ

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

NPO法人オブ

セリズム E-MAIL gurley@ob
userhythm.com
TEL 090-3334-7645(花井)
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毎年3月・4月は、
異動の多い時期です。
町民の皆様の利便性を図るため、
下記のとおり臨
時窓口業務を実施します。
平成

年

月号

第

号

まちの若き

PR：当店の料理には自家農園で採れた新
鮮野菜を使用しています。
また、
ご予約い
ただければ、ご予算に応じて料理のジャ
ンルを問わずお客様が食べたいものをご
用意できます。

TEL 37-0336

担・い・手

お客様に紋次郎での時間を楽しんでいた
だく。

率よく作業が出来るよ
うに改 善しました︒
働
きやすい環境を作るた
日 々思 索していま
吉
野
ヶ町
里商
町工
商工
編︶
︶ め︑
︵吉︵
野
ヶ
里
会会
青青
年年
部部編
す︒
今回は
﹁やきとり紋次郎﹂
の桶舎さん︒
大将として早朝の市
若くして店を継ぎ︑
昭和 年の創業から今なお
場での仕入れから仕込
地元で親しまれる店を営む桶舎さんに話を聞きま
み︑
調理︑
そして後片付
した︒
けまで︑
すべてを管理し
ているという点では大
変ですが︑
お 客 さ んが
店で楽しいひとときを過ごし笑顔で帰られ︑
またご
来店していただけると嬉しくやりがいを感じます
ね︒
仕事で大事にしていることはお客さんとのコ
ミュニケーションです︒
調理をしているとどうして
も厨房にいることが多くなってしまうので︑
少し手
が空いた時には︑
自ら料理をお持ちして︑
お客さん
との会話を楽しんでいます︒
たまにお酒をいただい
たりもします 笑( ︒)
休みの日は家族サービスで︑
よく旅行に出掛け
ます︒
旅行先での食べ歩きが楽しみです︒
美味しい
料 理と 出 会ったら ︑自 己 流にアレンジして新メ
ニューとして取り入れることもあります︒
今後はジャンルを問わずお客さんの
﹁食べたい﹂
に
応え︑
いろんな料理を提供できるように努めていき
ます︒
これからもお客さんが気軽に入れる明るい店
を続けていきたいですね︒

●経営方針●

桶舎 和英さん
（目達原・42歳）

私が生まれる前からこの店を営んでいた父の影響
もあり︑
小さい頃から将来は
﹁食 ﹂
に携わる仕事がし
たいと考えていました︒
高校を卒業後︑
ホテルの料理長を目指し福岡の割
烹で修業しました︒
厳しい修行で毎日の睡眠時間は
約３時間︒
寝る間を惜しんで調理の技術を身に付け
ました︒
職人の世界に揉まれながら︑
社会人としての
在り方を学びました︒
修業を始めて２年経った頃︑
紋
次郎を継ぐことになり︑
吉野ヶ里町に戻ってきまし
た︒
店で働く傍ら︑
魚の仕
入れや調理について学びた
かったので︑
近くの魚屋で
勉 強させていただきまし
た︒
店を継いでからは︑
季節
に合わせたコース料 理や
本 日のおすすめなどの新
メニューを増やしていきま
した︒
また︑
現 場では業 務
の分担を行い︑
従業員が効

従業員28名 不定休

出身高校
佐賀学園高等学校

住民課総合窓口係（三田川庁舎）
問い合せ

Vol.09

46

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

吉田2946番地58 TEL52-6973

※印鑑や本人確認書類（運転免許証や住基カード等写真
付きのもの）が必要ですので、前もってご確認ください。
※印鑑登録証明書については、印鑑登録証が必要です。
※出生、婚姻、死亡などの戸籍届出は、警備員室での受付
となります。
※臨時の対応となりますので、業務内容によっては手続き
ができない場合や通常より時間がかかる場合もありま
す。
ご了承ください。

109

（三田川庁舎総合窓口）

広報よしのがり

3

協力企業 やきとり 紋次郎
（有限会社 佐賀企画）

【取扱業務内容】
●引越しによる住所変更手続き
（転入、転出、転居）の受付
※ただし、住基カードによる特例の異動は除く。
●印鑑登録
●住民票、戸籍、印鑑登録証明書、税証明書の発行

日】 ３月22日（日） ９:00〜12:00
３月24日（火） 17:15〜19:00
３月26日（木） 17:15〜19:00
３月29日（日） ９:00〜12:00
３月31日（火） 17:15〜19:00
４月 ２日（木） 17:15〜19:00
【場 所】 三田川庁舎 住民課総合窓口係
【期

27

休日開庁・平日時間延長窓口について

詳しくは、事前にお問い合わせください。

