防衛省の補助事業を活用し、南部第３分団第１部に新し
く消防ポンプ自動車が導入されました。これを受け、１月31日
（日）、三田川庁舎で貸与式及び配置式が行われました。
同部では21年ぶりの車両更新となりました。最新機能を搭
載したポンプ車で、まちの安心安全を守ります。
しかし、火災が起こらないことが一番。消防車が出動しな
くていいよう、町民の皆さんの日頃からの火の用心をお願いし
ます。

新ポンプ車を導入

特集

水、緑、そして人が輝く歴史のまち

広
報
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自分たちの町は
自分たちで守る 〜 消防団員 大募集 〜
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自分たちの町は自分たちで守る〜消防団員大募集!!〜

昨年より火災が多発する吉野ヶ里町。
地域に密着する消防団は、初期消火や円滑な消火活動において重要な役割を担っています。
地域の防災に欠かせない存在の消防団。
吉野ヶ里町では、新たな担い手となる団員を大募集しています！

Message１

消防団長より

吉野ヶ里町消防団

陣ノ内

Message２

団長

現場では的確で迅速な救助活動が
可能になります。天災を防ぐこと
はできませんが、それにより引き
起こる災害は私たちの力で防ぐこ
とができます。
現 在、消 防 団 は20、30代 の 割 合
が減り、高齢化が進み、現役団員
も歳を重ねていきます。
普段から地域とのつながりを持
ち、生活している皆さんだからこ
そできることが消防団にはありま
す。自分たちの住む町、家族を守
るために、これからは女性や学生、
企業の皆さんにも、どんどん入団
していただきたいですね。入団を
お待ちしております！

先輩団員より

南部第４分団

本部分団女性部

消防団は先輩の勧めで入団しまし
た。地元の皆が入っており、迷いは
ありませんでした。
諸事多用の中、地元の絆を深める
消防団。懇親会等でも団員達の仕事
等の話もでき、格別のものがありま
す。
８年に一度の馬簾廻しでは、団員
一丸となり練習に臨みます。真剣に
向き合う団員たちの瞳と動作…。そ
の気持ちが活力になり、火災現場で
の機敏な行動に繋がっています。
皆様の「生命・財産」を守る消防団。
諸活動を通じ、様々な経験ができま
す。一歩前に進み “素敵な心の糧” を
共に味わいましょう！

消防団に入ったのは20年前。区長
から声が掛かり、
「少しでも地域の役
に立てれば」と思い入団しました。
女性部の活動は、独居訪問、巡回、
規 律 訓 練 な ど で す。独 居 訪 問 で は、
普段顔を合わせない人から「ありが
とう」
「待っとったよ」の声を掛けて
もらいます。このふれあいが、やり
がいであり、活動の力になりますね。
ぜひ、若い人たちも自分たちの町
の安心安全のため、私たちと一緒に
消防団で頑張ってみませんか？

眞木

2

久昭

消防団は、
「自分の地域は自分た
ちで守る」という意識のもと地域
防災体制の中核的存在として、常
備消防等と連携しながら活動して
います。
ここ数年、東日本大震災や豪雨
災害など、日本中で様々な大規模
災害が発生しています。そのよう
な災害時に消防団が大きな力を発
揮したことで、あらためて消防団
の重要性が注目されています。
消防団員の強みは、地域の特性
をよく知っていることです。危険
箇所や高齢者の住む世帯、安全な
避難場所などの情報をあらかじめ
持っています。これにより、災害

優 副分団長（箱川下分）
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秋山美 子 部長（新宮田）

北部第４分団第１部

山口

亮佑 団員（坂本）

坂本地区に移り住んで１年経過し
た頃、先輩からの入団の誘いもあり、
少しでも早く地域に馴染みたかった
ので、入団しました。
先輩方は気さくな人ばかりで和気
あいあいと活動しています。地域の
安全を守るのはもちろん、地域の皆
さんとのコミュニケーションをとる
良い場ですね。
馬簾廻しでは、団員の皆さんから
の熱い気持ちを受け全力で務めさせ
ていただきました。本番を終え、団
長や地域の方々からも「よかったよ」
と声を掛けていただき嬉しかったで
す。
地域に住む者として果たすべき責
任があると思っています。これから
地域を支えていくのは若い世代です。
私と同世代、20代の団員が増えてい
けばと思います。

消防団の活動
消防団は、消防署と同様に消防組織法に基づき、それぞれの自治体に設置

される消防機関です。地域における消防防災のリーダーとして、平常時・非
常時を問わずその地域に密着し、住民の安心と安全を守る重要な役割を担っ
ています。近年は女性の消防団への参加も増加していて、特に一人暮らし高
齢者宅への防火訪問、応急手当の普及指導などにおいて活躍しています。

全国の消防団数

全消防団員数

女性消防団員

約86万人※2

2,200団※1

佐賀県内
吉野ヶ里町

19,284人
450人

ほとんどの地域に設置

※２

20 〜 30代の団員が圧倒的に少ない。全盛期は団員約133万人中87.7％が20 〜 30代だったが、
現在は約86万人中51.7％（吉野ヶ里町は450人中56.2％）団員の高齢化が進む。

※３

増加傾向。

防

団

の

特

佐賀県内
吉野ヶ里町

432人
26人

▶ラッパ隊

※１

消

約23,000人※3

徴

地域密着性

要員動員力

即時対応力

消防団員は地域に居住、
もしくは地域に勤務

消防団員数は、消防
常備職員数の約５倍

日頃からの教育訓練により
災害対応の技術・知識を習得

平常時の活動

災害時の活動

火災予防啓発活動

消火活動

地域を災害から守るためには住民の防火意識の向上が不
可欠です。火災を起こさないため、地域住民に対して呼び
かけを行います。

火災が発生すると、消防団員は現場に駆けつけ早期消火
に努めます。消火の他に交通整理や周囲への避難の呼びか
けを行い活動全体が円滑に進むようにします。

定期訓練・消防車の定期点検

救助活動

非常時に備え、消防車の装備品の点検や放水訓練を行い
ます。

住宅防火訪問

水防活動
台風や集中豪雨などで、河川の氾濫が起きないように、
土のう積みなどの防災活動を行い、地域の被害軽減に努め
ます。

行事

４月初旬
９月初旬
12月末
１月初旬

入退団式
夏季訓練
年末警戒
出初式

地震や風災害などの自然災害が発生した場合は、地形や
道路網、世帯状況などを熟知した消防団員が救助・救出を
行います。

行方不明者の捜索
夏季訓練

入団資格と待遇
資格
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

行方不明者が出た場合は、地域の情報を熟知した消防団
員が捜索を行い、早期発見に努めます。

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、条例に基づき補償します。
③報酬・出動手当を支給します。
④勤続５年以上の退団者には、退職報償金を支給します。

申込み・問い合せ

総務課

交通防災係（三田川庁舎）

☎37-0330
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少年の主張

少 年の 主 張 大 会
昨年12月12日（土）、中央公民館で吉野ヶ里町青少年育成町民会議
が「第９回吉野ヶ里町少年の主張大会」を開催しました。
多くの来場者の中、町内の小・中・高校生24人が将来の夢、まちづ
くり、いじめ問題など様々な視点から意見発表を行いました。

少年の主張大会入賞者

（敬称略）

小学校５年生の部
最優秀賞 東脊振小学校 上瀧
凜
優秀賞
三田川小学校 古賀 崇晃

小学校５年生の部 最優秀賞
「よりよい人間関係を作るために」
東脊振小学校 上瀧 凜

小学校６年生の部
最優秀賞 三田川小学校 太田 彩花
優秀賞
東脊振小学校 葊瀬 優芽
中学校１年生の部
最優秀賞 三田川中学校 生島 咲希
優秀賞
三田川中学校 大隈 花菜
中学校２年生の部
最優秀賞 三田川中学校 内田 麗奈
優秀賞
三田川中学校
原 麻奈
高校生の部
最優秀賞 三養基高等学校
原
萌
優秀賞
神埼清明高等学校 福岡 里英
優秀賞
神埼高等学校 野田 壮真

▲表彰式の様子
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「えっ、また。」
今 年 の ７ 月 、し ょ う げ き 的 な
ニュースが耳に入ってきました。
中学生が電車にはねられたという
ニュースでした。それも自分から
飛び込んだ自殺だというのです。
あとから、わかったことですが、
原因は、
「いじめ」ということでし
た。最近、このようなニュースを
耳にすることが多くなりました。
そのたびに、わたしは、むねが痛
くなります。なぜ、自殺するまえ
に気づいてあげられなかったのか
と。
わたしは、全国の学校でどのく
らいいじめがおこっているのか気
になって、調べてみました。平成
23年10月に起こった「滋賀県の大
津市での中学生自殺事件」を機に
アンケートが文部科学省でまとめ
られた、平成24年４月から６ヶ月

間の調査結果で、小学校は88,000
件、中学校で43,000件のいじめ認
知件数がありました。さらに、こ
の中で重大事案、つまり、生命や
身体に危険がせまる事案は、小学
校で62件、中学校で170件となっ
ています。自殺をしようとしたり、
自分を傷つけようとしたりするこ
とを考えた人の数です。わたしは、
この多さにおどろくとともに、本
当はもっと多いのではないかと思
わずにいられませんでした。なぜ
なら、このような事件があっても、
なかなか正直に答えることができ
ない人たちもいるのではないかと
予想できるからです。
母にその話をすると、
「わたしが小学生の時や中学生の
時も、いじめはあっていたのよね。
どうしてなくならないのかしら
ね。」
と、悲しそうに話していました。
なぜ、
「いじめ」はなくならない
のでしょうか。
わたしは、よりよい人間関係を
作ることができれば、
「いじめ」を
なくすことができると考えます。
よりよい人間関係は、人を思いや
ることから始まると思います。わ
たしたちは、人間です。どう考え
ても、人の心は読めません。でも、
何か気づいてあげられるのではな
いかと思います。この事件の被害
者 は 、先 生 に 生 活 ノ ー ト を 通 じ
て、何度も死にたいと言っていた

少年の主張
には、気づいたら勇気をもって相
そうです。
「死にたい。」と思うほ
靴をそろえました。恥ずかしさで
談したり、注意をしたりしていく
どの気持ちはどんなでしょう。わ
顔が真っ赤になっているのが、自
ことが大切だと思います。そのた
たしには、想像することさえでき
分でも分かります。そっと、その
めにも、友達や先生や家族、また
ません。どんなにつらかったこと
女の人の顔を見てみると、少し微
身近な人々としっかりとした人間
でしょう。そのつらさに気づいて
笑んでうなずいてくれました。そ
関係を作り、思いやりの気持ちを
あげられる友達はいなかったので
の時、周りにはたくさんの子ども
もって接することが必要です。
しょうか。かれに真けんに話せる
や大人の人たちがいました。その
みなさん。心のアンテナを広げ
友達がいればきっと自殺まではし
人たちに気付かれないように、
て、気づき、声をかけていきましょ
なかったのではないでしょうか。
そっとだまってしかってくれた優
う。そして、みなさんの力で、こ
わたしは、そんな友達の一人にな
しさに気付き、私は胸が熱くなる
の日本からいじめをなくしましょ
りたいと思いました。
のを感じました。
う。
では、いじめをしていた人達は
あの女の人が、あの時しかって
どんな思いで、いじめをしている
くれなかったら、私はまた同じよ
のでしょう。
うな過ちを繰り返していたかもし
わたしは、いじめている人にも、
れません。しかってもらえたこと
小学校６年生の部 最優秀賞
何か理由があるのではないかと考
で、私は自分の行動に対して反省
「しかられることの大切さ」
えています。たとえば、家族・学校・
し、改めることができました。こ
三田川小学校 太田 彩花
友人関係などに悩みがあるのでは
れは私にとって成長の１つだと思
ないでしょうか。だから、
います。しかられた時はどうなる
「いじめはいけません。やめましょ
かとドキドキしましたが、今では
う。」
あの女の人にとても感謝していま
と言っても、いじめをより強く
す。なぜなら、私は変わることが
させてしまうだけだと思います。
できたからです。
い じ め る 側 も 、自 分 の こ と が 分
近頃、近所の人や見知らぬ人に
か っ て も ら え ず 、よ け い に 自 分
しかられることが、昔に比べて少
を追い込んで、いじめをしてしま
なくなったと家の人から聞きまし
うのではないかと考えます。みな
た。昔は、近所の人が第２の親の
さんはどうですか。そんなとき、
ような存在で、悪いことをすれば、
自分の気持ちをコントロールでき
きちんとしかってくれたそうで
あなたは、最近だれかにしから
ますか。いらいらした感情をその
す。しかし、今はほめてくれるこ
れましたか。それは親ですか。先
まま出したい気持ちになりません
生ですか。それともコーチですか。 とはあっても、しかられることが
か。わたしは、そういう人にも気
ほとんどありません。周りの大人
あなたはその時、どう思いまし
づいてあげられる友達の一人であ
がきちんとしかってくれることに
たか。
りたいです。そして、
よって幼い時から
「うるさいなあ。」それとも「し
「どうかしたの。」
かってくれて、ありがとう。」と、 「これは悪い事だ。」
と、相手の話を聞くようにして
と、しっかり認識することがで
思いましたか。
いきたいです。
きると思います。悪いことだと分
ありがとうと感謝することは、
「いじめ」は、いじめる側とい
かっていてもついついしてしま
とても難しいことだと思います。
じめられる側だけの問題ではあり
う、それが子どもです。でも、悪
でも、しかられることは、その人
ません。いじめの事件が起こるた
いことは悪い、とその時にきちん
にとって大切なことではないで
びに、アンケートをとって結果が
としかられることで、
「やっぱりだ
しょうか。
伝えられます。その中で気になる
めなんだ。」と、物事の善悪を判
最近、私はこんな体験をしまし
のは、やはり、そのいじめを見て
断できるようになるのではないで
た。
知っていた人がたくさんいたとい
しょうか。そういう力が幼い時か
私は、水泳を習っています。あ
うことです。それなのに、何もで
ら身に付いていけば、大人になっ
る日、私はプールから上がり、髪
きなかったという事実は、一番の
てから大きな過ちを犯すことが減
の毛をかわかそうと急いで歩いて
問題点だと思います。もちろん、
ることにつながっていくと思いま
いました。その途中でだれかの靴
自分が止めたら今度は自分がいじ
す。つまり、皆さんの一言で、将
をけ飛ばしてしまいました。
めのターゲットにされるのではな 「少しだからいいだろう。」
来の犯罪が減るかもしれないので
いかと考えると、とてもこわいで
私は、あまり気にも留めずに、
す。
す。でも、とめたらやめてくれる
その場を通り過ぎようとし、前を
私は、親にしかられるより、他
かもしれません。一人でこわかっ
見たその時でした。プールに子ど
人にしかられた方が記憶に残りや
たら、友達と一緒に
もを迎えに来ていた女の人と目が
すいと思います。私の経験が正に
「いじめはやめなさいよ。」
合いました。私は、口から心臓が
そうだったからです。だから、私
といえる勇気を持ちましょう。
飛び出るかと思うくらいドキッと
たち子どもが悪い事をしていた
その一言が、１つの命を救えるか
しました。怒鳴られる、と息をの
ら、みなさんでしかってください。
んでいると、その人はだまって、
もしれないのです。
それが、将来の社会を明るくする
靴を指差しました。私はあわてて
わたしは、
「いじめ」をなくす
第１歩につながると思います。
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少年の主張
ると思うよ。」
中学校２年生の部 最優秀賞
そういわれた時、全身に電気が
「私たちの未来」
走り、引き締まった感じがしまし
三田川中学校 内田 麗奈
たが、不安でもありました。その
時は「どうしたらできるの」とい
う思いだけが頭の中を駆けめぐり
ました。２週間後、部活動が終わっ
たあとまた先生と話をしました。
「生島、最近変わったな。プレー
に力が出てきたよ。２年生に勝っ
たときどう思った？２年生の考え
方は生島にとって分からないもの
だったかもしれないけど、少しは
分かったんじゃないか。プレーで
ぶつかった分、気持ちがすっきり
「人の感情は変わらない。」
みなさんは「人権」について深
したんじゃないか。」
それは、私が部活動の顧問の先
く考えたことがありますか。そも
確かにその時の私は、先輩の気
生と話をしたときに、その先生が
そも人権とは、人間が生まれなが
持ちが少し分かっていました。そ
話されたことです。
らに持つ権利のことです。
して気持ちはスッキリしていまし
私は中学生になり、ソフトテニ
しかし、日本にはさまざまな人
た。それは、あんなに嫌な気持ち
ス部に入部しました。何でも初め
権問題があるのが現実です。江戸
になった先輩のことばだったの
てのことだったので、最初は先輩
時代から続く身分差別、部落差別
に、言われるとおりに構えを意識
の言うとおりにやっていました
により今もなお差別に苦しむ現実
することで、打球が強くなったと
が、慣れるにつれて、だんだん自
があることを私は、今年になり社
実感していたからです。また、試
分流のやり方を考えていくように
会科や道徳の時間に学習しました。
合を重ねるにつれて、試合では臨
なりました。そんなある日。
「ちゃ
またニュースを見ても、高齢の
機応変に対応する場面が多く、ペ
んと構えて。」と先輩からきつい
方にたいする暴力、インターネッ
アの人の言ったことを、１回で理
一言がありました。私はちゃんと
トの掲示板での安易な発言、学校
解することはとても重要だという
構えているつもりでしたが、その
だけではなくあらゆる社会で起こ
ことも分かるようになっていまし
後同じ事で注意を受けることが何
るいじめなど身近に人権を軽視し
た。先輩は多くを語らなかったけ
回となくありました。なんだか先
た問題は残念ながら数多くおこっ
れど、とても重要なことを私に教
輩から難癖を付けられているよう
ています。世界を見渡してもHIV
えてくださっていたのです。
な気がした私は、言われないよう
ウイルスに感染している方や外国
先生は「先輩たちの考えを一部
に前より構えを意識しましたが、
人の方への差別、人身売買などた
もう一方で「構えが重要ではなく、 だけでも分かれたということは生
くさんの問題がこの地球にあるこ
島の中にもそれと似た考えがあ
もっと打つのを練習しなければ意
とが分かっています。
るって事だ。自分と共通の考えを
味がない。」という気持ちでいっ
さまざまな問題を考えるうちに
もっている先輩のことを今までよ 「女性への差別問題」について知
ぱいでした。
り身近に感じたんじゃないか。」
また、ボールのことで注意を受
りました。
私はびっくりしました。そして
け た こ と も あ り ま し た 。テ ニ ス
私はそのとき３つのことを思い
同時に、
「これが人とつながるとい
ボールに空気を入れることを教わ
出しました。
うことなのかもしれない」とも感
りましたが、要領がよく飲み込め
１つ目は東京都議会の女性議員
じたのです。
ず、もたもたしていたときのこと
にたいする「ヤジ」のニュースで
人との関わりは、恨みだったり、 す。男性議員が議会の場で女性議
です。
ねたみだったり、嫉妬だったり、
「１回で覚えて。」
員にたいして「子供はうまないの
嫌なことがたくさんあります。し
１回で覚えられるはずがないと
か」と発言したものです。この発
かし、なぜそんなことを言われる
決めつけていた私がいました。先
言にはさまざまな問題が含まれま
のかを考えてみることが大切だと
輩とは分かり合えないという気持
すが、子供をもつかどうかについ
思います。自分のことは自分が一
ちが少しずつ大きくなり、そんな
ては触れるべきでありませんし、
番知っている。私はそう思ってい
気持ちを抱えながら１ヶ月ほどが
発言そのものが女性議員の心に傷
ました。けれど、今は、感情が邪
経ちました。その日は昼休みにユ
をつけるものでした。
魔をして、本当に自分に必要なこ
ニフォームの採寸があり、その時
２つ目は、家庭内の役割分担や
とを見落としているように思えま
に顧問の先生と話をしました。先
その環境についてです。おわりが
す。
生は私が２年生とあまりうまく
ないといわれる家事や育児は、
私はこれからも大きく成長して
いっていないことに気づいておら
ど こ か ま だ 社 会 に は「 女 性 が う
いきたいです。周りの人達に支え
れました。
「先輩だから口では言い
けおうもの」という考えや流れが
られながら。そして時には、私が
にくいと思う。だからプレーで勝
多くあります。育児休暇を例にし
私の周りにいる人たちを支えられ
ちなさい。そのモヤモヤした気持
てみても、圧倒的に女性がとる確
る人になりたいと思います。
ちを力に変えたらもっと強くなれ
率 が 高 い で す 。ま た 、出 産 や 育
中学校１年生の部 最優秀賞
「部活動で学んだこと」
三田川中学校 生島 咲希
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少年の主張
児休暇の取得後、本人には働きた
い意思があっても子どもを預ける
保育園に空きがないために仕事を
やめることを余儀なくされる状況
もニュースで取り上げられていま
す。このような状況があるために
子どもを持つと仕事がこれまでの
ようにできないので、子どもを持
たない選択をする人が増えている
そうで、少子化に加速をかけてい
る社会の問題だといえます。
３つ目に、選挙権について考え
てみました。選挙は明治時代には
じまりました。当時、選挙権を得
るための条件は、25歳以上の男子
で、なお高額税をおさめているも
のでした。その後の条件は変わっ
ていきますが、女性に選挙権が与
えられたのは終戦後で、女性が政
治に参加することができた歴史は
まだまだ浅いのです。歴代総理大
臣を見てみても、すべて男性です。
そして国会議員の比率を見てみて
も、8.1％しか女性議員はいない
そうです。先進国のなかでもこの
比率はとても低いそうです。この
ことから、政治を動かしているの
はまだ男性中心であるといえます。
日本は、憲法やさまざまな法律
で、男女平等や社会参画に関する
法整備を進めています。しかし、
まだまだ解決できていないことや
社会全体で考えていかなければな
らない問題があるのが現実です。
私はその問題解決のために大事
なことは、
「女性はこうであるべ
き」、
「男性はこうであるべき」と
いう私たちのなかにある固定概念
を捨てていくことが大切だと考え
ます。固定概念という名の「鎖」
をほどくことが女性にとって生活
や仕事などを今以上にしやすく
し、政治参加も増えていくはずで
しょう。女性ならではの目線から、
法律や制度が制定されると、さら
によりよい社会を作ることができ
るはずなのです。
私は、私たちの
手でつくる未来
が、本当の意味の
男女平等な社会に
なることを願い、
私たちの意識から
変えていく必要が
あると思います。

高校生の部 最優秀賞
「優しさの輪、笑顔の輪」
三養基高等学校１年
原

萌

朝起きて、家族や地域の人に挨
拶をする。学校で友人とお喋りを
する。私達は毎日、多くの人と関
わり合いながら生きています。
しかしその中には馬が合わな
かったり、苦手だと感じる人もい
るでしょう。そんな人に皆さんは
どのように接していますか？私は
苦手な人にもできるだけ笑顔で接
するようにしています。
ある高校の行事で私がまとめ役
に就く事がありました。しかし、
非協力的な人や文句ばかり言う人
がいたり、なかなかまとめられな
かったりしてイライラしてしま
い、ついにはクラスの子と口論に
なってしまったのです。
お互い悪い所はあったという事
で解決はしましたが、その子とは
しばらく以前のように話すことが
できませんでした。それでも私は、
そのままぎくしゃくした関係でい
たくなかったので、笑顔で挨拶を
したり、積極的に関わるようにし
ました。初めは怪訝そうな顔をさ
れたり、他の友達に「わけわかん
ない」と顔を見合わせたりされて
いましたが、次第にあちらも笑顔
で返してくれるようになったので
す。
互いに刃を向けていても疲れる
だけです。また、関わらないとい
う手もありますが、根本的に解決
とは言えないでしょう。
心とはゴムボールのような物だ
と思います。色や大きさ、柔らか
さも人それぞれで角がいくつも生
えているものもあります。苦手だ
と感じる人はたまたまそのトゲト
ゲした部分しか見えていないだけ
なのだと思います。
また、トゲトゲした部分しか見
えない人にはそのまま、そのトゲ
を包み込むくらいの気持ちで寄り

添ってしまえば、ボールの面に触
れることができます。多少の痛み
は伴うかもしれませんが、それは
ツボのマッサージだと思えば逆に
ありがたいものになるでしょう。
表面が悪く見える人でも、全てが
悪い所ばかりではないのです。
優しい心を全く持っていない人
などいないはずです。４年前の東
日本大震災での事を思い出してみ
てください。東北の人達が「頑張
ろう」と励ましあい、日本中の人
達が「頑張れ」とエールを送り、
さらに国外の方までもが日本の復
興に力を注いでくれました。
にも関わらず、いじめや戦争は
なかなかなくなりませんし、隣国
との関係もまだあまり良くないよ
うです。その原因とも言える、心
のトゲをなくすにはどうすれば良
いでしょう。
それは「誰にでも笑顔で接する
こと」だと思います。もちろん、
それだけで全ての戦争やいじめが
なくなるとは言いきれません。そ
れでも例えば、いじめをしている
人が誰かの優しさに触れて、いじ
めを控えるようになったり、いつ
もピリピリしてる人に笑顔で「あ
りがとう」と言えば、その人も自
分も気分は悪くないはずです。そ
して何より笑顔は伝染します。ま
ずは身近な人、地域の方々へ笑顔
で挨拶することから。2020年に
は東京オリンピックが開催されま
す。日本人の“おもてなし精神”
と融合させて“優しい心と笑顔の
輪”を広げていきませんか？私か
ら皆様へ、皆様から他の誰か、そ
して世界へ―。そう考えると少し
ワクワクしませんか？ではまず私
から。ご清聴ありがとうございま
した。

アトラクションとして、全国
商工会青年部連合主催の「若い
経営者の主張佐賀県大会」に出
場したタケミ電気工事の中島崇
博さんによる意見発表も行われ
ました。
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■ 個人番号カードを申請しよう
○個人番号カードとは、本人の申請により交付され、個人番号を証明する書
類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用でき、また、様々な行政
サービスを受けることができるようになるICカードです。
おもて

ICチップが搭載され、

電子証明書 と アプリ
を格納できます。

うら

おもて面には、住所・氏名・生年月日・性別が記載され、
写真が表示され、身分証明書として利用できます。

うら面には、マイナンバーが記載され、マイナンバーを
証明することができます。

※初回の交付手数料は無料ですが、紛失その他に伴う再交付手数料は有料です。

○個人番号カードでできること

マイナンバーを証明する書類として
マイナンバーの提示が必要な様々な場面で、マ
イナンバーを証明する書類として利用できます。

券面

マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な
場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。
金融機関における口座開設・パスポートの新規
発給など、様々な場面で利用できます。
または

電子証明書

平成29年1月に開設されるマイナポータルへのロ
グインをはじめ、各種の行政手続のオンライン申
請等に利用できます。

電子証明書

を利用

本人確認の際の身分証明書として

券面

各種行政手続のオンライン申請等に

を利用

各種民間のオンライン取引等に
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間の
オンライン取引等に利用できるようになる見込み
です。

電子証明書

を利用

を利用

○広がる使いみち「電子証明書」
電子証明書 を利用できる場面は、これから拡大していく見込みです。
電子証明書 は、次の２種類です。
署名用の 電子証明書
インターネット等で電子文書を作成・送信する際に、利用
します。

インターネットサイトやキオスク端末等にログイン等をす
る際に利用します。

「作成・送信した電子文書が、利用者が作成した真正なも
のであり、利用者が送信したものであること」を、証明す
ることができます。

「ログイン等した者が、利用者本人であること」を、証明
することができます。

電子申請（e-Tax等）
民間オンライン取引（オンラインバンキング等）の登録など

8
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行政のサイト（マイナポータル等）へのログイン
民間のサイト（オンラインバンキング等）へのログイン
コンビニ交付サービスの 利用 など

○こんなに簡単！個人番号カードの申請手続き
郵便申請

黒のボールペンでていねいにハッキリと記入してください

おもて

この部分です

① 「個人番号カード」と、これに搭載される「電子証
明書」の申請が、一枚で行えます。
・「個人番号カード」・「電子証明書」とは
左ページをごらんください。
② もし、記載されている氏名、住所等に誤りや引越しなど
による変更がある場合には

この申請書は使用できませんので、お住まいの市区
町村にご連絡ください。
③ 「電話番号」を記入してください。

日中つながりやすい電話番号をご記入ください。

（この件に関してのお問い合わせに限り、活用させていただきます。）

④ （外国人住民のみ）もし、記載された内容が
お持ちの在留カードの記載内容と異なる場合には

うら

この申請書は使用できませんので、お住まいの市区町
村にご連絡ください。
⑤

点字が必要な方は、□を黒く塗りつぶしてください。

⑥ 「申請日」を記入してください。
⑦

申請者本人が署名するか、記名押印してください。

⑧

顔写真を添付してください。

⑨

電子証明書の発行を希望しない場合には、該当の電
子証明書の□を黒く塗りつぶしてください。

・「電子証明書」とは
左ページをごらんください。
・ご注意
電子証明書は、e-Tax等の電子申請、マイナポータ
ルへのログイン、コンビニ交付サービスなど多様な
サービスを提供するためのものです。
□を黒く塗りつぶす場合には、電子証明書の機能が
搭載されないこととなります。
返信用封筒に入れて送ってください

完了！

⑩

15才未満、成年被後見人が申請を行う場合は、法 定
代理人が、
「代理人記載欄」にご記入ください。

※住所地以外の居所にお住まいの被災者やDV等被害者などは、居所の市区町村に来庁して申請を行うことにより、
個人番号カードの交付を受けることができます。詳しくは、居所又は住所地の市区町村へお問い合わせください。
郵便申請のほかにも、スマートフォンや自宅のパソコン、街中の証明用写真機（できない機種もあります）から申請
できます。詳しくは、通知カード送付時に同封されていたパンフレットをご覧ください。

○カードを受け取りましょう

申請した個人番号カードができたら、役場から交付場所などをお知らせする交
付通知書が申請者のご自宅に届きます。
本人確認書類などをお持ちになり、交付通知書に記載された期限までに、交付
場所にご本人がお越しください。交付窓口で本人確認の上、暗証番号を設定して
いただくと、カードが受け取れます。

問い合せ

住民課 総合窓口係
（三田川庁舎）
☎37-0336

※平成28年2月1日現在、申請してから役場に個人番号カードが届くまで２か月以上の期間がかかっています。
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❖ 学校給食を考える

の責任ある管理体制、食品への安全確
認、行政の指導管理体制が十分であっ

昨年の秋頃から町内の学校給食にポ

たのかが問われる問題です。

リ袋片、ガの幼虫、調理用ポリ手袋、
ボタン電池などが混入、只ならぬ出来

学校給食は、学校毎に給食調理室を

事と判断し原因究明と改善対策を講じ

備えた自校式や共同で行うセンター方

るため長期間の給食の停止を決定しま

式で取り組んでいる自治体が多いなか

した。児童生徒をはじめ保護者の皆様、

で、吉野ヶ里町は合併前より、県から

学校現場、町民の皆様には大変ご心配

の栄養教諭配置ができない業者への完
全委託方式を取っています。保護者からは過去にも

とご迷惑をかけてしまいました。
ボタン電池以外は混入原因が判明しましたが、電
池は未だに警察による捜査でも原因の究明は出来て

給食見直しや給食センター建設の意見は出されまし
たが見直されることはありませんでした。

いません。給食再開を望む声は日増しに増え続けた

今後は、町立の給食センター建設に向けた取り組

ものの、再開するには安全対策が納得いくものでな

みを早急に行っていかねばなりません。それまでの

ければならず、委託企業への改善指示と確認作業を

間は、これまでの完全委託方式を見直し、学校給食

繰り返してきたため長期間の日数を要しました。

をよく理解した管理栄養士を町で雇用し、献立計画

委託企業は外部へ改善指導を依頼、町は独自に食品
衛生管理会社による100項目にわたるチェックをしま
した。また、PTA、教育委員会などによる作業現場

と現場での調理指示を行い、安全面に監視が行き届
いた体制を整えます。
子どもたちに安心して安全な給食を食べてもらい

視察、保健所の改善指導を行ってきました。その結果、

笑顔で美味しいと言ってもらえる給食を目指したい

一定の改善策が確認できたと教育委員会、PTA、学校

と考えています。

長との協議の場において再開することに決定しまし

町民の皆様のご理解とご協力をお願い致します。

た。しかし、２月18日の再開翌日にゴム片混入が発
吉野ヶ里町長

生する事態となりました。度重なる異物混入問題は

多良 正裕

単に原因究明に止まらず、学校給食の在り方、企業

吉野ヶ里町土地改良区

臨時職員募集

吉野ヶ里町土地改良区では、平成28年4月から採用の臨時職員を募集します。
応募する人は、必要書類を3月14日(月)（土、日、祝日を除く）までに事務局（東脊振庁舎２階）へ持参して
ください。
必要書類 履歴書（写真添付）
募集期間 ３月７日（月）～３月14日（月） 17:15まで
・応募者多数の場合は、書類選考及び後日の面接等で選考します。
・暴力団と直接、間接に関与している人は採用できません。
・合格された場合の通知は「内諾」で、正式な通知は総代会議決後（３月末）となりますので、ご了承ください。
勤務地

仕事の内容

募集人員

賃金

勤務形態

雇用期間

休日

吉野ヶ里町役場
東脊振庁舎２階

事務補助

２人

日給6,300円

月15日程度
1日7時間45分

４月～３月

土、日、祝日

申込み・問い合せ
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農林課（東脊振庁舎）

社保 雇保
×

○

☎37-0347

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

種

類

対

ヒブ
小児用肺炎球菌
BCG
４種混合
麻しん風しん
（MR）

象

者

回数

生後２～ 60 か月（5 歳未満）

４回

生後 12 か月まで

１回

生後３～ 90か月（7歳半まで）

４回

１期

１歳～２歳未満

１回

２期

年長児

１回

水痘
１歳〜 3 歳未満
（みずぼうそう）

２回

日本脳炎

３歳～７歳半まで
※平成７年４月２日～平成19年
４月１日生まれの人は20歳未
満まで接種可

３回

２種混合

11 歳～ 13歳未満

１回

問い合せ

保健課健康づくり係 東脊振健康福祉センター内
（きらら館） ☎51-1618

浄化槽の11条法定検査手数料変更のお知らせ
●浄化槽法第11条検査手数料が変更になります。
平成28年4月1日から、以下のとおり手数料が変更になります。
◦20人槽以下の単独処理浄化槽（し尿のみを処理する浄化槽）
現行：4,000円 ⇒ 新料金：4,300円
◦20人槽以下の合併処理浄化槽（し尿と雑排水を合わせて処理する浄化槽）
現行：4,000円 ⇒ 新料金：4,700円
※料金の改定は、平成27年11月24日付で、
佐賀県から承認されたものです。
申込み・
問い合せ

結婚式などで名前を記帳する際にためらったことはありませんか？
少しの練習で見栄えのする名前を書いてみませんか？
期日 3月9日㈬・16日㈬・23㈬ 19：00〜21：00
講師 大坪道子先生 場所 東脊振公民館１階会議室
参加費 無料（筆ペンは各自で用意） 申込締切 3月7日㈪
定員 20人
※申込みは電話、Eメール ※申込多数の場合、抽選
申込み・
問い合せ

東脊振公民館 ☎52-3499
糸kouminkan@town.yoshinogari.lg.jp

有料広告

筆ペン習字講座受講者募集

随 時
入会可

知事指定検査機関
（一財）佐賀県環境科学検査協会
☎22-1733 姉22-1655

パソコン個別指導 生徒さん募集

ケイアンドジェイぱそこん教室

2016.3 広報 YOSHINOGARI

11

Topics
国保加入者のみなさん
3 月下旬に「保険証」を 簡易書留 で郵送します
現在お持ちの保険証の有効期限 平成28年3月31日
新しい保険証の有効期間
平成28年4月1日～平成29年3月31日
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間は 平成27年8月1日～平成28年7月31日までの１年間のため、
こちらは平成28年７月下旬に郵送します。
ご注意ください！

受

付

「転送不可」で郵送するため、郵便局に転送届を出されていた場合でも住所地以外には転送され
ず保健課に返送されます。やむを得ない事情により一時的に住所地を離れる場合は、「送付先変更
保健課（東脊振庁舎）
申請」が必要です。長期に渡る場合は、総合窓口にて転居・転出届をしてください。
「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、
一定期間郵便局で保管し、受取がないときは保健課に返送されます。
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
・総合窓口（三田川庁舎）
学証明書」や「学生証」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
・保健課（東脊振庁舎）
時に窓口で保険証を交付します。
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
・総合窓口（三田川庁舎）
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
・保健課（東脊振庁舎）
しを提出または、郵送してください。
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 税務課（三田川庁舎）
ださい。

保険証の色が変わります
保険証の色が4月から、「若竹色」から「濃いクリーム色」に変わります（今後も年度ごとに変わります）。
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。
●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。
現在の保険証
（一般被保険者）
若竹色

新しい保険証
（一般被保険者）
濃いクリーム色

現在の保険証 退
（退職被保険者）
若竹色

新しい保険証 退
（退職被保険者）
濃いクリーム色

※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）
※平成27年4月より退職者医療制度の
新規適用がなくなりました。ただし、
現在加入している人は65歳になるま
で引き続き退職者医療制度を受ける
ことになります。

国民健康保険の手続きに「マイナンバー」が必要です
マイナンバー制度の施行にともない、国民健康保険の手続きは、書類にマイナンバー（個人番号）の記載が
必要です。手続きの際は、世帯主及び被保険者のマイナンバー（個人番号）を記載してください。
問い合せ
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保健課（東脊振庁舎）

☎37-0345

後期高齢者医療制度
平成28・29年度の保険料率のお知らせ
後期高齢者医療制度は、法律により２年ごとに保険料率を改定することとなっています。
今回の改定では、一人当たりの医療費の増加などにより、保険料率の上昇が見込まれましたが、県財政安定化基
金や剰余金の活用により、前回（平成26・27年度）の保険料率に据え置くこととなりました。
１

保険料の計算方法（平成28・29年度）
保険料は、被保険者一人当たりいくらと決められる「被保険者均等割額」と被保険者の所得に応じて決められる
「所得割額」を合計した額となり、対象となる被保険者全員に納めていただきます。

年間保険料
（限度額57万円）

＝

被保険者均等割額
一人当たり
51,800円

＋

所得割額
被保険者に係る基礎控除後
の総所得金額等×9.88％

２ 所得の低い方等への保険料の軽減
（１）被保険者均等割額
軽減後の額
（年 額）

軽減割合

「基礎控除（33万円）」を超えない世帯で、その世帯の被保険者全員の各所得（年金の場合は、
年金収入から80万円を差し引いた額を使用）の合計が０円となる世帯

5,100円

９割軽減

「基礎控除（33万円）」を超えない世帯

7,700円

8.5 割軽減

「基礎控除（33万円）＋26.5万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯

25,900円

５割軽減

「基礎控除（33万円）＋48万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯

41,400円

２割軽減

世帯（被保険者及び世帯主）の総所得金額等の合計額

（２）所得割額
 所得割額を負担する人のうち、賦課のもととなる所得金額（基礎控除後の総所得金額等）が58万円以下の人
は、５割軽減されます。
３

被用者保険の被扶養者であった方の軽減
 被保険者の資格を得た日の前日に健保組合、船員保険、共済組合などの被扶養者だった人は、
保険料の被保険者均等割のみが賦課され、これが９割軽減（年額5,100円）されます。

４ 保険料の納め方
（１）年金の受給額が月額15,000円以上の人は、次のいずれかの方法により、保険料をお支払いいただきます。
①２か月ごとに支給される年金からのお支払い。
※後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料を合計して、年金額の半分を超える場合は、納付書又は口座振替で
お支払いができます。
②被保険者ご本人、世帯主、配偶者等の方の口座からの「口座振替」によるお支払い。
※保健課後期高齢者医療係でのお手続きが必要です。
※世帯主、配偶者等の口座からのお支払いに変更した場合、お支払いした人は確定申告等により社会保険料控除
を受けることができますので、世帯としての所得税・住民税が減額となる場合があります。
（２）年金の受給額が月額15,000円未満の人は、納付書又は
口座振替でお支払いができます。

問い合せ

保健課 後期高齢者医療係
（東脊振庁舎） ☎37-0345
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Topics
平成28年度

健康ポイント新規登録募集

健康づくりマップ
吉野ヶ里DE

健康ポイント事業とは、健康寿命の延伸を目的に、日頃行っている運動や健（検）診の受診、町主催のイベント等に参加し
てポイントを貯め、貯まったポイントを吉野ヶ里商品券と交換する制度です。
登録手続き～ポイント交換
①窓口にて申請書記入⇒手帳・カード受取り
※窓口：中央公民館・東脊振公民館・きらら館・福祉課窓口・社会福祉協議会
②運動や健（検）診受診日を手帳へ記入
③２月～近くの窓口へポイント交換申請 ※申請に必要な手帳の記入例は広報裏面を見てください。
④３月～商品券引き換え及び新手帳受取り ※平成27年度登録者は、ポイント交換時に自動登録となります。
平成27年度対象事業（平成28年も類似イベントが対象事業となります。）
大会・イベント
いきいき健康収穫祭

教室・講座

10 周年記念

ソフトボール大会

炎まつり

エコクラフト講座

老人クラブ体操教室

聖茶まつり

成人式

漬物教室

ますます元気塾

健康吹矢大会・教室

リアル野球

生け花教室

認知症サポーター養成講座

インディアカ大会

絵本まつり

子育て応援ブック

いきいき健康クラブ

ソフトバレー大会

グラウンドゴルフ

メディカルハーブ教室

食べてみがいて歯っぴい教室

夏ふれあい祭り

地区主催行事

健診結果相談

福祉講座

救急の日イベント

クリーンデー

健康教室（高血圧予防）

介護予防薬膳料理教室

町民体育大会

地区の “ わ ”

さざんか夜覧会

健康教室（食物繊維をとろう）

おんがく健康教室

ロコモ予防教室

太極拳教室

文化祭

楽々セルフケア教室

フラワーアレンジ教室

チャレンジウォーキング

男のための簡単料理教室

親子ふれあいたけのこ祭り

保護者氏名

生まれてきてくれて

ありがとう

高尾

剣志

荒木

信博

1月28日(木）、

德永

伸

支給式がきらら館で行われ、

竹川

満

江口
和田

出生祝金を支給された人は
次のとおりです。

様

出

生

児

地区 ( 大字 )

摘

要

保護者氏名

出

侑愛（ゆあ）ちゃん

立野

第3子

光吉

亮介

様

陽

様

星南（せいな）ちゃん

大曲

第3子

川島

崇史

様

様

絢香（あやか）ちゃん

三津

第3子

橋本

朔也

様

様

雅哉（まさや）くん

吉田

第3子

山本雄一郎

健太

様

椛

（もみじ）ちゃん

吉田

第3子

平山

尚

様

将大郎（しょうたろう）くん

立野

第2子

福田

中川

達也

様

隼斗（はやと）くん

三津

第2子

江頭

馬

李奈

様

日梨（ひより）ちゃん

立野

筒井

義和

様

啓太（けいた）くん

大曲

押方

剛

様

希心（きこ）ちゃん

貞島

健二

様

岡

生

児

（はる）くん

地区 ( 大字 )

摘

要

田手

第1子

大和（やまと）くん

立野

第1子

千歳（ちとせ）くん

立野

第1子

様

紗綾（さあや）ちゃん

吉田

第1子

久隆

様

蒼叶（あのん）ちゃん

吉田

第1子

幸夫

様

琉日（るか）ちゃん

吉田

第1子

尚幸

様

諒亮（りょうすけ）くん

吉田

第1子

第2子

百﨑健太郎

様

悠真（ゆうま）くん

吉田

第1子

第2子

香月

哲平

様

麦

（むぎ）ちゃん

立野

第1子

田手

第2子

平川

恭輔

様

駿

（しゅん）くん

立野

第1子

琉翔（るか）くん

大曲

第2子

伊東

康貴

様

環那（かんな）ちゃん

豆田

第1子
第1子

隆浩

様

信我（しんが）くん

吉田

第2子

井上

修一

様

斗真（とうま）くん

吉田

柿本

湧

様

心結（みゆ）ちゃん

大曲

第2子

大庭

豊樹

様

維月（いづき）くん

三津

第1子

稲益

裕也

様

梓月（しづく）ちゃん

大曲

第1子

大石

修士

様

涼晴（すずはる）くん

大曲

第1子

有料広告
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吉野ヶ里町日々雇用職員(看護師・栄養士)の募集
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

資格ごとに若干人

職務内容

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28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

問い合せ

保健課健康づくり係（きらら館）に持参してください。

保健課健康づくり係
（きらら館） ☎51-1618

高齢者の肺炎球菌予防接種
次の対象年齢者は平成28年３月31日までが接種期間です。
年

齢

平成27年度の接種対象者

接種費用

65歳

昭和25年４月２日～昭和26年４月１日生

70歳

昭和20年４月２日～昭和21年４月１日生

75歳

昭和15年４月２日～昭和16年４月１日生

80歳

昭和10年４月２日～昭和11年４月１日生

85歳

昭和５年４月２日～昭和６年４月１日生

90歳

大正14年４月２日～大正15年４月１日生

95歳

大正９年４月２日～大正10年４月１日生

100歳

大正４年４月２日～大正５年４月１日生

2,500円（接種医療機関の窓口で支払い）

持っていく物

健康保険証・予診票

実施医療機関

佐賀県内の委託医療機関

（事前に予約が必要な場合がありますので、直接、医療機
関へお問い合わせください）

※平成30年度までにひとり１回対象となります。
対象者へは個別通知にてご案内しています。
※ただし、過去に予防接種を受けた人は対象となりません。

問い合せ

保健課健康づくり係
（きらら館）☎51-1618

よしのがリサイクル （1月搬出分・単位：㎏）
新

聞

6,890

雑

紙 シュレッダー ダンボール 紙パック トレイ

7,640

230

アルミ缶 スチール缶 ペットボトル

580
売却金額

190

1,760

ペットボトル
古
キャップ

850

151,299円

125

40

130

着

870

売却代金は、環境教育（子どもたち
や各種団体）や紙紐・花苗購入など
に使用しています。

建設業許可・産業廃棄物・内容証明・車庫証明

問い合せ

等

環境課（三田川庁舎） ☎ 37-0335

有料広告

有料広告

・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

☆吉野ヶ里町リサイクルセンター（きらら館北側倉庫）
●3月の開館日 月～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6日
8:30～17:00
☆南部地区回収所(温水プール北)
●回 収 日 月～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。

相談は、無料です。
ゆずりは

行政書士

杠

しげ

み

繁美

日本行政書士会登録番号 05410974

〒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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開館時間
休 館 日

月〜土曜 9：30〜18：00
日･祝･年末年始

問い合せ

三田川児童館

○0歳から利用できます。就学前幼児は保護者同伴、小学生のみは17:00までの利用です。

三田川児童館だより

☎ 53-1117

【３月の催し】
日にち

時

間

行

事

対

象

定

員

材料代等

申込締切

５日(土)

10:00～16:00

ペットボトル灯籠の絵を描こう！

どなたでも（大人も可）

７日(月)

10:30～11:30

フルーツ親子広場

1,2,3歳児と
保護者

10組程度

無料

定員になり次第

12日(土)

14:00～16:00

トレバー先生と「グリルチーズ
トースト」を作ろう！

小学生以上

12人

100円

定員になり次第

14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(土)

13:30～15:00

手話教室
(リズムダンスとまねっこゲーム)

どなたでも

無料

26日(土)

13:00～16:30

♪児童館ライブ

どなたでも

無料

28日(月)

14:00～15:00

環境講座

小学生以上

無料

31日(木)

14:00～15:00

児童実行委員修了式

無料

無料

●12日／「トレバー先生と作ろう」に参加して、カナダ出身三田川小･中学校ALTのトレバー先生と一緒においしいものを作り
ましょう。
●19日／「手話教室」は今年度の総まとめです。ビンゴゲームでプレゼントをゲットしよう！
●26日／「児童館ライブ」は、
『赤熊太鼓』や、小中学生のピアノ演奏などを間近で聴くことができますよ♪
お母さんやお父さも誘って、みんなでぜひ、来てくださいね♪

りんごのケーキを作ったよ♪

季節の果物『りんご』を使ってケーキ作りに挑戦しました。小学生の子ども達
がグループに分かれ、自分でできることは最後まで自分で取
り組みました。上級生は下級生の面倒をよくみてくれました。
ケーキがキツネ色に焼き上がると、部屋いっぱいにりんごの
甘酸っぱい香りがひろがりました。家族へのお土産もでき、
楽しいクッキングになりました(*^_^*)

図書室だより

開館時間
休館日
問い合せ

東脊振公民館に新しい本が入りました☆
図 書 名
おばけトリックアート 3
おばけめいろにチャレンジ
オニのサラリーマン

著 者 名
グループ・コロンブス
構成・文
富安

陽子

はなかっぱうみのぼうけん

あきやまただし

ショコラとコロン
おかしの家のいたずらクッキー

ふくざわゆみこ

ほねほねザウルス超 ( スーパー ) 図鑑

ぐるーぷ・アンモナイツ
編著

なくしものくじら

初田たくみ

わすれものチャンピオン

花田

おべんとう

鳩子

さとうめぐみ

ちびまる子ちゃんえさがしブック
ともだちみいつけた !

さくらももこ原作

まねっこおやこ

おくむらけんいち

※すべて吉野ヶ里町中央公民館で取り寄せ可能です。
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平日（月～金）９:00～17:00／土曜日 ９:00～13:00
日曜日・祝日
東脊振公民館 ☎52-3499／中央公民館 ☎37-0341

☆図書おすすめ☆

『オニのサラリーマン』 富安

陽子

赤鬼のオニガワラ・ケンは、地獄カンパニーのサラリーマン。毎日、スー
ツでびしっと決めて、満員バスで出勤します。今日の仕事は、血の池地獄
の監視。真っ赤な血の池に浮かんでいる、亡者たちの見張りにつきました
が…。
★相互貸借制度★
相互貸借制度をご存じですか？吉野ヶ里町の公民館図書室に読みたい本
がなくても、県内の図書館から取り寄せて借りることができます。
①公民館に依頼（佐賀県内図書館横断システムで本を検索）。
②本があれば相互貸借を申し込む。
③依頼した図書館から本が届く（配送週３回）。
④公民館より貸出し（配送の関係で貸出期間は２～３週間ほど）。
⑤公民館に本を返却。
※新しい本は一定期間過ぎないと申し込むことができません（各図書館に
よって期間が違います）。

LOVE

平成28年 3 月発行

No.

87

レター

〜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
（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

絵本のちから

社会教育課

問い合せ

絵本はどんなちからを
秘めているの？
そして、読み聞かせの
効果とは？

想像力が豊かになる
想像力は、先を読む力。絵本の中で繰り広げられるストーリーに
より、イメージする力が高まります。

☎37-0340

ぼくの・わたしの

絵本

お気に入り

この本のボード絵本を
買っていて、繰り返し
何度も読んでいます。

子どもへの安心効果
ママの声は、お腹の中でずっと聞いていた、なじみのある声。
そばで声を聴くだけで、とっても安心できるのです。

こころを育てる
読み聞かせ中は、大脳辺縁系という、喜怒哀楽を司る部分が活発に
なり、相手の気持ちを理解し、行動できる心を育ててくれます。
おがた そらくん(10か月)

ストーリーから色々なことを学ぶ
絵本の中には、生きていく上で大切な教訓がたくさん含まれています。
物語を通し疑似体験する中で、社会のルールを学んでいきます。

この子は、この本さえ
あれば１時間でもおと
なしいんですよ。

自信が育つ
スキンシップをする中で、自己信頼感、自己肯定感が育ちます。

幸せな時間の記憶
読み聞かせの時間は、親子の心が寄り添う、密度の濃い時間です。大人に
なってからも、大切な時間としていつまでも記憶に残るでしょう。

読み方に正解はないけれど・・・
・・・こんなことに気をつけながら読みましょう・・・
☆ゆっくり読む（挿し絵を見せながら、理解できるように）
☆膝にのせたり表情を見ながら読む（安心感を与えます）
☆終わった後、感想を聞かない（楽しさが半減します）

はやし ゆめちゃん(１歳２か月)

この子ぼくとおなじ

吉野ヶ里町では、
「絵本」を介して、親と子の「ことば」と「心」が通う、 ゆうちゃんなんだっ♪
かけがえのないひとときを応援するため、ブックスタート事業の中で絵
本のプレゼントを行っています。
また、町の２つの図書室【中央公民館・東脊振公民館（改善センター）】
には約16000冊の蔵書があります。お尋ねになりたいことがありましたら、
司書へお気軽にお声かけください。
町民の皆さまのたくさんのご利用をお待ちしています。

３月のおしゃべり広場

きらきら
日時
場所

３月９日㈬・23日㈬ 10:30〜14:30
中央公民館２F 和室（三田川庁舎西）

プチ café
日時
場所

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

まつもと

ゆうくん(１歳２か月)

2016.3 広報 YOSHINOGARI
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税金は何に使われているの？

子ども達は大はしゃぎ
１月24日（日）、25日（月）の両日、西日本を中心
に記録的な寒気が流れ込み、各地で大雪となりました。
吉野ヶ里町では平野部で10㎝ほど、山間部では約50㎝
もの積雪が確認されました。
25日（月）、町内の小中学校は全て臨時休校になり、
まちかどでは氷点下の気温の中、雪遊びをする子ども
達が多く見かけられました。
苔野地区では、近所の子ども達10人が集まり、大人
の手を借りながらかまくら作りに挑戦しました。
「ス
コップで形を整えるところがきつかった」と話すのは
井上虎之介くん。完成したかまくらは、子ども２人が
入る大きさです。山邉風花さんは「夢が叶って、嬉し
い」とにっこりと話してくれました。

１月28日（木）、本町税務課は東脊振小学校６年生
74人に租税教室を開きました。これは児童に税金の意
味や役割を学んでもらい、社会の一員として税に関す
る正しい知識と理解を深めてもらうために毎年両小学
校で行っています。
町職員が税務課の仕事や税の種類について話した
後、
「税金がない世界」が分かるアニメDVDを上映し、
税金の使われ方や必要性を学びました。他にも１億円
分の札束のレプリカが用意され、児童たちはその重み
を体感しました（写真）。
授業を受け、福島若葉さん（大塚ヶ里）は「税金は
公共施設など社会に必要なもののために使われている
ことが分かった。きちんと納めたい」と感想を話しま
した。

九州地区表彰
～中島茂さん・多良章さん～

ONIWA～SOTO！
FUKUWA～UCHI！?
1月30日（土）、三田川児童館ではみんなで福をつ
かもうと「豆まき会」が開催されました。ALTのト
レバー先生とティスター先生が鬼役を務めて登場。大
きな鬼の姿に泣き出す小さい子もいましたが、みんな
で豆を撒き、厄を払いました。その後、先生たちは
「福の神」に変身、子ども達と一緒にゲームを楽しみ
ました。
先生たちはどちらも
日本の伝統行事「豆ま
き」は初体験だったそ
うです。賑やかな豆ま
き会になりました。
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1月30日(土)
・31日(日)、長崎県大村市で開催さ
れた第58回九州地区スポーツ推進委員研究大会で、中
島茂さん（下三津西・左）、多良章さん（川原団地・右）
が九州地区スポーツ推進委員功労者として表彰されま
した。
この表彰は、長きにわたり地域のスポーツ振興活動
に熱心に取り組み多大に貢献している人に行われるも
のです。中島さんはニュースポーツの普及に、多良さ
んは少年スポーツの推進に取り組まれてきました。
受賞おめでとうございます。

親子でホットサンド作り

みんなで協力！

１月31日（日）、Livingガーリー（吉野ヶ里公園駅
コミュニティホール）で「はさんで焼いて！おいしい
ホットサンドをつくろう！」が開かれ、町内外から約
30人の親子が参加しホットサンドを作りました。
大人は５つ、子どもは３つ、約50種類の具材を組み
合わせたレシピを作成し、パンに具材を挟んでいきま
した。照り焼きが好きという森照瑛くん（11歳・鳥栖市）
はソースを自作し“てりやき鳥サンド”を完成させま
した。山下世楽さん（８歳・神埼市）は、ホットサン
ド作りを振り返り「焼きそばサンドが一番美味しかっ
た。家でもやってみたい」と感想を話していました。
なお、このホットサンドの中か
ら数点がLivingガーリーの軽食メ
ニューとして採用されます。

２月８日（月）、ブリヂストン佐賀工場は三田川小
学校体育館で４年生児童107人に、
「サガントスサッ
カー教室」を開催しました。これは同工場のリサイク
ルパートナー事業の一環で毎年開催されています。
児童たちはペアを組み、ボール運びなどのゲームに
挑戦。どうすればうまくできるかを考えながら取り組
みました。北島羽矢さんは「みんなで協力して試合を
進めることが大事」と授業を振り返りました。短時間
でしたが、児童たちは楽しく充実した時間を過ごした
ようです。

執行政利選挙管理委員長が
総務大臣感謝状を受領
小さな輪がまちのPRに
１月29日（金）～２月２日（火）の５日間、NPO
法人地球市民の会と佐賀県が「TOMODACHI100」
と題しホームステイを行い、中国と韓国の大学生38人
が佐賀県を訪れました。
吉野ヶ里町では４家族がホストファミリーを務め、
吉野ヶ里歴史公園、天吹酒蔵蔵開きや佐賀城本丸など
県内の名所を案内しました。学生たちを受け入れた池
田さんは「この小さな輪が吉野ヶ里町のPRに繋がれ
ば」と述べられました。

２月10日（水）、県自治会館で「国政参政125周年・
普通選挙90周年・婦人参政70周年記念表彰伝達式」が
行われました。
本町では、多年にわたり選挙の管理執行及び明るい
選挙の推進に精励された、町選挙管理委員会の執行政
利委員長に総務大臣感謝状が伝達されました。
執行委員長は、
「長く選挙に従事してきた。夏には
約70年振りの選挙権年齢引き下げとなる初めての参議
院選挙を迎え、若者の政治に対する関心が高くなるこ
とに期待したい」と述べられました。
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きらら館 ・ ふれあい館

グ
トレーニンだよ
り 3 月号
ルーム

１

寒さと暖かさが繰り返されながら、徐々に春の訪
れが感じられますね☆ もうすぐ春本番！！
トレーニングルームで体を動かし、体も心も春を
迎える準備をしましょう♪

春を感じながら ウォーキングで健康 始めましょう♪
ウォーキングは気軽に始められるため、多くの人が実践されているのではないでしょうか。
しかし！効果を出すためにはウォーキングの質＝「運動の強さ」が大切です。

自分のニコニコペースをウォーキングで確認！

歩く速さ（運動の強さ）に応じて脈拍数は変化します。まずは、日頃のウォーキング中の脈拍を知り、調整しな
がらニコニコペースのウォーキングへと調整します。どなたでも簡単に体験できます！

いつでも簡単に
脈拍数がわかる機器を導入
時計型なので着けているだけで
運動中の脈拍数を測定できます♪

ウォーキングマシン
いつでも効果的な速度を確認

×

きらら館には３台設置しています。
速度や角度を調整しながら自分に
合った、効果的な歩く速さ（ニコニ
コペース）が分かります。

毎週水曜日は「ジョギング 何でも相談室」

国際マラソン等豊富な知識と経験を持った指導員が担当！
さくらマラソンまでは残り１か月！ラストスパートで走り抜けましょう♪

時間：17:00～ 予約：不要
内容：ジョギングに関する質問なら何でも受付けます。
※教室形式ではありません。

時間外でも可能な限り、アドバイス致します。

２ レッスン案内
きらら館

ぷちレッスン

３

お仕事 後

短

時

間 、 時間 19:30～19:50
集中的に♪

ふれあい館 30分のミニレッスン

自宅で簡単にできる体操を毎月お届けします！

に

！

今月のテーマは「背中やせ」

○ 呼吸は止めずに行う
○ 動作は、ゆっくり行う
○ 痛みがある時は行わない

椅子に座ってできる
大好評♪

3月は認知症予防の運動を+10分
時間

簡単☆体操 vol.3

自宅で出来る♪

腰痛予防体操

①イスに座り、両足を少し開く
②背中を丸めながらゆっくり体
を前方へ倒していく

10:00～10:30、14:30～15:00

利用案内

日

きらら館
月～金曜日（8:30～21:00）
ふれあい館 月・水・金曜日（8:30～17:00）
※両館ともに祝日はお休み
利用できる人
18歳以上の町民（高校生を除く）
持ってくるもの 運動できる服装、タオル、飲み物、
本人確認ができるもの（初回のみ）
問い合せ 保健課健康づくり係（きらら館） ☎51-1618

3月のクイズ：体脂肪は運動開始後約20分後から燃え始める？
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きらら館、ふれあい館
ともに利用料は

無料です♪

20分以上経過しなくても脂肪は常に使われています

室

（クイズ ×

開

申 ＝申し込み先

問 ＝問い合せ先

お知らせ
過去２年間に国民年金保険料の
未納期間がある人へ

①国民年金保険料の免除申請
国民年金は、所得が少ないとき
や失業等で保険料の納付が困難な
場合、保険料の免除申請ができま
す。
免除申請期間は、申請時点の２
年１か月前の月分まで申請できま
す。
ご注意ください
○２年１か月前の月分まで免除申
請ができますが、申請が遅れる
と障害年金などを受け取れない
場合があります。
○申請期間に対応する前年所得に
基づき、審査を行うため、免除
が承認されない場合があります。
②（国民年金）障害年金受給等で
法定免除を受けている人へ
国民年金保険料の通常納付がで
きるようになりました。
平成26年度から障害基礎年金の
受給などで法定免除となっている
人が、保険料を通常納付できる「納
付申出制度」が始まりました。
納付申出により、保険料の口座
振替や前納による保険料の割引な
ど、便利でお得な制度をあわせて
ご利用できるようになりました。
申請方法
どちらも佐賀年金事務所または
役場年金係に申請してください。
詳しくはお問い合わせください。
申・問
佐賀年金事務所
☎31-4191
住民課年金係（三田川庁舎）
☎37-0333

第44回 花とみどりの市

竹楽器お披露目演奏会

吉野ヶ里バンブーオーケストラ
は、結成20周年を迎えました。現
在、里山の環境整備や竹楽器製作
マイスター養成講座などを行いな
がら、楽器全ての作り替えを目指
して活動しています。
私たちの取り組みや、新しい楽
器の音色を是非聴きに来てくださ
い。お待ちしています。また、演
奏メンバーや活動スタッフも大募
集中です。
日時 ３月20日（日）10:00～11:00
場所 三田川健康福祉センター
ふれあい館 大ホール
入場料 無料
問 商工観光課（東脊振庁舎）
☎37-0350

期間 3月5日（土）～3月27日（日）
開場時間 ９:00～17:00
場所 吉野ヶ里歴史公園臨時駐車場
イベ ント（予定） ①園芸の実演
指導、②モデル庭園展示、③庭
園コンクール、④セリ市、⑤ミ
ニ動物園
問 佐賀新聞プランニング
☎28-2151
町営住宅空き室情報

町営住宅の申し込みは随時受け
付けしています。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

平成28年度（４月～）水泳教室
(スイミングクラブ)生徒募集！

水に慣れることから四泳法ま
で、レベルに合わせ、インストラ
クターが丁寧に指導します。
一年中利用できる室内温水プー
ルで、思いっきり泳いでみません
か？
対象者 幼児・小学生
年会費 2,000円(傷害保険料含む）
月謝
週1回

週2回

週3回

2,500円

4,000円

5,800円

コース

曜

日

時

間

Ａ

水

15:30 ～ 16:30

Ｂ

水

16:45 ～ 17:45

Ｃ

木

16:50 ～ 17:50

Ｄ

金

15:30 ～ 16:30

Ｅ

金

16:50 ～ 17:50

申 ・ 問 吉野ヶ里町体育協会（町民
温水プール内）
☎52-1944

川原団地
中の原団地
(Ｄ棟)
萩原団地

間取り
２LDK
３DK

空室（件）
５
11

３DK

17

４K

３

２月19日現在
申 ・ 問 建設課住宅係(東脊振庁舎)
☎37-0348
町長交際費
平成27年度の支出状況

【平成28年１月】
種 別
慶 祝
弔 慰
激励金
見舞金
会 費
贈呈品
その他
月 計
累 計

件

数

1
1
0
0
0
1
0
3
36

金額（円）
5,000
16,200
0
0
0
10,400
0
31,600
249,040

問 総務課（三田川庁舎）

☎37-0330

有料広告

10.33％
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平成28年

カレンダー
日

Sun 月

Mon 火

Tue 水

1

2

8

9

●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

6

7

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

●定期健康相談
●行政･人権相談
ふれあい館相談室
13:30～16:00

●時間外交付
三田川庁舎総合窓口係
17:15～19:00（要予約）

13

14

15

●定期健康相談

20

27

●時間外交付
三田川庁舎総合窓口係
17:15～19:00（要予約）
●２歳６か月児相談

月

March

Wed 木

Thu 金

3

4

10

11

●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）

●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）
●司法書士相談【詳】
13:00～15:00
●ワン・ツー体操

16

17

●さざんか千坊館休館日
●12か月児相談

●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）

21

22

23

24

28

29

30

31

●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

●時間外交付
三田川庁舎総合窓口係
17:15～19:00（要予約）

Fri 土

Sat

5

●リサイクルセンター開館
（きらら館北車庫）
８:30～17:00

12
●リサイクルセンター開館
（きらら館北車庫）
８ :30～17:00

18

19
●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】
●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

25

26

●１歳６か月児健診

●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】
●時間外交付
三田川庁舎総合窓口係
17:15～19:00（要予約）

※女性のための相談日以外の相談については、福祉課までご連絡をお願いします。 ■問い合せ 福祉課 ☎37-0343

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１４日（月）
9:00～12:00 １３：２０～１６：００
東脊振健康福祉センターきらら館
◆献血可能年齢 18歳～64歳
（60～64歳の間に献血された人に
限り69歳まで可能）
問い合せ

保健行事
行

事

◆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〕 ☎ 32-1011

※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。

名

定期健康相談
４か月児健診
７か月児健診

日（曜）

受付時間

毎週月曜日（21を除く）

９ :00～11:00

１ （火）

場

所

きらら館

対

象

持参するもの

一般町民

13:00～13:15

平成27年11月生

13:15～13:30

平成27年８月生
2歳以上の幼児と保護者

飲みもの(水筒)

平成25年７・８・9月生

母子手帳

母子手帳

バスタオル

ワン・ツー体操

10 （木）

10:20～10:30

2歳６か月児相談

15 （火）

13:00～13:15

12か月児相談

16 （水）

13:00～13:15

平成27年３月生

母子手帳

２か月児相談

24 （木）

13:00～13:15

平成28年１月生

母子手帳

バスタオル

１歳６か月児健診

25 （金）

13:00～13:30

平成26年７・８・9月生

母子手帳

健康診査票

きらら館

こどもの個別予防接種について

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」でご確認ください。
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問い合せ

健康相談票

保健課健康づくり係
（きらら館） ☎ 51-1618

日曜・祝日在宅当番医 【診察時間は 9 時〜17 時】
月

当番医療機関

日
（内）

３月６日（日）

福嶋内科医院

吉野ヶ里町大曲1507-1
☎52-3139

千代田町境原2496-3
☎44-2141

（内・小）
３月13日（日）

（外・内・胃・整）

松本医院

橋本病院

吉野ヶ里町三津751-9
☎52-4185

神埼町本告牟田3005
☎52-2022

（内）
３月20日（日）

（内・循）

おおつぼ内科医院

しらいし内科

神埼町本堀3199-1
☎52-3130

神埼町城原1256-1
☎52-3848

（外・整・胃・内）
３月21日（月）

（外・胃・整）

中尾胃腸科医院

南医院

神埼町田道ヶ里2284-1
☎52-3295

千代田町直鳥808-1
☎44-2777

（内）
３月27日（日）

（内・胃・小）

栗並医院

和田記念病院

神埼町枝ヶ里76-1
☎52-2977

神埼町尾﨑3780
☎52-5521
（内・小・胃）

（整）
４月３日（日）

目達原整形外科

古賀内科

吉野ヶ里町吉田2900
☎52-3717

千代田町境原282-2
☎44-2311

（整）
４月10日（日）

―吉野ヶ里町の宝―

（内・小）

西谷クリニック

なかしま整形外科クリニック
神埼町本堀2934-25
☎51-1430

【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か月前の１日が締め切りです。
◦応募・問い合せ 総務課秘書･広報係 ☎37-0330
kouhou@town.yoshinogari.lg.jp 
いけ だ

池田

る

い

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】
ちっちゃくて甘えん坊でマイペース。
癒し系三男坊、５歳おめでとう♡
大きくなぁ～れ♪

（内・小）

和田医院

もとむら

千代田町嘉納1319-18
☎44-2046

かな た

本村

奏大くん

平成26年３月15日生まれ【横田】
【家族からのメッセージ】
２歳おめでとう！
いつまでも可愛い笑顔でいてね♥
元気に大きくなあれ☆

＝救急医療情報案内＝

夜間や休日に診察してもらえる医療機関を調べたい時

佐賀広域消防局

☎３１−８８９９

い とう

伊東

は

る

晴琉くん

平成27年３月28日生まれ【田手村】

にしむら

西村

ゆう た

悠汰くん

【家族からのメッセージ】
はるくん１歳おめでとう。
はるの笑顔はパパとママの元気の源だよ♡
すくすく元気に成長してね！大好き♡

平成25年3月15日生まれ【下豆田】
うちむら

【家族からのメッセージ】
ゆうゆうお誕生日おめでとう♡
これからも元気いっぱいで、
笑顔のかわいいゆうゆうでいてね☆

ゆ がわ

湯川

内村

な

な

菜愛ちゃん

平成27年３月29日生まれ【横田】
【家族からのメッセージ】
１歳の誕生日おめでとう☆
これからも元気に大きくなってね‼
たくさん遊ぼうね♪

あらし

嵐士くん

平成27年３月２日生まれ【立野】
【家族からのメッセージ】
１歳おめでとう♥
我が家の癒し系あらちゃん♥
これからも元気いっぱい大きくなってね♪
た じま

田島

ひより

日和ちゃん

平成23年３月９日生まれ【目達原】

た なか

田中

あおい

葵ちゃん

平成24年３月25日生まれ【横田】
【家族からのメッセージ】
４歳おめでとう♡
これからもその笑顔で
みんなを癒やしてね♬

【家族からのメッセージ】
５歳のお誕生日おめでとう‼♡
もうすぐ年長さんになるね。
がんばろうね。
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吉野ヶ里町の電話帳
【三田川庁舎】
総務課

☎37-0330

財政課

☎37-0331

企画課

☎37-0332

住民課

☎37-0333

毎週木曜日
商工観光課（東脊振庁舎）
で実施中!
☎ 37-0350

消費生活相談
新聞の先付契約トラブル

相変わらず新聞の先付契約（数年後から始まる購読契約）のトラブルの相談があ
ります。

税務課

☎37-0334

【事例】 Ａ新聞を購読している。今年４月に突然Ｂ新聞が配達されるようになっ
た。契約した覚えはないので販売店に苦情を言った。するとＢ新聞の販売店は契
約書を持参し、昨年４月２日に今年４月から半年間の契約をしていると言われた。
２紙も必要ないので解約したい。
（80代男性）

環境課

☎37-0335

アドバイス

会計課（三田川）

☎37-0337

議会事務局

☎37-0338

（総合窓口）

☎37-0336

【東脊振庁舎】
住民課（総合窓口係）

☎37-0351

会計課（東脊振）

☎37-0352

福祉課

☎37-0343

地域包括支援センター
☎37-0344
（おたっしゃ本舗吉野ヶ里）
保健課

☎37-0345

農林課

☎37-0347

建設課

☎37-0348

ダム事業推進課

☎37-0342

商工観光課

☎37-0350

農業委員会

☎37-0353

【中央公民館】
学校教育課

☎37-0339

社会教育課

☎37-0340

中央公民館

☎37-0341

東脊振公民館

☎52-3499

◦契約する気がない場合ははっきり断りましょう。契約した場合は契約書を保管し
ましょう。
◦訪問販売の場合は契約書を受領した日を含めて、８日間はクーリングオフできま
す。クーリングオフは書面でしましょう。
◦「新聞購読契約に関するガイドライン」では消費者が中途解約を申し出た場合は
丁寧な話し合いと穏便な解決を求めています。
◦経済的な事情が変わる、体調が悪くなる、契約者が介護施設に入所するなどの場
合があります。新聞購読は短期間にし、先付契約は止めましょう。
◦家族で購読する新聞を決めておきましょう。
◦無料の景品につられないようにしましょう。
◦景品は取引価格の８％か、購読料６か月分の８％以下と決められています。

消費生活相談日と場所

相談無料
秘密厳守

（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可能です）

相談受付時間

９：0０～１2：0０

神埼市			
みやき町（北茂安庁舎）
吉野ヶ里町（東脊振庁舎）	
上峰町			

相談受付時間

13：0０～１５：0０

火曜日・金曜日
月曜日・水曜日
木曜日
第２、４金曜日

☎３７-０１０７
☎０９４２-８９-１６００
☎３７-０３５０
☎５２-２１８１

９：0０～１7：0０

佐賀県消費生活センター（アバンセ）毎日

☎２４-０９９９

東脊振健康福祉セン
☎51-1618
ター「きらら館」
三田川健康福祉セン
☎51-1965
ター「ふれあい館」
東脊振幼稚園

☎52-2936

吉野ヶ里保育園

☎52-3024

三田川児童館

☎53-1117

温水プール
☎52-1944
（体育協会）
防災行政無線電話応答サービス
フリーダイヤル
☎0120-603-113
携帯電話等からの通話
☎0952-52-5960

◉まちの面積

４３．99Ｋ㎡

◉まちの人口(2月１日現在)
男

7,950人（±０）

女

8,310人（+14）

合計

16,260人（+14）

◉世帯数
※出生数13

6,092世帯（+８）
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弁護士による交通事故専門無料相談

毎週火曜日

13:30 ～ 16:00

※祝日、年末年始等を除く
相談時間

原則30分程度。
※被害者側、加害者側問いません。
場 所 佐賀県弁護士会館
（佐賀市中の小路 7-19）
要予約 ☎24-3411

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。
●専門相談員と司法書士が面談で応じます。
●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 ･ 問 商工観光課（東脊振庁舎）
☎37-0350（受付 平日９:00 ～ 17:00）

弁護士による電話無料相談

毎週火曜日

17:30 ～ 19:30

毎週土曜日

13:30 ～ 15:30

※祝日、年末年始等を除く
相談時間

☆

原則10分程度。
☎24-3411

編

集

後

記

★

タケミ電気の中島さんが話していた「電力
自由化」。４月からのスタートに向け、最近は
新聞やテレビなどでよく見かけますね。各業
界の商品と電力を組み合わせて販売されます。
例えば、インターネット回線とのセット割引、
他にもガス、太陽光、電気自動車とのセット
割引などが様々。各社の値引き競争が激化し
ていくでしょう。これからは電力会社を自分
で選択する時代。よく考えて選びたいですね。

「電話番号変わった」は元の電話に確認を！

よ

YOSHINOGARI
BUN-GEI

吉 野 ヶ 里 文 芸

歌
俳

句

京子

︵ ※
二句掲載︶

大雪に卑弥呼 咳 してないか

短
麦の芽はいつ知らぬ間に葉を伸ばし

しわぶき

見渡す限り青き野となり

軒の氷柱八十年の凄さかな
（豆田） 伊東
枝の雪落として烏飛び立てり
春枝

雪だるま夕べは眠いか傾ぎおり
（大曲） 井上
新しき季節寿ぎ豆を撒く

里の山母の声あり手毬唄
邦枝

（石動） 大坪カツヨ

雪代に赤い長靴はずみ行く

春来たる成人祝う三代目

（田手） 大澤ヨシノ

大根漬くへの字に曲がるまで干して

冠雪の脊振連山日を返す

（豆田） 井上千代子

東より梅一、二輪咲き初むる

幸

雪しんしん昨日のダルマ又ふとり

（石動） 西牟田紀美子

大雪がどさりと落ちて又落ちる

望楼の天空にあり初景色

（吉田） 西尾

物見櫓雪に埋もるる弥生村

悦子

南角

（箱川） 真木千津子
とうろう

激怒して鎌ふり上げた蟷螂の
霜降るある夜落葉の中に
（目達原） 中島
円型に剪定されし山茶花の
雪こんもりと日傘の如く
さち

（目達原） 中村
恵方巻喰べて今年の倖祈る

初音

君子

敏明

啓子

（上中杖上） 渡邊登志子

福は内、内、鬼は外へと
紫浪師の生誕祭に生徒らの
うた すが

詠む短歌清し冬陽さす部屋
（松葉） 香月
大雪の小雪となりて明るきに
磯靴はきて雪の野歩く
（立野） 土井
氷点下積雪続く朝まだき
届く新聞ありがたきかな
（伊保戸） 中島
振袖の笑顔姿は輝きて
あなた

亡夫の知らない孫成人よ
（目達原） 向井

新築の門に据えあり雪だるま
（田手） 於保
如月の光ゆたかにハーブティ
やはらかに大地揺らして春隣
（吉田） 香田 春枝
鴨の数たしかめてより歩き出す
（講師） 小浜史都女

落ち椿ひとつひとつの冷えてをり

川

柳

祝いごと待つことなしに急ぎ足
横手 信江
初孫の喜ぶ姿うれしいね
大坪サチ子
ひい孫の桜が咲いた志望校
多良シズコ
初孫に就職決まりうれしいな
緒方サナエ
家族みな傘寿の祝いうれしくて
荒木千代子
この年でお祝いもらいうれしいな
寺崎 敏枝
孫からのお祝いもらいうれしくて
佐藤 道子
新年の祝い今年も良い年に
福島 英悟
ご長寿の祝いひ孫も勢揃い
牛島 美佐
もう一寸歩きなさいと娘言う
江口 重子
さざんかに行く前すこし苺詰め
材木フサエ
山歩きちょっとつらいが楽しいな
古川多恵子
聞かれてもちょっとのことが出てこない
多良ミズエ
年金でちょっとあまるのおこづかい
筒井アサノ
もうちょっともうちょこっとと酒追加
武富 直人
春ですねあちらこちらと花咲いて
上滝 初代
杖ついて散歩頑張る今日明日
原 ミツコ
焦げ付きのこの頃目立つフライパン
中澤 明久
お祝いにフェレットねだる知らぬふり
三宅 あや
朝が来たちょっと待ってと薬呼ぶ
原 シズヨ
ちょっとだけその一口が止められず
橋本かの子

ちょっとの差ボーダーライン乗り越える
山下麻の葉
男の子ちょっとガマンをおぼえたぞ
原岡 秀夫
大雪が残してくれた風呂修理
橋本
香
新聞がきちんと届く有り難さ
古賀まち子
ただ聞いてみたいだけです春の声
草津 公代
ありがとう初めてふれた胸の内
宮原 信子
倒れても水仙薫る雪の中
那須 紀子
ポケットの奥で耐えてるこぶし二個
大塚美代子
野仏は雪の帽子をすぐ無くす
中島三千子
琴奨菊内助満開土俵沸く
向井 初子
早春賦口ずさみつつ川のぞく
平川富美子
川の字に孫と寝る夢いつ叶う
大塚 則子
頑張るよ筋力気力ある限り
角田 幸美
産卵にふるさとの川まざす意志
中島 俊子
ケイタイが公衆電話とっぱらい
檜枝 一夫
高望み天神様も困り顔
小池 喜治
どん底の底はジャンプをする所
城野くみ子
迎え撃つ老いにきびしい花ごよみ
城野 浩二
手の平の温度で発芽する景色
真島久美子
娘より嫁が不休で看てくれる
西村 正紘
大雪の服装まるでテロリスト
真島 清弘
コーヒーのおかわり春はすぐそこに
真島美智子
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まだされていない方は、下記を参考に手帳の最後のページに
必要なことを書いて、印鑑持参の上、中央公民館・東脊振公民
館・きらら館・福祉課窓口に手帳・カードを提出してください。

第 121 号

受診した項目の右側に
受診年月日を書きま
しょう！この表にない
項目は空いているとこ
ろに書きましょう！

平成28年３月号

ポイントを集計し︑獲得ポイントを
書きましょう！

広報の14ページの対象事業
を見て、参加したイベント・
教室を書きましょう！

吉野ヶ里町広報紙（毎月 1 回発行）

（平成27年度分の申請締め切りは、平成28年3月31日（木）までです！

広報よしのがり

健康ポイントの商品券への交換手続きはお済みですか？

毎月行ったウォーキング
やランニングの距離数、ま
たはスポーツの回数を集
計してを書きましょう。

ウォーキング20km
バレーボール4回
32

33

まちの若き

VOL.21

担・い・手

（吉野ヶ里町商工会青年部編）

今回はタケミ電気工事の代表取締役である中島崇博さ
ん。親の仕事を継ぎ地域密着型店舗として、お客さんの要
望に応えるべく奔走する中島さんに話を聞きました。

むね ひろ

（立野･36歳）
昭和54年11月生まれ
出身高校

タケミ電気工事

住
所 石動2967番地2 ☎52-9645
業務内容 電気工事全般（住宅・店舗・工場等の屋
内外配線）、テレビアンテナ、オール電
化、太陽光発電、蓄電池の各種工事
従 業 員 ２人
経営方針 電気を通じて地域・社会に貢献する

●PR●

電気の事でお困りの際にはお気軽にご連絡ください。

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 321番地２

有限会社

神埼高等高校

TEL 0952
（37）
0330
FAX 0952（52）6189
http://www.town.yoshinogari.saga.jp/

崇博さん
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今
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ま
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自
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電気の
由にし
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するた
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めに他
うと思
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い帰郷
電
気店に
現場の
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武者修
間取り
行に行
や建築
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方法は
ージし
様々で
て配線
す。利
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や工事
、仕上
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方法を
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できる
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編集・発行／吉野ヶ里町総務課

なか しま

中島

協力企業

登録番号と氏名を書き
ましょう！

