水、緑、そして人が輝く歴史のまち
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12月13日（火）、吉 野ヶ里 保 育 園で餅つき大
会が行われました。園児たちは、かまどで蒸した
もち米を、かわりばんこについていきました。つき
たての餅はあんこ餅に。園 児たちは餅を頬 張り
「おいしー！」とにっこり。楽しい貴重な体験となり
ました。

つきたておもち おいしいね

年男・年女 新春メッセージ
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特 集 Feature articles

平成29年

年頭のご挨拶

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
日頃より町の行政運営に対し深いご理解
とご協力・ご支援を賜り感謝いたします。
平成29年は「第二次吉野ヶ里町総合計画」
を策定する大切な年となっています。
昨年を振り返りますと、活力ある町づく
りでは7月に吉野ヶ里歴史公園北口がオープ
ンし新たな賑わいをみせています。また、
佐賀東部工業団地内への企業の進出や既存
企業の大規模な施設増設などにより新たな
雇用の場を確保することができました。
住み良い環境づくりにおいては、デマン
ドタクシー（乗り合い）の運行を９月より
はじめ、現在では約500人に会員登録をいた
だいています。子ども子育て支援では、き
らら館内に利用者支援事業「ノイエ」を
オープン、子育て中のお母さんの情報交換
の場として活用いただいています。また、
これまで手狭であった放課後児童クラブの
施設を両小学校の敷地内に建設中で新年度
より利用できます。加えて今年ファミリー

サポートセンターが整備されます
と一連の子育て支援の体制が整うこ
とになります。
今年は、長い間ご不便をお掛けしており
ました、三田川小学校前の町道工事、全国
でも数少ない大規模な集落排水事業と公共
下水道の統合工事が完了し企業誘致などが
有利になります。
更に、新たな工業団地用地の確保や子ど
も達に安全な給食を提供するための学校給
食センター建設に向けた取り組み、農産物
加工所を備えた「ふれあいセンター」建設
など「活力・変革・スピード」のもと「元
気な町であり続けるための施策」に取組ん
でまいります。

吉野ヶ里町長

多良

正裕

み ん な で 語 ろ う ！ 未 来 の ま ち づ く り

吉野ヶ里 “ ie-café ””で
で
語り合いませんか？
（家カフェ）

吉野ヶ里町では平成28年度、平成29年度におい
て、平成30年度から始まる10年間の町の将来像を描
く総合計画を策定します。みなさんのまちへの思い、
まちづくりのアイディアを計画に反映するため、未来
の吉野ヶ里をみんなで語る「ワールド・カフェ方式」
によるワークショップを実施します。
応募資格 吉野ヶ里町の未来について、一緒に語り合っ
てくれる人！吉野ヶ里の “ie-café” は、どなたでも
参加いただけます。吉野ヶ里町外にお住まいの人の
参加もお待ちしています!!
テ ー マ 『みんなで語ろう！未来のまちづくり〜吉
野ヶ里町が“元気なまち”であり続けるために〜』
※上記テーマで課題やできることについて、自由に
語り合います。
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会
場 きらら館
日
程 １回だけの参加、途中参加も大歓迎です！
応募方法 名前、年齢、住所、電話番号、メールアド
レス、参加希望日、託児希望の有無を記入し、企画
課まで提出。持参、郵送、電話、FAX、Eメールな
どいずれでも構いません。
締め切り それぞれの開催日の１週間前まで
第１回

１月21日（土）

第２回

２月 ４ 日（土） 10:00〜12:00

第３回

２月25日（土）

問・申

〒842-8501 吉野ヶ里町吉田 321-2
企画課企画係（三田川庁舎）
☎37-0332 FAX 52-6189
kikaku@town.yoshinogari.lg.jp

行政トピックス

平成30年度課税分の町県民税から医療費控除の
特例【スイッチOTC薬控除】が創設
町県民税について、平成30年度課税分（平成29年
所得分）より所得控除に医療費控除の特例が追加さ
れます。
次の（１）から（５）のいずれかを受けている人
が、平成29年1月1日から平成33年12月31日までに
「スイッチOTC薬」の購入費について年間1万2千
円を超えて支払った場合は、その支払った費用（年
間10万円を限度）のうち1万2千円を超える額を所
得控除できる特例が設けられました。この特例を受
けるには、所得税の確定申告または町県民税の申告
が必要となります。

「確定申告のお知らせ」は、１月20日（金）以降
の発送となります。

税務課（三田川庁舎）

☎37-0334

（１）特定健康診査
（２）予防接種
（３）定期健康診断（事業主健診等）
（４）健康診査（人間ドック等）
（５）がん検診
なお、医療費控除については、本特例か従来の医
療費控除のどちらか一方のみ適用を受けることがで
きます。
※ス イッチOTC医薬品とは…医師の処方が必要
だった医療用薬品から転用された、薬局などで購
入できる医薬品です。対象医薬品については厚生
労働省のホームページをご参照ください

本年から、申告書の送付は行いません
平成28年分の確定申告から、次の「送付物が変更
される人」に該当する人には、申告書の送付に代え
（注１）が送付されること
て、
「確定申告のお知らせ」
となります。
確定申告に来られる際は、
「確定申告のお知らせ」
を持参してください。

問

問

鳥栖税務署

☎0942-82-2185

送付物が変更される人
確定申告書が送付されていた人のうち、平成27年
分の「所得税及び復興特別所得税」又は「消費税及
び地方消費税」の確定申告書を次の相談会場で書面
により提出された人
◦地方公共団体による相談会場
◦青色申告会、税務相談所による相談会場
◦税理士会による無料相談会場

（注１）
「確定申告のお知らせ」

とは、確定申告書の「受付期間」
「納
期限」
「 予定納税額」等の確定申告書の作成に必要な情報
を記載しているはがき又は通知書です。

見

本
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全種目１位を目指す

多くの人に 平成5（1993）年生まれ
喜んでもらうために

長瀬

山下

平成17（2005）年生まれ

颯真さん

（衣村）

僕の今年の目標は少林寺拳法の佐賀県
大会の全ての種目で１位になることで
す。昨年の県大会の組演武では、今まで
勝っていた相手に敗れ、３位でした。と
ても悔しかったです。今年は優勝できる
ように、頑張って練習に取り組んでいま
す。基本に戻って一つ一つの動作を確認しながら、仲間とお互
いの良いところ悪いところを教え合っています。
少林寺拳法は小学１年生の頃から始めました。仲間と一緒に
強くなることができるところが楽しいです。
「組演武」という種
目は、二人一組で攻めと守りの形を披露します。一緒に練習し
た仲間と完璧に形ができた時は嬉しいです。また、武道だけで
なく、考え方も学べるところも良いです。少林寺の教えで好き
な言葉は「力愛不二」です。力だけでは暴力、愛だけでは人を
助けることができないという意味で、ただ強いだけではダメな
んだと思いました。少林寺拳法を始めて、友達も増えたし、自
分に自信がつきました。体は小さいけれど、心は大きくなった
気がします。
少林寺拳法がとても好きで、たくさんの人にやってみてほし
いとも思います。世界に広めるのが僕の夢です。そのためには、
まず自分が強くなって結果を残すことが大事だと思います。全
ての種目で１位になれるように頑張ります！

年男・年女
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昭和20（1945）年生まれ

39年の締めくくり

趣味に勤しみ楽しい日々を

原

中島

よし子さん

（横田）

今年で39年間勤めた保育園を退職しま
す。最後の１年、子ども達の成長を見守
りながら、みんなの仕事が上手くいくよ
うにサポートをしていけたらと思いま
す。
小さい頃から人の面倒を見るのが好き
だったこともあり、保育士になりました。現在も勤めている保
育園に就職。ただ当時は、保育園が立ち上がったばかりの２年
目でした。経験豊富な先輩はいなくて、いるのは私を含めた同
世代の先生６人。何をやるにもどうしていいかわからず、よく
話し合いをしたり、視察に行ったりと手探りで頑張りました。
立ち上げ当時から現在まで、苦楽を共にした先生達は家族のよ
うな存在です。
当初から大切にしていることは、個々を尊重すること。少人
数の保育園なので、11人の先生で約60人の子ども達一人一人を
しっかり見ることができます。担任でなくても、先生達は子ど
も達全員のことを把握しています。
51歳の時に大病を患い、３か月ほど入院しました。家族、同僚、
看護師さん。みんなの優しさに触れて、以前よりももっと人を
思いやれるようになった気がします。また、健康のありがたみ
を知り「もうこんな歳になった！」と思っていたのが、
「まだ○
歳なのに」と思うようになりました。
ここ数年で、立ち上げ当時からの先生達全員が退職します。
これから保育園を担っていく先生達を応援しながら、最後の１
年精一杯働きたいと思っています。

広報

（西石動）

昨年４月から介護福祉士として、また
新社会人として働き始めました。年女を
迎えての抱負は、もっと仕事を覚えて、
利用者さんにいろんな形で喜んでもらう
ことです。
介護福祉士になったのは、親友の存在が大きいです。小学校
の頃からの親友は、足が不自由で車椅子でした。元々人の面倒
を見るのが好きなこともあって、何をするのも親友と一緒で、
色んな場面でお手伝いをしていました。高校を卒業後は福祉系
の大学へ進学し、介護福祉士を目指して勉強しました。
現在、久留米のデイサービスセンターでお年寄りのお世話を
しています。10人のスタッフで、１日約40人の利用者さんのリ
ハビリ、食事のお世話、レクリエーションの企画や入浴の介助
など行います。スタッフ同士何でも言い合える職場で、居心地
が良いです。
働き始めて９か月、利用者さんが喜ぶ顔を見るのが一番嬉し
いです。入浴の介助をした際、怖い表情をしていた利用者さんが、
可愛い笑顔を見せて「ありがとう」と声をかけてくれた時は、
とても嬉しかったです。今年は、もっと多くの利用者さんの笑
顔が見られるように頑張ります。

昭和32（1957）年生まれ
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俊子さん （大塚ヶ里）

「輝ける明日を信じて年女」
川柳を始めていつの間にか５年になり
ました。月に１回、先生を囲んで大いに
笑い、時に涙を流し、楽しいひとときを
過ごしています。五七五と指を折って作
句をすることは、頭の体操、心の洗濯に
もなっています。今年は新聞の片隅にでも掲載されるよう、投
句を頑張ってみようかなと思っています。
また、立ち上げから関わったバンブーオーケストラの活動。
最高齢（最初からですが…）の今でも、週２回、みんなの足を引っ
張りながら、楽しく竹楽器を奏でています。今年１月15日には、
20周年記念のコンサートを佐賀市で開催します。ここまでよく
続いたものだと、支えてくれた家族や一緒に頑張ってきたメン
バー達、そして関係者の皆さんに心から感謝しています。これ
からも篠笛の練習を重ねて活動を続けていきたいですね。
長年続けているフラダンス。これも私の元気の一つですね。
同年代の仲間達と励まし合いながらバッチリ化粧して、華やか
なドレスを着てステージに立てることは、やはり若さの秘訣か
なと思います。
趣味が楽しめるのも健康と家族があってこそ。これからも１
日１日を大切にして、地域の人達とも仲良く、楽しく過ごした
いと思います。

年男・年女

新春メッセージ

昭和56（1981）年生まれ

昭和44（1969）年生まれ

笑顔あふれる店づくり

いつも通り、今まで通り

大隈

北島

剛史さん

（立野）

３回目の年男を迎えました。12年前を
思い返すと、独立を目指し、修行先でが
むしゃらに働いていました。やっとの思
いで開店した「まん海」は今年で８年目
になります。年男を節目として、また一
から日々の仕事に向き合い、お客さんの
笑顔あふれる店をつくっていきます。
誰もが気軽に楽しめる店を目指し、私をはじめスタッフ一同
笑顔でお客さんを出迎え、感謝の気持ちを込めて送り出すよう
に心がけています。ちょっとかしこまってしまいましたが、当
店へのお客さんは地元の人がほとんど。
「お客様」というより「○
○さん、久しぶり。最近どがんですか？」と仲良くさせていた
だきたいですね。
美味しい料理を提供することも笑顔あふれる店づくりのひと
つ。新しい料理を創作することも大事ですが、昔から現在まで
続く料理や技術を研究してみようと考えています。
忙しく働かせてもらっている反面、家族との時間がなかなか
取れないのが現状です。そんな中で、４歳と１歳の子ども達か
らは元気をもらっています。二人の笑顔を見ると、私も笑顔に
なります。自分が笑顔でいることが、周りも幸せな気持ちにな
れることを子ども達から学びました。
店も家庭も笑顔で満開。
「まん海」が、地元にとってかけがえ
のない店となれるように、仕事に励みます。

新年あけましておめでとうござい
ます。今回の１月号でも、年男年女
を迎える人たちを取材し、新年の抱
負について話していただきました。
仕事やサークル活動、健康づくり

智子さん

（松隈）

気づけば４回目の年女。過去を振り返
ると、完璧を目指して頑張っていました。
今は、無理せず少しだけ頑張ろうと思っ
ています。
私は無計画の思いつきタイプの性格で
す。最初の就職のきっかけは、ちょっと
給料が良かったので福岡の製薬会社に就職。営業事務ののち、
社内で立ち上がった通販業務で、雇用・営業・広報を学ばせて
もらいました。目新しいことばかりでとてもおもしろかったです。
出産を機に退職し専業主婦をしていましたが、子育てサロン
の立ち上げに加わることに。ママ友達といろんなイベントを企
画し、前職の経験からPR活動を任せてもらいました。
長男の入学時に吉野ヶ里町に戻り、幼稚園のPTA役員を務め
ていたのが36歳の頃。それからしばらくして、レストランを開
くことになりました。元々料理をするのが好きでなのですが、
初めての経営に苦労しました。ある日、いろんなことが重なって、
不満が爆発した時、
「10のうち１くらいうまくいけばいいんじゃ
ない？」と声をかけてもらい、心が軽くなりました。
３年前に店を閉めた後は、NPOで学童支援員をしていました。
そして、昨年の１月、友人づてに再び料理の仕事を紹介されま
した。悩んだ結果、やってみることにしました。11月に坂本地
区の丘の上にオープンした「OAK HILL VIEW」です。新しい
出会い、懐かしい人との再会、毎日が楽しいです。今までの経
験が生かされていて、人生に無駄なことはなかったなと思いま
す。これからもいつも通り、今まで通りで頑張ります。

と、熱心に取り組んでいらっしゃい
ます。
新年を迎えるにあたり、皆さんも
抱負や目標を語り合ってみてはいか
がでしょうか？

昭和８（1933）年生まれ

大正10（1921）年生まれ

ぴんぴん・キラリを目標に

健康と感謝の気持ちを大切に

井上

香田キミエさん （吉野ヶ里）

義實さん

（西石動）

昭和１桁生まれながら今まで年男につ
いては、特別な思いも意識したこともな
く過ごしてきました。
「光陰矢の如し…」
とはいえ、いつの間にか７回目の年男を
迎えました。
振り返ってみれば、戦中戦後の混乱か
ら高度経済成長期、バブル崩壊など貴重な体験をした世代でし
たが、それぞれその時のことが思い出されます。
今は、毎日の薬は欠かさず飲んでいますが、体調は良くなっ
てきているし、適量の酒は「百薬の長」で、どんな良薬よりも
効果があると言われているので、毎日の晩酌は続けていきたい
と思っています。
また、健康のためには適度な運動と食生活は必要です。趣味
と実益、健康づくりを兼ねて野菜等の栽培をやっていますが、
最近ノルディックウォークを始めました。これは、肩甲骨周り
の筋肉を使うほか、体の約90％の筋肉を鍛え、膝や腰の負担が
軽くなると聞いています。まだ始めたばかりですが、そのうち
に効果が出てくるのではないでしょうか。
長年やっていたゴルフも最近は仲間も少なくなってたまにし
かプレーしませんが、クラブのコンペにはなるべく参加するよ
うにしています。スコアよりも気分転換と健康のためと思って
います。
体も脳も動かし「ぴんぴん・キラリ」と前向きに楽しくマイペー
スに生きていきたいですね。

今年で96歳になります。2017年も病気
をせずに健康一番に過ごしたいです。
食事と転ばないようにすることに特に
気をつけています。食事は好き嫌いなく、
娘が作ってくれた料理やお弁当を三食美
味しくいただいています。週２回のデイサービスでは、歩いたり、
ストレッチをしたりしています。他にも塗り絵や間違い探しなど
もあり、友人達と楽しんでいます。
数年前まではどこへ行くにも歩いていました。小川内生まれで、
車もなく自転車にも乗れません。女学校に通っていた時は毎週、
神埼の下宿先まで。教師で勤めてからは、三田川小や東脊振小、
神埼小へ毎日歩いて通勤。歩くことが苦にならず、健康のために
はよかったのかと思っています。退職してからは編み物教室や三
田川俳句会に参加して楽しんでいました。
40年ほど前から毎日日記を書くのが日課です。
「３年日記」に、
何を食べたか誰と会ったかなど一日の出来事を記録しています。
文字を書いたり読んだりするのが好きで、新聞は毎日目を通して
います。テレビも好きでニュースにスポーツ、何でも見ています。
最近はフィギュアスケートの羽生結弦選手の活躍が楽しみです。
たまに会いに来てくれる孫やひ孫たちに会えるのも楽しみで、
元気をもらっています。こうして、今も元気に暮らせているのも
家族、デイサービスの皆さんや近所の皆さんのお陰です。感謝の
気持ちを忘れずに今年も健康に過ごしたいと思います。

2017.1 広報
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平成29年2月から

コンビニで住民票などの証明書を取得しよう！
吉野ヶ里町では、平成29年２月１日から、
【マイナンバーカード】を利用して、
コンビニで住民票、印鑑登録証明書、戸籍謄抄本、戸籍の附票といった証明書を
取得できるようになります。今回は、コンビニでの住民票の取得方法を紹介します。
☞まずは、おさらい【コンビニ交付】
①いつでも
… 早朝から深夜（6：30 〜 23：00）まで、
土日祝日も対応 ※12/29 〜 1/3を除く。
②どこでも
… 全国のコンビニで取得可能
③かんたんに … 銀行のATMのような簡単操作
○証明書の取得方法○

最初に、店舗に設置されているキオスク端末（マ
ルチコピー機）の画面に表示されている「行政サー
ビス」ボタンを押すと、利用開始になります。

私も持ってます、
マイナンバーカード！

その後、ご利用上の同意事項が表示されますので、
「同意する」を選択して進むと、各種証明書を取得
することができます。ここでは、住民票を取得する
場合の例として、どのような画面操作を行えば証明
書が取れるのかを紹介します。

（以下は各社のキオスク端末の画面イメージです）

ファミリー
マート

Ａコープ
北東北

セイコー
マート
コミュニティ・
ストア

イオン
リテール
2017.1

セーブオン

ローソン

サークルK
サンクス
広報

エーコープ
鹿児島

セブン
イレブン
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セブン イレブン

ローソン、サークルK
サンクス、ファミリーマート、
イオンリテール、
コミュニティ・ストア

セイコーマート、
セーブオン

Aコープ北東北、
エーコープ鹿児島

コンビニで住民票などの証明書を取得しよう！

①メニュー選択

②マイナンバーカードの読み取り

③暗証番号の入力

証明書交付サービスを選択します。

キオスク端末の所定の場所にあるカード置場に、マ
イナンバーカードを置きます。マイナンバーカード
がコンビニ交付で利用可能かどうか確認します。

マイナンバーカードの交付時に設定した暗証番号を
入力し、本人確認を行います。

④カード取り外し

⑤証明書の種別選択

⑥交付種別入力

※この操作以降、マイナンバーカードは使いませんので、
忘れないよう保管してください。

マイナンバーカードを取り外します。

取得可能な証明書の一覧が表示されますので、取り
たい証明書を選択します。今回の例では、
「住民票の
写し」を見ていきます。

証明書の交付種別を選択します。

⑦記載事項選択

⑧部数選択

⑨発行内容確認

証明書に記載する項目の有無を選択します。
※個人番号の記載はできません。

証明書の必要部数を入力します。

これまで入力した内容の最終確認を行います。訂正
が必要な場合は、該当項目の入力画面又は選択画面
まで戻って訂正することができます。

※住民票記載事項証明書と各種税証明書は発行できません。

※手数料は窓口で交付する証明書と同額です。

⑩料金支払い

⑪証明書印刷

⑫取り忘れ確認

必要部数分の証明書の交付手数料をお金の投入口に
入金します。

証明書が必要部数分印刷されます。

証明書をお取りください。証明書の印刷が終了する
と、取り忘れ防止用の音声案内が流れ続けます。証
明書をお取りいただいた後に、音声停止用ボタンを
押してください。

⑬領収書発行

領収書が出ますので、お取りください。
その他の証明書につきましても、同様の操作で証明
書を取得することができます。

コンビニ交付を利用するためには、利用者証明用の電子証明書
（４桁の暗証番号）が搭載されたマイナンバーカードが必要です。
マイナンバーカードの申請などわからないことがあれば、住民
課総合窓口係までお問合せください。
※マイナンバーカードは申請から交付まで１か月程かかります。
問

住民課

三田川総合窓口係
東脊振総合窓口係

☎37-0336
☎37-0351

2017.1 広報
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青木ひなたさんが
理科研究発表会で知事賞

そう た

小野蒼天くんが
新体操で全国優勝
新体操チームの神埼ジュニアクラブが今年開催され
た２つの全国大会で優勝する快挙を遂げています。こ
の大会に小野蒼天くん（中１・下三津西）が出場しま
した。
小野くんは小学２年生の頃から同クラブに所属、週
５日の練習に励んでいます。新体操や活動について聞
くと「技を覚えて披露することや練習後の仲間とのひ
とときが楽しい」とにっこり。また「次の目標は１月
に開催されるサニックスカップも優勝目指す」と意欲
を燃やしていました。
同クラブが平成28年に優勝した大会は次のとおりです。
◦第30回かささぎ杯ジュニア新体操競技会
９/17・18 於：佐賀市県総合体育館
◦第34回全日本ジュニア体操選手権大会
10/14～16 於：福島市国体記念体育館

11/19
（土）

三田川小学校６年生の青木ひなたさん（立野）が、
「第69回佐賀県児童生徒理科研究発表会」で最優秀の
人に贈られる県知事賞を受賞しました。青木さんは「グ
ランプリはだれだ!?どうしたら早くできるの？過冷却
PART２」と題し、短時間で過冷却水を作った研究結
果について発表しました。コンビニで売られている過
冷却のコーラを飲んでみたのがきっかけで、研究を始
めた青木さん。先生たちにアドバイスをもらいながら
一人で実験を重ねました。その数、なんと70回。
「失
敗すると一からやり直しなので苦労した。次は、過冷
却水から出来るシャーベットの感触の違いについて調
べたい」と意欲をみせていました。

◀︎右端が小野くん

※過冷却…液体が個
体になる温度より
温度が下がって
も、液体のままで
いる状態。振動を
加えると、一気に
液体が凍り始める。

まちかどズームアップ

▲発表を指導した阿嘉明彦先生（左）と龍智将先生

ミニバレー全国大会
で３位入賞

11/20
（日）

東京都目黒区で開催された「第24回ミニバレー全国
フェスティバル」の合計年齢170歳未満男子の部で、
吉野ヶ里町から出場した「ひまわりチーム」が第３位
の成績を収めました。この大会は、全日本ミニバレー
協会が開催、全国から58チームが出場しました。
大会序盤、選手たちは緊張でガチガチだったそうで
すが、試合を重ねるごとに調子を取り戻し、３位決定
選ではのびのびとプレーできたそうです。キャプテン
の中村さんは「来年は今回負けてしまったチームに勝
ち、もっと良い色のメダルを持って帰りたい」と次の
大会への意気込みを話してくれました。
出場選手は次のとおりです。
①陽宇直樹さん（吉田）
④中島祐介さん（大塚ヶ里）
②松永健太さん（上中杖上分） ③中村朋彦さん（横田）

①

8
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②
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③

④

三田川少年野球クラブ
県大会３位 10/29 10/30 11/３
（土）

（日）

（木）

「第31回JA杯学童オリンピック軟式野球大会」にお
いて、三田川少年野球クラブが、地区代表として県大
会に出場しました。
1回戦の大川少年戦は、7回まで投手戦となり、延
長特別ルールにより６対４で競り勝ち、続く2回戦の
朝日少年戦では、初回打者一巡の猛攻により5点先取。
そのままリードを保ち８対０で５回コールド勝ち。
準決勝では、相知レインボーから先取点を取りリー
ドするも、最終回に５対４と逆転されましたが、県大
会３位の好成績を収めました。

まちかどズームアップ

炎まつり前に
清掃活動

10/20
（木）

皆仲良く 地域の一員

11/1３
（日）

12/4
（日）

炎まつりを前に、佐賀県たばこ販売協同組合鳥栖支
部の皆さんが吉野ヶ里歴史公園前の国道の歩道の清掃
活動を行いました。この取り組みは、同団体が鳥栖三
神地区内の美化活動として毎年行っているものです。
この日は、会員13人が上峰町役場駐車場の清掃活動後、
吉野ヶ里歴史公園前の歩道のあちこちに生えた草をき
れいに刈り取りました。公園前を通る人たちを清々し
い気持ちにさせました。

障がいがある子を持つ父母の会「かえでの会」がき
らら館でふれあいのつどいを開催しました。ミニゲー
ムなどの企画を西九州大学心理カウンセリング学科の
学生が担当。お昼は保護者が作った出来たてのご飯を
食べ、１日楽しく過ごしています。
押花を使って、しおりやランチョンマットを制作し
たのは11月13日の活動。子ども達の個性が光る作品が
たくさんできました。また12月４日の活動は、プレゼ
ント交換や「ジングルベル」などを歌ったり踊ったり
してクリスマス気分を満喫しました。
かえでの会は子ども達が地域に根付き、共に生活し
ていけるように活動しています。次回は３月の開催を
を予定されています。問い合わせは担当の深堀久美子
さんまで（☎52-6044）

ミニバレー
オータムカップ開催

園児との
交流クッキング

11/13
（日）

佐賀県ミニバレー協会と吉野ヶ里町ミニバレー協会
が改善センター大ホールで「第17回オータムカップin
吉野ヶ里」を開催しました。町内外から34人が参加
し、混成・男子・女子の３部門で熱戦が繰り広げられ
ました。柔らかく軽いボールを使用するミニバレーは
スパイクやブロックなどの積極的な攻撃が楽にでき、
参加者は年齢や男女の差を超えて試合を楽しみまし
た。試合の結果は次のとおりです。
優勝

混成

エースＡ（吉野ヶ里町・上峰町）

男子

たくちゃんず（吉野ヶ里町）

女子

アークＢ（吉野ヶ里町）

11/17
（木）

町食生活改善協議会がきらら館で東脊振幼稚園の年
長園児33人と交流クッキングを開催しました。
①食べ物を選ぶ力、②食べる味が分かる力、③料理
ができる力、④食べ物の命を感じる力、⑤元気な体が
わかる力を園児に身に付けてもらい、大きく育ってほし
いという願いで、同団体が毎年開催している事業です。
園児たちは、ラップでご飯を包んでおにぎりを握っ
たり、団子を丸めたりして調理に参加。「早く食べた
い」と楽しそうに調理していました。
同協議会は「私たちの健康は私たちの手で」を合言
葉に、食生活改善を中心とした健康づくりの普及・啓
発活動をしています。

2017.1 広報
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神埼市郡医師会
市民公開講座

11/19
（土）

（一社）神埼市郡医師会が神埼市中央公民館で市民
公開講座を開催しました。
講演では、県長寿社会福祉課地域包括ケア推進室主
査の井原康晴さんが「在宅医療・介護連携推進事業に
ついて」と題して話されました。「高齢化が進むなか、
在宅で医療・介護サービスを受けるという選択肢があ
るということを知ってほしい」と井原さん。
特別講演では、佐賀大学医学部附属病院肝疾患医療
支援学講座教授・肝センター長の江口有一郎さんが
「びっくりするほどよく解る！肝がんにならないコツ」
と題して話されました。
「県の肝がんの死亡率は、全
国ワースト１位。ウイルス検査で早期発見に努めてほ
しい」と会場に呼びかけました。

まちかどズームアップ
10

地区の魅力を再発見

11/20
（日）

萩原地区ちくの“わ”委員会が「萩原ウォーキング」
を開催しました。参加者約50人がゴミを拾い歩きなが
ら、萩原の歴史などを学びました。同地区在住の「吉
野ヶ里町誌」編纂室長を務めた於保忠さんが講師を務
め、戦時遺跡や地名の由来、自生する草花について
ユーモアを交えながらも詳しく解説。「『殿ノ隈』の
由来など知らなかったことがたくさんあり、参加して
よかった」と60年以上萩原地区に住んでいるという北
村美津子さん。参加者は終始、於保さんの話に耳を傾
けていました。

広報

2017.1

紙飛行機で喜びを

11/23

（水・祝）

地域おこしグループのさざんか塾（嘉村洋一塾長）
が、三田川小学校体育館で「優雅に空中へ舞う 折り
紙紙飛行機」と題し紙飛行機競技会を開催しました。
折り紙ヒコーキ協会九州支部長の井上英史さんが講師
を務め、県内外から集った親子44人に飛行機の作り方
や飛ばし方を指導しました。参加者の中でずば抜けて
距離を飛ばしていたのは、深堀航太郎くん（春日市）。
「紙飛行機が好きでよく作っていたので、上手にでき
た」とにっこり。
井上支部長は「紙飛行機を通じて、理屈が分かって
思い通りにできた時の嬉しさや喜びを感じてほしい」
と思いを述べられました。

佐賀県産業廃棄物協会
との協定調印式

11/25
（金）

町と（一社）佐賀県産業廃棄物協会との「災害時に
おける災害廃棄物の処理等の協力に関する協定」調印
式が三田川庁舎で行われました。
地震等の大規模災害が発生した場合、多くの廃棄物
が発生することが予想されます。行政と民間企業が協
力体制を確立することで災害廃棄物を迅速かつ効率的
に処理するために協定を締結するものです。
行政のみでは限界があることでも運搬車両や処理施
設を有する民間業者の協力を得ることで、一日も早い
町民の生活環境の回復を図ることが期待できます。

まちかどズームアップ

広がれ子育ての輪

11/27
（日）

ハンドメイド好きな東脊振幼稚園児の母親たち６人
が、Livingガーリー（吉野ヶ里公園駅旧コミュニティ
ホール）で、
「ひびコトまるしぇ」を開催しました。
「こ
れを機にママ達の交流の輪が広がれば」と生き生きと
話してくれた出店者の本村さん。町内の親子連れなど
130人が参加し、絵本と手作りの小物・ケーキ販売な
どをゆっくりと楽しみました。
絵本のお話し会では、小学生による楽しい絵本や英
語教師を務める宮地悠さん（鳥ノ隈）による英語版の
「はらぺこあおむし」などが朗読されました。中島怜
海さん（上豆田・小３）は「緊張したけど、登場人物
になりきって読めた」と笑顔を見せてくれました。

障がい者支援に活用して
（株）スーパーモリナガ様
よりご寄付

11/29
（火）

㈱スーパーモリナガ様から障がい者支援に役立てて
ほしいと50万円の寄付をいただきました。同社から
は、平成22年より町の環境整備活動のために寄付をい
ただいております。
同社は、全11店舗の従業員930人のうち、30人が障
がい者です。積極的に障害者を雇用されており９月に
「障がい者雇用優良事業所」として厚生労働大臣表彰
を受賞されました。今回の受賞を機に寄付の目的を障
害者支援に変更されました。
堤浩一代表取締役社長は「障がい者への理解が深ま
れば、もっと雇用の場が増える」と期待を述べられま
した。

坂本地区でお灯夜
が開催

11/30
（水）

坂本地区ちくの“わ”委員会が、熊野神社でお灯夜を
開催しました。お灯夜とは、夜明けまで火を焚いて神
様をお迎えする行事です。全国の神々は、旧暦10月
（現在の暦では10月下旬から12月上旬）に、会議で出
雲に出かけます。その神様が戻ってくる11月30日に合
わせて行われます。かつては、男の子が芋や色々な食
材を持ち寄って遊ぶなど、楽しみにされてきた行事
で、各地区で行われていたそうですが、現在では行う
地区が少なくなりました。
大澤剛太区長は、「子どもの頃は、楽しみでみんな
で薪を拾いに行っていたのをよく覚えている。これか
らも末永く続けていきたい」と話しました。

親子で
クリスマスを楽しむ

12/4
（日）

障がい児・者を持つ親の会「つくしんぼの会」が、
ふれあい館でクリスマス会を開催しました。町内外か
ら親子30人が参加。音楽療法を行う中川寿美さん（吉
田）と西九州大学のESRDサークルが企画したダンス
やミニゲーム等を楽しみました。「年齢や障害に関係
なく、楽しめる場所を作りたい」と同大学３年生の田
中佑哉さん。寸劇「大きなかぶ」では子ども達も参
加。みんなで一緒にカブを抜きました。最後にはサン
タクロースも登場。子ども達にプレゼントを手渡しし
ていきました。
つくしんぼの会は、子どもの発育の相談や情報交換
の場として、毎月１回ふれあい館で定例会を開催し
ています。問い合わせは長谷川純恵代表まで（☎0907150-7833）。

2017.1 広報
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Pick Up!!!

～企画課編～

企画課の仕事は、多岐にわたりますが、一言でいえば、これか
らの町の姿を町民の皆様と一緒に考え、一緒に創り上げていくこ
とです。
町民の皆様のお声をもとに新たな吉野ヶ里町を創造したいと考
えているチーム企画課を紹介します。

企画係

ピックアップ

企画係では、将来のまちづくりの指針となる総合
計画の策定や、国勢調査などの各種統計調査、企業
誘致やふるさと納税に関する事業に取り組んでいま
す。
総合計画の策定については、平成28年度及び平成
29年度の2か年で策定することとしています。8月
に実施した住民アンケートにご協力いただいた皆様
ありがとうございました。
新年1月と2月に町民の皆様とまちづくりについ
て語り合う「ワールドカフェ」を計画しています。
コーヒーなどを飲みながら気軽に参加できますの
で、みなさんのご参加をお待ちしております。

企画係の業務
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

長期総合計画に関すること
地域開発計画に関すること
低開発促進計画に関すること
統計に関すること
広域行政に関すること
企業誘致に関すること
地域づくりに関すること
駐屯地周辺整備に関すること
指定管理者制度に関すること
ふるさと納税に関すること
その他企画に関すること

企画課

課

長

副課長

内田

◇国勢調査の結果は

 平成22年吉野ヶ里町の人口は16,405人、平成27年
は16,411人（人口等基本集計結果より）で、人口が
増えた町（佐賀県内で4市町）のひとつでした。

◇葬祭公園の建設に向けて

 火葬施設の設置、維持管理及び運営に関する事
務を共同処理する神埼市・吉野ヶ里町葬祭組合を
設立し、平成32年の供用開始を目指します。

◇ふるさと納税について

 平成27年度のふるさと納税については、全国か
ら865件、32,271千円のご寄附をいただきました。
ありがとうございました。今年もよろしくお願い
いたします。
本町ホームページのここをクリック！

春幸

企画係
係 長
係 員

加々良隆弘
田中
寺﨑
松浦

大輔
昇吾、直塚 政浩
健（佐賀県企業誘致課へ出向）

情報推進係
係 長 福山慎一郎
三田川庁舎１階
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☎ 37-0332

糸 kikaku@town.yoshinogari.lg.jp

Pick Up!!!
町民の皆様へ

企画課の業務内容は幅広く、総合計画から土地利
用計画、公共交通、ふるさと納税や情報化の推進ま
で多岐多様な業務を受け持っています。
特に合併から10年を経過し、第1次吉野ヶ里町総
合計画を見直し、第2次総合計画を平成28年度、29
年度で策定してまいります。今後10年間のまちづく
りに町民の皆様からいろんな意見を頂戴し、計画づ
くりに反映するため、新年1月から3回にわたって、
ワークショップを開催します。すでに案内のチラシ
をご覧いただいているかと思いますが、ぜひこの機

情報推進係
現在、役場内や町内の公共施設は、パソコンを利
用して様々な業務を行っており、それらのパソコン
は、国、県や他の自治体とネットワークで結ばれて
います。情報推進係では、コンピュータやネットワー
クの不具合等により業務に支障が出ないよう、管理、
運用、保守を行っています。平成28年１月からは、
マイナンバーの利用も始まっており、住民情報等が
漏れるのを防ぐため、情報セキュリティの強化にも
努めています。また、行政や地域の情報をわかりや
すく、リアルタイムにお伝えするためにホームペー
ジの運用、管理を行っています。ぜひぜひ、吉野ヶ
里町のホームページもチェックしてください！

会に皆様のお声をお
聞かせください。
公共交通では、昨
年9月からデマンド
タクシーを試験運行
しておりますが、今
サガン鳥栖サポーターの内田課長
後もより良い公共交
通体制の確立を目指してまいりたいと考えています。

情報推進係の業務
1
2
3
4
5
6
7
8

情報化の推進に関すること
電算の管理運営に関すること
ホームページに関すること
佐賀東部緩衝緑地等維持管理協議会に関すること
合併に関すること
バス路線に関すること
国際交流に関すること
その他情報推進に関すること

◇地域公共交通について
 平成28年9月1日からコミュニティバスに加え、
乗合いのデマンドタクシーを運行しています。デ
マンドタクシーのご利用には、
事前登録が必要です。

ご利用ください！デマンドタクシー
利用方法
利用を希望する人は、事前に登録をお願いします。
※登録は三田川庁舎 企画課、東脊振庁舎 総合窓口
で受付けます。
ご利用の際には、必ず登録証をご持参ください。
利用料金

ひとり１乗車

300円

予約方法

利用時間帯

予約専用ダイヤル

☎20-5595

平日毎日運航
運休日

土・日・祝日・12/29～1/3

予約受付時間

①

8 :00 ～ 9 :00

乗車する前日の16:00まで

②

10:00 ～ 16:00

乗車する1時間前まで

※利用時間帯で予約受付時間が異なります。
ご注意ください。

2017.1 広報
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TOPICS
要介護者も障害者控除の対象に
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
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すると、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。昨
年、
対象となっていた人も申告時には必要となります。
認定基準

控除区分

行政トピックス

障害者控除

特別障害者控除

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

福祉課福祉係（東脊振庁舎）

☎37-0343

認定基準日 平成28年12月31日現在
身体状況等に基づき行います。ただし、平成28年
中に死亡された場合は、死亡時点の判定となります。
申請受付 １月４日（水）～
申請方法 申請書に必要事項を記入し、住民課（三
田川庁舎）
・福祉課（東脊振庁舎）に提出してく
ださい。
用意するもの
◦介護保険被保険者証
◦申請者の印鑑
◦障害者控除対象者として認定を受けるご本人の印鑑
◦82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
早めにお願いします。

介護保険料の納付確認書を
1月下旬に送付します。

問

福祉課福祉係（東脊振庁舎） ☎37-0343
佐賀中部広域連合業務課
☎40-1135

65歳以上の人が納付された介護保険料は、所得税
確定申告や市（町）県民税申告の際に「社会保険料
控除」の対象となります。

平成28年中の保険料の支払い方法が年金天引きの人
◦日本年金機構や共済組合等から１月中に送付され
る
「公的年金等の源泉徴収票」
に記載されています。

平成28年中に納付書払い又は口座振替のある人
◦佐賀中部広域連合から「納付確認書」を１月下旬
に送付します。

※申告に関するお問い合わせは、税務署または税務
課へお尋ねください。

有料広告
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判定基準

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

問

広報

急 募!!
女
性
スタッフ
募
集
2017.1

▶職種／生活援助
▶給与／日給

8,000円〜
（月７回程度）

▶時間／17:30〜翌９:00
▶年齢・資格／不問

〒842-0102
吉野ヶ里町大字松隈199-1

お気軽にお問い合わせください。
ご応募お待ちしております！

有料老人ホーム もみじ荘

0952-52-7845

行政トピックス

集団健診のご案内

問

保健課健康づくり係
（きらら館）☎51-1618

平成28年度最後の集団健診です！
健診を受けられていない人は、ぜひこの機会をご利用ください！
実施日程
期日 １月25日（水）
※26日（木）は、乳がん・子宮頸がん検診のみ実施
（レディースデー！医師・技師・看護師が女性です）
【健（検）診内容】
若
特

種

別

年

健

定

健

（年齢基準日：平成29年３月３１日）
対象年齢

診
診

後期高齢者健診
結核健康診断

69歳以下

20歳以上
39歳以下
40歳以上
74歳以下
後期高齢者医療
被保険者

受診料
無

受診の際に必要なもの

70歳以上

料

保険証

医療保険ごとに金額設定
＊吉野ヶ里町国保加入者は無料

65歳以上

無

料

無

料

保険証、受診券、受診料、問診票
保険証、受診券、問診票

300円
（500円）

100円
（300円）

胃がん検診※要予約

40歳以上

500円

300円

40歳以上

300円

200円

が

40歳以上
（必要な人）

ん

肺がん検診
（喀痰検査）

会場 きらら館
受付時間 8:30～11:00
※乳がん・子宮頸がん検診の受付時間は下記表をご
確認ください

検

大腸がん検診

診

前立腺がん検診

50歳以上の男性

等

子宮頸がん検診

20歳以上の女性

500円

200円

乳がん検診
※要予約

40歳以上の女性

800円

－

50歳以上の女性

500円

300円

保険証、受診料

500円
受付時間

9:30 ～ 11:00

受付時間

9:00 ～ 11:00

◦若年健診及びがん検診は、加入医療保険に関係なく受診できます。
◦国保加入者以外の人が ｢特定健診｣ を受診するには事前の申し込みが必要です。
詳しくはご加入の医療保険者にお問い合わせください。
◦大腸がん検診の容器は検診期間中に配布します。※容器回収日程は、配布時にお知らせします。
◦胃がん検診を受診する人は、検診前日の夜１０時以降は飲食をしないでください。
◦生活保護世帯員は受診料が免除されます。受診を希望する人は事前にご連絡ください。
申し込み・
問い合せ

若 年 健 診・が ん 検 診

保健課健康づくり係（きらら館）

☎51-1618

後 期 高 齢 者 健 診

保健課後期高齢者医療係（東脊振庁舎）

☎37-0345

特

※特定健診についてはご加入の医療保険者へ

定

健

診

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

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。
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

ケイアンドジェイぱそこん教室

〒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。

2017.1 広報
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来福

った
陶芸教室で作
フクロウです

開館時間 月〜土曜 9：30〜18：00 休 館 日 日･祝･12/29〜1/3
利用対象

0歳から18歳までの子どもとその保護者。

※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

問い合せ

三田川児童館

☎ 53-1117

【１月の催し】
日にち

時

間

行

６日（金）

１４:００～１５:００

７日（土）

１０:００～１６:００

事

対

（夢に近づく）先輩の話を聞こう！
絵馬を飾ろう！

無料

１０:３０～１１:３０

♪新春

紙飛行機大会

１６日（月）

１０:３０～１１:３０

１９日（木）

１０:００～１５:００

調理室開放デー

２１日（土）

１４:００～１６:００

ラスクを作ろう！
フルーツ親子広場

町内在住の
児童館ママ

２６日（木）

１０:３０～１１:３０

どなたでも

無料

小学生以上

無料

町内在住の
未就学児親子

無料

町内在住の
未就学児親子

児童館ママのアラカルト教室
『お味噌作り♪』

２８日（土）

１４:００～１５:００

児童館豆まき会

３０日（月）

１１:００～１２:００

マンデイ親子のつどい

材料代等

無料

１４:００～

１０:３０～１１:３０

員

小学生以上

１3日（金）

「ドレミ広場」＆「避難訓練」

定

どなたでも

１４日（土）

２３日（月）

箏演奏会

象

申込締切

2組以上～

無料

小学生以上

12人

150円

定員になり次第

町内在住の
未就学児親子

10組
程度

無料

定員になり次第

10人
程度

500円

定員になり次第

どなたでも

無料

未就学児親子

無料

＊2月16日（木）の「調理室開放デー」の申し込みは、1月31日（火）までにお願いします。
＊「ラスクを作ろう！」の受付は１月４日（水）からです。
◦6日／「先輩の話を聞こう」は、現役の専門学生などの児童館の先輩から、夢をかなえるためのお話を聞くことができますよ♪聞きに来てね！
◦12日／「箏 演奏会」は、
『箏風会』の皆さんが新春にふさわしいお琴の演奏をしてくださいます。
◦14日／「紙飛行機大会」は、児童館の廊下で、自分で折った紙飛行機で飛距離を競います。たくさんの紙飛行機達人 集まれ～
◦26日／児童館ママのアラカルト教室「お味噌作り」は北村醤油醸造の北村先生と一緒に、無添加のおいしい安心味噌を作ります。手作りお味噌汁
でおいしい朝ご飯を！
◦28日／「豆まき会」は、児童実行委員の子ども達や特別ゲストを迎えて、1年間の厄払いをします。楽しいゲームもあるので、遊びに来てね（^^♪

子育て

♪募集♪

3月25日（土）に開催予定の『児童館ライブ』の出演者・グループを募集します。ジャンルを問わないパフォーマンスをお待ちしています（^^♪

ママは太陽♡

11月24

日

木

「児童館ママのアラカルト教室」は、
『簡単メイクとハンドケア』でした。エステティシャ
ンの石井先生から、美しいお肌作りについてのお話とメイクの実践、又、２人組になっ
てハンドマッサージの仕方を教わりました。ママがおしゃれをして明るくしていれば、
家中幸せいっぱいですね♥

図書室だより

開館時間
休館日
問い合せ

中央公民館に新しい本が入りました☆

児
童
書
にわとり城
十二支のおもちつき
世界の町1001のさがしもの
1001のモンスターをさがせ！
どんぐりむらのだいくさん
平安時代のサバイバル
明治時代のサバイバル
あきいろのころわん
うさぎマンション
ゆびさきちゃんのだいぼうけん

一
般
書
危険なビーナス
九十歳。何がめでたい
猿の見る夢
望み
〆切本
蜜蜂と遠雷
怪盗探偵山猫
神社仏閣は宝の山
クックパッドの大人気
フライパンおかず108
クックパッドのおいしい
厳選！鍋レシピ

※すべて吉野ヶ里町東脊振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 ※土曜開館は中央公民館のみ
中央公民館 ☎37-0341／東脊振公民館 ☎52-3499
♥オススメ本

チョコを作って
みませんか？

◦ルルとララの手作りSweets
冬のおかし（あんびる やすこ）

◦とっておきの日のスイーツ・
バレンタインデー＆バースデー（大森

いく子）

◦たまごも牛乳もつかわずにこんなにおいしい
おかしができた！（渡邊 香代子）
☆予約

予約を随時受け付けてます！

新しく入った本や、
人気の本も、
予約することが出来ます。
予約申請書に記入の上、図書館職員にお渡しください。
（本の準備が出来ましたらご連絡を差し上げます。）

子育て情報♥
No.

LOVE レター
平成29年
１月発行

97

吉野ヶ里町家庭教育支援チームぽこ・あ・ぽこ

ook

B
応援

ズ３

ー
シリ

なで

みん

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
問 社会教育課（中央公民館） ☎ 37-0340
スタッフ 那須・嘉村・髙尾・宮地・築地・草津・向井・長野

https://www.facebook.com/pokoapoko

楽しく体力づくりをしませんか？

吉野ヶ里町には、町民に無料で開放されているトレーニングルームや低料金で一年中
泳げる温水プールがあるのをご存じですか。そこには若い人からお年寄りまで楽しみ
ながらトレーニングする元気な姿がありました。

きらら館トレーニングルーム
利用案内
自転車エルゴメーター＆ルームランナー
月曜日〜金曜日
8：30〜21：00
「にこにこお預かり」

メニュー
・背筋の強化等
・自転車こぎ
・ランニング
・ストレッチ

トレーニングルームを
利用するママのために
子どもを預けることが
できます。
実施日時 火曜日
10:00〜12:00の
うち30分間
(最終受付11:20)
※ストレッチは子ども
同伴可

（ちょこっとレッスン）

ふれあい館トレーニングルーム
利用案内
月・水・金曜日
8 :30〜12:00
13:00〜17:00

問い合せ

きらら館・ふれあい館のトレーニングに関しては
きらら館健康づくり係 ☎51-1618

メニュー
・自転車こぎ
・背筋の強化
・太もも表の強化
・ストレッチ

ミニレッスン

（ミニレッスン）

自転車エルゴ
メーター

おかげで体力年齢も20歳

利用時間
平日
12:00〜20:00
日曜・祝日 11:00〜19:00
定 休 日
毎週月曜日（月曜日が祝日の時は火曜日）
利用料 中学生以下100円/2時間
幼児と親・高校生以上200円/2時間
町民65歳以上 無料

社会教育課 ☎37-0340

１月の
おしゃべり広場

夫婦で5年間通い続けて、
回数も1000回を超えました。

町民温水プール

問い合せ

にこにこお預かり
で子どもを預かって
もらい、久しぶりに
運動ができ、スッキ
リしました！

きらきら

日時
場所

１月11日㈬・25日㈬10:30〜14:30
中央公民館２F 和室（三田川庁舎西）

日時
場所

若くなりました！

天野さん（80歳）と奥様（76歳）

プチcafé

１月18日㈬10:00〜12:00
東脊振公民館２F 和室（改善センター）

♥子育ての悩みや情報交換、いろんなおしゃべりしませんか？♥
2017.1 広報
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− 吉野ヶ里町の宝 −
【２月号募集】

町内在住の２月に１～６歳の誕生日を迎えるお子さんを８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字程度）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。
申・問

た

ら

多良

とき あ

迅絢くん

ひ かずだに

日数谷

下三津西

平成24年1月4日生まれ

心ちゃん

保護者氏名

出
悠

生

児

☎37-0330

kouhou@town.yoshinogari.lg.jp 

ら おん

來曖くん

中の原団地

こう だ

香田

さ

き

沙樹ちゃん

川原団地

平成26年１月６日生まれ

【家族からのメッセージ】
1歳のお誕生日おめでとう！
毎日元気で笑顔な來曖がみれて嬉し
いよ★これからもいっぱい笑って元
気に育ってね♡

【家族からのメッセージ】
３歳の誕生日おめでとう♡
お兄ちゃん誕生日おめでとう♡
２人一緒の誕生日♡２人とも元気に
笑顔いっぱい仲良く育ってね♡

11月24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。
（9月・10月申請者）

地区（大字） 摘
立野

※掲載号の1か月前の１日が締め切りです。

平成28年1月3日生まれ

【家族からのメッセージ】
4歳のお誕生日おめでとう！
弟に優しいこころ♡
大好きなお喋り＆歌＆踊りで
また１年みんなをhappyにしてね☆

作（ゆうさく）くん

要

保護者氏名

第4子

山﨑

皓司

出
隆

生

児

地区（大字） 摘

叶（りゅうと）くん

要

田手

第2子
第2子

伊東

勇希

龍

哉（たつや）くん

箱川

第3子

木下

志朗

月

音（るの）ちゃん

大曲

畑山

利彦

叶

和（とわ）くん

豆田

第3子

馬場

勝紀

勝

利（しょうり）くん

大曲

第2子

米光

竜哉

あさひ

大曲

第3子

渡邉

英樹

日

和（ひより）ちゃん

三津

第2子

博

大（ひろと）くん

三津

第1子

（りん）ちゃん

吉田

第1子

仁（みなと）くん

吉田

第1子

（あらた）くん

立野

第1子

季（みずき）ちゃん

松隈

第1子

吉田

第1子
第1子

ちゃん

小川

兼太

桜

采（おと）ちゃん

吉田

第3子

坂井

嘉史

中森

漢爾

凜

桜（りお）ちゃん

立野

第3子

高橋

勝徳

古賀

貴哉

遥之助（ようのすけ）くん

立野

第3子

池田

佑希

馬場

和也

星

灯（せいら）ちゃん

大曲

第3子

中島

孝征

相川

浩樹

嘉

音（かのん）くん

石動

第2子

築地

祐樹

瑞

河村

亜依

奏

音（そうら）くん

三津

第2子

古賀

恵詩

このは

凜
湊
新

ちゃん

中山

佑介

紗

希（さき）ちゃん

吉田

第2子

池田

竜也

青

翔（あおと）くん

石動

津田

孝行

孝

成（こうせい）くん

吉田

第2子

石丸

大城

環

菜（かんな）ちゃん

吉田

第1子

𫝆村

隆宏

春

陽（はるひ）くん

立野

第2子

北村

拓也

華

鈴（かりん）ちゃん

吉田

第1子

真

野口

翔平

野中

良助

西原

昭仁

希（まき）ちゃん

大曲

第2子

千住

昭博

奏

翔（かなと）くん

立野

第1子

紗 （すず）ちゃん

吉田

第2子

鶴田

佳介

絢

音（あやね）ちゃん

松隈

第1子

大（ゆいと）くん

豆田

第2子

矢野

暁洋

紬

喜（つむぎ）ちゃん

吉田

第1子

結

保健行事
行

事

定期健康相談

名

４か月児健診

７か月児健診

※母子手帳は、きらら館で随時交付します。
妊娠届出書と印鑑をご持参ください。
日（曜）

毎週月曜日
10（火）

１２か月児相談

11（水）

2歳６か月児相談

17（火）

ワン・ツー体操
２か月児相談

１歳６か月児健診
乳がん検診（要予約）

子宮頸がん検診

12（木）

19（木）

27（金）

25（水）
・26（木）

受付時間

９:00～11:00

2017.1

25（水）

場

問

所

きらら館

13:00～13:15
13:00～13:15

10:20～10:30

13:00～13:15

保健課健康づくり係（きらら館）☎51-1618

一般町民

対

象

者

平成28年9月生

13:15～13:30

平成28年6月生

きらら館

13:00～13:15

持参するもの

母子手帳
母子手帳

平成26年6・7月生

母子手帳

健康相談票

母子手帳

健康診査票

2歳以上の幼児と保護者

平成27年6・7月生

飲みもの（水筒）
母子手帳

9:00～11:00

9:30～11:00
8:30～11:30

きらら館

バスタオル

平成28年1月生

平成28年11月生

13:00～13:３０

集団健診

◦若年健診
◦特定健診
◦後期高齢者健診
◦がん検診

広報

村口

ありがとう

生まれて
きてくれて
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むらぐち

上豆田

平成25年1月14日生まれ

【家族からのメッセージ】
5歳おめでとう☆
好きなことた～くさんして、これか
らも元気&笑顔を見せてね‼
パパ・ママ・イロハ♥

清田祥一朗

こころ

総務課秘書･広報係

※詳しくは、15ページをご覧ください。

バスタオル

YOSHINOGARI
INFORMATION

お知らせ

人権擁護委員をご存じですか？
人権擁護委員とは、法務大臣が委嘱した民間ボランティアです。地域の中で
人権の相談を受けたり、人権尊重の考え方を広めたりする活動をしています。
現在、約14,000人の委員が全国の各市町村に配置されています。吉野ヶ里
町では４人の人権擁護委員が相談や啓発活動など、町民の皆さんの人権を守る
ために積極的な活動をしています（人権相談は23ページを参照）
。
吉野ヶ里町人権擁護委員 三田川地区：井上千代子 中島 義彦
（敬称略） 東脊振地区：中島 明彦 多良由紀子

町内小学校の人権集会で
活動や取り組みなどを紹介
12月４日から10日までの人権週間に先駆
けて、町内の小学校で人権集会が開催され
ました。11月16日（水）の東脊振小学校では、
各クラスで人権を考えた人権標語の発表な
どが行われました。三田川小学校では11月
29日（火）に、誰にでもある「意地悪な心」
について児童全員で考えました。
両小学校の集会で、吉野ヶ里町の人権擁
護委員の４人が紹介され、
「子どもの人権
SOSミニレター」を説明しました。井上千代子委員は「生活の中で悩んでいる
ことや心配なことなど、何でも相談して」と呼びかけました。

子どもの人権SOSミニレターとは？

法務省の人権擁護機関は、全国の小
中学校の児童・生徒に「子どもの人権
SOSミニレター」
（便箋兼封筒）を配布
しています。このレターを通じて教師
や保護者にも相談できない子どもの悩
みごとを的確に把握し、学校や関係機
関とも連携を図りながら、様々な問題
の解決にあたっています。

全国の法務局にフリーダイヤルの専
用電話「子どもの人権110番」を設置し
ています。人権擁護委員や法務局職員
が子どもからの相談に応じ、子どもが
相談しやすい体制をとるとともに、調
査活動や、いじめ等について考えても
らう「人権教室」啓発冊子の配布等の
啓発活動に取り組んでいます。

不妊治療費助成
吉野ヶ里町では、不妊治療を行
う夫婦の経済的負担を軽減する
ため、不妊治療費の一部を助成し
ています。
対象となる不妊治療
保険診療の適用とならない人
工授精、体外受精、顕微授精。
助成対象者
次の要件をすべて満たす人。
①戸籍上の夫婦であって、両者ま
たは一方が1年以上吉野ヶ里
町内に住所を有する人。
②夫婦合算の年間所得が730万円
未満の人
助成金について
①助 成金の上限額は、1年度20
万円以内
②医 療機関に支払った不妊治療
費の額から佐賀県の助成金又
は、他の市町村で受けた助成
金等を差し引いた額の10分の
７
助成 の期間 助成期間は通算し
て５年を限度。
※１ 年度は４月～３月までとな
り、平成28年度分は、平成29
年３月までに終了される治療
費が助成対象となります。
問  保健課健康づくり係（きらら館）

☎51-1618

子どもの人権 110 番

0120-007-110
受付時間

平日 ８:３０ ～ 17：15

問  人権擁護委員・人権相談に関する問い合せ

総務課総務人事係（三田川庁舎）

☎37-0330

有料広告

永遠のお住まい それは お墓です!!
新規墓石からリフォーム墓じまいまで
何でもお尋ね下さい！

御本尊

ご先祖
せき

そして家族に感謝
ゆう

しゃ

石 裕 社

法、戒名彫刻

見積無料

本誌持参で

（税込）
を
通常１名様20,000円

16,000円

（税込）

吉野ヶ里町田手 1817-12 TEL・FAX0952-52-2210 （墓所が吉野ヶ里町、神埼市郡、みやき町、上峰町）
※お墓の立地条件、
形状等により価格が異なる場合があります。
WEB
石裕社
検索
石裕社は決して大きな会社ではありません。代表者がまごころで営業、設計、施工まで行っております。お客様からのご縁をお待ちしております。

2017.1 広報
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YOSHIN

お知らせ
公的年金等の源泉徴収票
が郵送されます

お知らせ

公的年金等の支払者（日本年
金機構・各共済組合）より、所
得税が老齢年金等から源泉徴収
されたか否かにかかわらず、老齢
年金等を受けている人全員に平成
28年分の ｢公的年金等の源泉徴収
票｣ が、１月末日までに郵送され
ます。
①国民年金、厚生年金保険及び共
済組合などから支給される公的
年金等は、所得税法上「雑所得」
とみなされ所得税が課せられま
す。
②6 5歳未満で年金の支払額が108
万円に満たない人と、65歳以上
で年金の支払額が158万円に満
たない人は、所得税は源泉され
ません。
③源泉徴収票に記載されている事
項は、平成28年中に支払われた
年金の総額、社会保険料（介護
保険料、国民健康保険税、後期
高齢者医療保険料）の金額、源
泉徴収税額および控除内容と
なっています。
④２つ以上の年金の支払者に扶養
親族等申告書を提出している人
や、年金以外に給与等の所得が
ある人、または公的年金等の雑
所得の合計額が各種所得控除の
合計額を超える人などは、確定
申告のときに添付書類として必
要となりますので、大切に保管
してください。
問  住民課年金係（三田川庁舎）

☎37-0333
佐賀年金事務所 ☎31-4191

平成29年【2017】
吉野ヶ里町成人式のお知らせ

日時 １月８日（日）
※受付12:00～ 開式13:00～
場所 きらら館
対象者 平成８年４月２日～

平成９年４月１日生まれ
※新成人のうち、町内に住所を有
する人へは12月上旬に案内状を
発送をしています｡
※現在、町内に住所がない人で吉
野ヶ里町成人式に参加を希望す
る人は、お申し込みが必要です。
詳しくは町ホームページをご参
照いただくか、下記までお問い合
わせください｡
問  中央公民館
☎37-0341
東脊振公民館
☎52-3499

大和特別支援学校
校外販売会

本校生徒が作業学習で製作した
陶器、ビーズ製品、紙製品、木工
製品、布製品、収穫した野菜など
を販売します。ぜひお越しくださ
い。
日時
【高等部】
１月27日（金） 10:00～16:00
【中等部】
２月３日（金） 11:00～16:00
場所 イオンモール大和
（くまざわ書店前催事場）
問  佐賀県立大和特別支援学校
☎62-1221

有料広告

1000
1250

広報

説明会
日時 １月22日（日）
10:00～16:00
会場 中央公民館 ２階学習室
内容 自衛官候補生の制度、
福利厚生、その他
自衛官候補生（男子）採用試験
受験 資格 平成29年４月１日現
在で18歳以上27歳未満の男子
日時 ２月４日（土）
会場 陸上自衛隊目達原駐屯地
入隊時期 平成29年３月末～

４月上旬予定
問  自衛隊鳥栖地域事務所
☎0942-83-4077

第４回卑弥呼の里
誌上川柳大会

兼題と選者（各題２句）
「真」 森中惠美子 選
「線」 大西 泰世 選
「粒」 木本 朱夏 選
「息」 樋口由紀子 選
「影」 赤松ますみ 選
参加費 1,000円（切手不可）
※発表誌呈
締切 １月16日（月）
【消印有効】
賞 各題特選１句・有田焼１万円相当
各題佳作５句・有田焼５千円相当
※その他サプライズ賞有り
申 ・ 問 〒842-0103 吉野ヶ里
町大曲2426-2 卑弥呼の里川
柳会 真島久美子
☎・姉52-1061

（A）日勤

900

20

自衛官候補生（男子）
説明会・採用試験

2017.1

（ B ）夜勤

920
1150

OGARI INFORMATION
新春卓球大会
日時

１月29日（日）
９:00開始（８:30集合）
場所 三田川武道館２階
種目 ○個人戦
男子シングルスA、B、C
女子シングルスA、B
○混合ダブルス
（当日会場にて決めます）
競技方法
リーグ戦及びトーナメント戦
表彰 １位から３位まで
参加資格 町内在住者及び
町内職場勤務者
参加料 200円
参加申込 １月24日（火）までに
町体育協会事務局へ申し込んでく
ださい。電話でも可。
問  町体育協会事務局
（町温水プール内） ☎52-1944

軽自動車税のグリーン化
特例（軽課）が延長

平成27年度税制改正で実施され
たグリーン化特例（軽課）につい
て、特例措置が１年間延長になり
ました。
これにより平成28年4月1日か
ら平成29年3月31日までに最初の
新規検査を受けた（初めて車両番
号の指定を受けた）軽自動車（三
輪・四輪以上）で、一定の環境性
能を有するものについて、平成29
年度分のみ軽自動車税の税率が軽
減されます。
問  税務課（三田川庁舎）
☎37-0334

麓刑務所
施設参観（見学）募集

気温が－４℃以下になると、水
道管が凍結し水が出なくなること
や破裂し漏水することがあります。
◆凍結を防ぐには
露出した水道管や屋外にある蛇
口に厚手の布等をかぶせ、ビニル
テープなどで巻きつけ、保温して
ください。
◆凍結して水が出ないとき
凍った部分にタオルや布をかぶ
せ、その上からゆっくりとぬるま
湯をかけて、溶かしてください。
直接、熱湯をかけると、破裂する
場合がありますのでご注意くださ
い。
◆破裂したとき
まず、止水栓を閉めて水を止め
てください。水が止まらないとき
は、破裂した箇所にタオルやビニ
ルテープ等を巻いて応急措置を
し、お近くの指定給水装置工事事
業者へ修理を依頼してください。
問  佐賀東部水道企業団 工務２課
☎30-6202

放火による火災を防ごう

放火による火災は過去５年連
続して全国の出火原因の第１位
を占めています。被害を防ぐた
め、放火対策について考えましょ
う。
建物での対策
◦周 囲に燃えやすいものを放置
しない。
◦ポ ストに新聞等を溜め込まな
い。
◦外部からの侵入を防ぐ。
◦照明を設置し暗がりをなくす。
地域での対策
◦ゴミは指定された場所、日時以
外は出さない。
◦ゴ ミ集積場所の環境づくりを
地域ぐるみで実施する。
◦防 火座談会や防火・防災訓練
を開催して、地域住民の防火
意識を高める。
◦外 出時には、隣近所に一声か
けて協力を求める。
一人ひとりの心がけと地域全
体で放火されない環境を作りま
しょう。
問 佐賀広域消防局 予防課
☎33-6765・姉31-2119

交通安全街頭キャンペーンを実施

12月13日（火）、神埼地区交通安全協会はJA東脊振支所で街頭キャン
ペーンを実施しました。町内では依然として交通事故の発生が多発して
います。JA東脊振及び各関係機関のご協力の下、
「ワースト１」脱却に
向け、交通安全の願いを込めた三色餅、
チラシ等を配布し道行く人にPRしました。
年末年始は交通量が増加します。皆様
も、車等運転されるときはくれぐれも安
全運転をお願いします。

有料広告

日時 １月27日（金）
午前の部 10:30～
午後の部 13:30～
内容 施設内の見学及び説明
※所要時間１時間半程度
※参観終了後、刑務所作業品ミニ
即売を実施
募集人員 各40人【先着順】
申 ・ 問 麓刑務所庶務課
☎0942-82-2121

水道管に冬支度を！

困ったこと、悩んでいること、ご相談を
相続・遺言・不動産登記・商業、法人登記
成年後見・借金問題（相談室あります）
料金の見積り等も、気軽にお尋ね下さい
営業時間 午前 8:00〜午後 6:00
(毎週火曜日は午後8時まで営業)
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お知らせ
家計の
困りごと相談室
出張

平成29年１月から 毎月第３木曜
日に相談室（東脊振庁舎）を開催
します。
（要予約）
税金や家賃の滞納、借金問題等
で悩んでいる人に、毎月の収入と
支出の内訳を把握し一緒に考えな
がら、自立した生活ができること
を目指す相談です。佐賀県から委
託された専門のスタッフが対応し
ます。
開催日 １月19日（木）、
２月16日（木）、３月16日（木）
申【予約窓口】福祉課福祉係（東

脊振庁舎）
☎37-0343
問 佐賀県家計の困りごと相談室
☎36-8402

下水道使用料免除制度

お知らせ

下水道使用料は、住民基本台
帳に登録された人数で算定して
います。しかし、実際は長期出
張や入院、学生生活で別の場所
で生活している人もいます。そ
のような人を対象に下水道使用
料の免除を行っています。
必要 書類 別の場所に住んでい
ることを証明するものの写し
申込み 窓口で申請書を記入し、
上記の書類を添えて申請。
申 ・ 問 環境課下水道係
（三田川庁舎） ☎37-0335

申 ＝申し込み先
問 ＝問い合せ先

町長交際費
平成28年度の支出状況
【平成28年11月】
種 別
件
慶

祝

弔

慰

見舞金
費

贈呈品
その他
月

計

累

計

金額（円）

0
3
0
0
0
1
0
4
23

協賛金
会

数

YOSHIN

0
42,000
0
0
0
3,700
0
45,700
162,320

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

川原団地
中の原団地
（Ｄ棟）

間取り

空室（件）

２DK

２

２LDK

８

３DK

10

３DK

19

12月16日現在

申・問 建設課住宅係
（東脊振庁舎）

☎37-0348

問 総務課（三田川庁舎）☎37-0330

1 年の計は元日にあり。現状を確認し、なりたい身体を目指しましょう！
1 月は『カラダ☆チェック』

年末・年始やお正月…そろそろ身体に出てきてませんか？
目標を立て、運動習慣を整え、健やかな年にしていきましょう
きらら館

InBody測定（体成分分析）

約90秒で正確な体脂肪率や筋肉量が
部位毎に詳しく分かります
日程：1/23（月）～ 2/2（木）

ふれあい館

血管年齢測定

指先をセンサーに乗せ18秒で血管年
齢が測定できます
日程：1/23（月）～ 2/3（金）

開室時は実施していますが、予約状況により対応できない場合もございます
事前のご予約をお勧めします。ご予約は電話でも承ります

利用案内

1 月はきらら館が 5 日、ふれあい館が 6 日より、開室しています

利用料：無料
開室日：きらら館
月～金曜日
（8：30～21：00）
ふれあい館
月・水・金曜日（8：30～12：00、13:00～17:00）
利用できる方：18歳以上の町民（高校生を除く）※初回のみ本人確認ができるもの

問 保健課健康づくり係（きらら館内）


よしのがリサイクル （11月搬出分・単位：㎏）

☎51-1618

問 環境課（三田川庁舎）☎37-0335

☆吉野ヶ里町リサイクルセンター（きらら館北側倉庫）
●１月の開館日 月～金曜日（水曜・祝祭日を除く） 8:30～17:00
7,020 5,450 170 2,380 190
190
580
180
毎週土曜日
 8:30～17:00
ペットボト
※１月１日（日）はお休みです。
ペットボトル
古 着
ルキャップ
売却金額
☆南部地区回収所（温水プール北）
160,235 円
●回 収 日 月～金曜日（水曜・祝祭日を除く） 8:30～17:00
1,150
35
1,510
※天候により中止する場合があります。
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。

新

聞

雑

紙 シュレッダー ダンボール 紙パック トレイ アルミ缶 スチール缶

有料広告

貞島司法書士事務所
司法書士 貞島博文
相続・遺言・後見・不動産の
売買による名義変更など…

お気軽にご相談ください

吉野ヶ里町吉田 667-58 ( 佐銀三田川支店 4 軒隣 )

☎0952-37-9655
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広報誌への有料広告を募集中です！
●掲載料金（１回あたり）
申・問 総務課
【町内企業】
秘
書・広 報 係
●縦５cm横17cm 5,000円
（
三
田川庁舎）
●縦５cm横８cm 3,000円
☎
3
7
-0330まで
【町外企業】
●縦５cm横17cm 10,000円
●縦５cm横８cm 5,000円
※２色刷り（色の指定はできません）

OGARI INFORMATION
各種相談

休日在宅当番医療

消費生活相談（近隣市町でも相談可能）
受付時間

9:30 ～ 15:30

【診察時間
月

日

午前９時から午後５時まで】
当番医療機関

１月１日
（日）

（外・内・胃・整）橋本病院
神埼町本告牟田3005
☎52-2022

１月２日
（月）

（外・整・胃）神埼病院
神埼町田道ヶ里2216-1
☎52-3145

１月３日
（火）

（内）
（外・整・胃・内）
中下医院
中尾胃腸科医院
神埼町田道ヶ里2284-1 千代田町餘江128
☎52-3295
☎44-2488

１月８日
（日）

（内）おおつぼ内科医院
神埼町本堀3199-1
☎52-3130

（内・胃・呼）神埼クリニック
神埼町田道ヶ里2396
☎53-1818

１月9日
（月）

（内）栗並医院
神埼町枝ヶ里76-1
☎52-2977

（内・小・胃）久和会
神埼町神埼293
☎52-2021

１月15日
（日）

（整）
目達原整形外科
吉野ヶ里町吉田2900
☎52-3717

（小）たけうち小児科医院
神埼町本堀2707-2
☎52-2524

１月22日
（日）

（整）
なかしま整形外科クリニック
神埼町本堀2934-25
☎51-1430

（小）山田こどもクリニック
神埼町田道ヶ里2394-1
☎55-6566

１月29日
（日）

（眼）くらとみ眼科医院
神埼町田道ヶ里2435-1
☎52-8841

（外・整・胃）神埼病院
神埼町田道ヶ里2216-1
☎52-3145

２月5日
（日）

（耳・アレ）
ごんどう耳鼻咽喉科
神埼町田道ヶ里2226-1
☎55-7001

（内・小）福嶋内科医院
千代田町境原2496-3
☎44-2141

弁護士による交通事故専門無料相談

２月11日
（土）

（外・内・胃・整）橋本病院
神埼町本告牟田3005
☎52-2022

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
場 所 佐賀県弁護士会館

（耳・アレ）
みつます耳鼻咽喉科
吉野ヶ里町吉田2906-1
☎53-8820

２月12日
（日）

（皮・アレ）
みねこ皮フ科クリニック
吉野ヶ里町吉田2154-3
☎51-1655

（内・循）しらいし内科
神埼町城原1256-1
☎52-3848

場所

問い合せ

月

みやき町（三根庁舎）

☎ 0942―89―1600

火

神埼市

☎ 37―0107

水

みやき町（三根庁舎）

☎ 0942―89―1600

木

吉野ヶ里町（東脊振庁舎）

☎ 37―0350

金

神埼市
上峰町（第２・第４）

☎ 37―0107
☎ 52―2181

佐賀県消費生活センター
毎日 （アバンセ内）
※受付 9:00 ～ 17:00

☎ 24―0999

司法書士による無料相談会
１月12日（木） 13:00～15:00
相談時間 原則30分程度
場所 東脊振庁舎２階会議室
申 ･ 問 商工観光課（東脊振庁舎）☎37-0350
（受付 平日8:30～17:15）

要予約

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

要予約
☎24-3411

行政・人権相談
日時 １月10日（火）9:30～12:00
場所 ふれあい館 相談室
問 総務課総務人事係（三田川庁舎） ☎37-0330

女性のための総合相談日
日時 １月５日（木）10:00～16:00
場所 東脊振庁舎第１相談室
申 ･ 問 福祉課児童支援係（東脊振庁舎） ☎37-0343

消費生活相談

（小・内）
小森医院
吉野ヶ里町豆田1254-2
☎52-1136

和田医院

もの忘れ相談室
１月18日（水）15:00～16:50（毎月第３水曜日）
要予約
相談時間 1人30分程度
場所 「きらら館」相談室
申 ･ 問 福祉課地域包括支援センター（先着３人）☎37-0344

時間外交付
毎週火・木 19：00まで ※祝日の場合は翌日
問 住民課総合窓口係（三田川庁舎） ☎37-0336

要予約

～相談急増！「お試し」のつもりが定期購入に～

【事例】「痩身と美容に効果あり」
「初回お試し500円」という
サプリメントのネット広告を見て、スマホから注文した。
商品が届き、同封の請求書に「定期購入で、２回目以降は
１箱4,000円、５回以上継続しないと解約できない」と書か
れていた。購入時は定期購入と気づかず、飲むと体調も悪
くなるため解約を申し出たが、定期購入と記載していると
解約を拒否された。再度サイトを確認してみると、画面の
下のほうに小さな文字で他の表示に紛れていた。業者から
「単品扱いとする方法もある。その場合通常価格5,000円の
購入になる」と言われた。500円だから試そうと思ったのに
納得できない。交渉している間に２回目の商品が届いた。

（40代女性）

アドバイス
１ 契約内容や解約条件を確認しましょう。スマホから
の注文は文字が小さいので注意が必要です。お試し価
格、初回～円、送料のみ等と表示されている場合は、
定期購入になっているか特に注意して確認しましょう。
２ 事業者名、連絡先等の記載があるか確認しましょう。
契約先が外国の場合、連絡がとりにくい、連絡がとれ
ても外国語の対応の場合もあります。
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吉野ヶ里町の電話帳

第３回

リアル野球盤大会

【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

（総合窓口係）

主催：吉野ヶ里町教育委員会・吉野ヶ里町公民館
共催：吉野ヶ里町スポーツ少年団・吉野ヶ里町スポーツ推進委員会

☎37-0336

税務課

☎37-0334

環境課

☎37-0335

会計課（三田川）

☎37-0337

議会事務局

☎37-0338

期日
時

☎37-0351

会計課（東脊振）

☎37-0352

福祉課

☎37-0343

☎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

第2試合⇒9:00～

※試合時間は、申込み時に希望時間を確認し、

☎37-0339

社会教育課

☎37-0340

中央公民館

☎37-0341

東脊振公民館

☎52-3499

希望に添えない場合は、調整後連絡します。
場

所：東脊振公民館
※先着３０チーム

内

容：ボードゲームの“野球盤”を実物大に再現した守備等の技術を必要としな
い山なりのボールを打つだけの野球ゲーム
①１チーム６名以上（中学生以上が１名以上いること）
②ピッチャーはピッチングマシーンを使用する。
③ボールは軟式テニスボールを使用する。
④順位は、獲得した総得点により決定します。

賞

品：優勝・準優勝・３位へ
賞状及び賞品を授与します。
（後日連絡します。）
また、ホームラン賞と参加者全員に参加賞を贈呈します。
問 社会教育課（中央公民館）☎37-0340

三田川健康福祉セン
☎51-1965
ター「ふれあい館」
☎52-2936

吉野ヶ里保育園

☎52-3024

三田川児童館

☎53-1117

温水プール
（体育協会）

☎52-1944

防災行政無線電話応答サービス
フリーダイヤル
☎0120-603-113
PHS、市外局番外からの通話
☎0952-52-5960

◉まちの面積

４３．99Ｋ㎡

◉まちの人口（12月１日現在）
男

7,922人（+5）

女

8,293人（−12）

合計

16,215人（−７）

◉世帯数

6,128世帯（−１）

※出生数11人


死亡数13人

（11/1～11/30届出）
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大ホール

申込み：1月６日（金）までに社会教育課（中央公民館）へ、申込みください。

東脊振健康福祉セン
☎51-1618
ター「きらら館」

東脊振幼稚園

P

締め切り後に決定します。

【中央公民館】
学校教育課

家族・地区・友人・職場
等でチームを作って出場して
みませんか？

（以後30分経過ごと）

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

1月15日（日）

間：第1試合⇒8:30～

【東脊振庁舎】
住民課（総合窓口係）

吉野ヶ里町

編集後記

年を迎えました。諺で「一年の計
は元旦にあり」といいますが2017
年の元日は、私にとって特別な日にな
りそうです。今までとは環境が大きく
変わり、新たな一年の始まりになりま
す。新年は“いろんなことに挑戦する”
を目標に充実した生活ができるように
頑張りたいと思います。
（吉富）

新

の慌ただしい最中、彼は選挙と共
にやってきました。その年度は選
挙尽くしで解散総選挙からの年またぎ
の県知事選挙。年末年始もなく悲鳴を
上げながら業務に臨んだことを覚えて
います。常に効率化を考え黙々と取り
組む彼を見て、自分の要領の悪さを痛
感しました。広報編集では、私の提案
に助言や後押しをしてもらい、のびの
びとやれて感謝しています。新しいス
テージでのまばゆか活躍を応援してい
ます。
（古賀）

春

１月の軽トラ市は

８日（日）です。
１月のさざんか千坊館休館日は

１日（日）〜３日（火）
・18日（水）です。

１月の納税など
住民税（４期）
国民健康保険税（８期）
後期高齢者医療保険料（７期）
介護保険料（８期）
※納期限は１月31日（火）です。

吉 野 ヶ 里 文 芸
YOSHINOGARIBUN-GEI

短

歌
俳

句
︵ ※
二句掲載︶

裏山に続いておりし冬木立
（石 動） 西牟田紀美子

かまきりの顔三角に足六本
啓子

裏年に実を付けくれし渋柿を
葉） 香月

剥きて感謝も吊す霜月
（松

幸

こうこう

天高しテープカットの紐握る
田） 伊東

小雨降る沓掛山に登り来て
（豆

スーパームーン天心にあり皓々と
敏明

阿蘇観音を雲海に見つ
野） 土井
霜月果つ焚火の煙細々と

（立
久々に机に向かい賀状書く
野の川のもみぢを乗せて雲流る
春枝

末尾に快癒の知らせを添えて
（大

田） 井上千代子

曲） 井上

（伊保戸） 中島
青年の背なは沈黙落葉道

君子

ウォーキングで会えば温もりくれた人
晩秋の今日の光を浴び歩く
（豆

小糠雨なか柩車遠のく
初音
紅葉谷日向日陰を濃くして

（目達原） 向井
病みてなお人の情けの身に沁みる

手） 大澤ヨシノ

ふんばって引く大根の太さかな
（田

ありがとうだけの言葉しかなく
川） 真木千津子

我が庭の花囲むごと花八手

（箱
孫結婚実付きんかん記念にと

動） 大坪カツヨ

確実に子が受け継ぎて歳のこと
（石

植込みおえて倖せ祈る
（上中杖上） 渡邊登志子

（田

手） 於保

邦枝

朝干しや山吹色の柿すだれ

くく

東雲に樹木の梢のすき間より
妙子

さざんかの一群れ咲きを遠目して

田） 牟田

このひととせの幸を祈りぬ
（横

括られて再び匂ふ残り菊
野） 香田

春枝

脊振嶺の雲のしかかり眠りゐる
（立

陽のこぼれ銀杏黄葉のシャワーかな

田） 西尾

京子

いつの間にくつつきをつたか草じらみ

（吉

遺跡野に大きな冬の来たりけり
師） 小浜史都女

ひといろに弥生の遺跡枯れゐたり
（講

川

柳

福山

幸子

年せまり買い物多し日曜日
斎藤 幾恵
日曜日私の仕事草むしり
平
斐子
日曜の孫オシャレしてそわそわと
緒方サナエ
日曜日うちの息子は長寝する
福成マツエ
休みの日色んな場所で遊んだよ
寺﨑 敏枝
休みには大きな鍋におでんかな
原 ミツ子
日曜日さわやか目覚めなにしよう
福島 英悟
白菜が安くなったら鍋したい
荒木千代子
安い値で買った達成感がある
牛島 美佐
餅つきはみんなでついて重ねつく
横手 信江
そばを食べ今年一年無事すぎる
上瀧 初代
母作るおせちの味が懐かしい
筒井アサノ
餅つきを孫と一緒に餅丸め
古川多惠美
百年塔皆を見守り見下ろして
多良シヅノ
十二月収穫準備イチゴたち
材木フサエ
少しづつ整理をします暮れだから
江口 重子
大晦日家族みんなでそばを食べ
中澤 明久
日曜日孫と遊べる特別日
佐藤 道子
目覚ましをかけない事が嬉しくて
山下麻の葉
安い肉工夫次第で旨くなる
橋本
香
ご近所のメニューがかぶる売り出し日
三宅 あや
安い分たくさん買って高くつく
橋本かの子
スーパーの列で安売り待っている
藤山 トシ
銀杏散る光の中を車椅子
白井みすず
いのししの肉へヘッピリ腰で食べ
古野千賀子
新年はいつもの手帳幕が開く

もみじ狩り庭いっぱいの人の顔
古賀由紀子
記念樹の色づくミカン孫想う
草津 公代
肝っ玉かあさんめざす若いママ
那須 紀子
ダイエットたらふくたべて気にかかる
大塚美代子
紅葉の見頃はずさず旅をする
兵働己登子
エノコロ草新人が好きじゃれ廻る
向井 初子
若づくり優先席に座れない
角田 幸美
隠し事もうバレてます目の動き
小池 喜治
ＡＩに搭載できぬ好奇心
中島 俊子
好奇心今も少しは燃えている
檜枝 一夫
北風に元気をもらうつるし柿
城野くみ子
レジに立つ余力が少しある財布
城野 浩二
星は今こんぺい糖になりました
真島久美子
満面の笑みで迎える今日の富士
西村 正紘
上り坂ラクダの瘤が欲しくなる
真島 清弘
ネコジャラシ心安さが好きである
真島美智子

ジュニア川柳

ぞうさんの一歩はドスン大きいな
荒木 彩愛（４年）
ドア開けてほんのり香るチョコレート
松尾 咲耶（４年）
おかめさんいつも笑っているんだよ
真島
芽（４年）
がんばればはじめの一歩ふみだせる
松本 萌望（６年）
やわらかな香りだお母さんの側
真島
凉（６年）

（ふれあい教室入選句）

わたしがね歩いていたら水たまり
唐見 みお（３年）
一歩ずつすすんでいくよおとなまで
池田 わか（２年）
一人より二人のほうがあたたかい
佐保こはね（３年）
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つか自分のお店を」という思いが
叶い、目達原にチナツ洋菓子店を
オープンさせました。大切なお客
子作りに取り組む合瀬さんを紹介
します。
おお せ

ち なつ

千夏さん

1981年７月生まれ

（目達原・35歳）

力

住
所
営業時間
定 休 日
業務内容
経営方針

チナツ洋菓子店

ブッセ

塩キャラメル

吉田2220番地35 ☎97-6656
午前10時から午後８時（日曜・祝日は午後７時まで）
月曜（月曜祝日のときは火曜）
洋菓子製造・販売
お菓子を通じて、お客様に“幸せな時間、癒しの時間”を提供
します。

●PR● 日常のおやつや大切な人へのギフト、
お誕生日ケーキなど様々な商品をご用意してい
ます。是非、お気軽にお立ち寄りください。
店舗の場所がわかりにくい場合には、お電話
ください。ご案内いたします。

以前は、栄養士として就職することも考えていました。どう
してもパティシエの道をあきらめることができず、この業界に
進みました。その頃から漠然とですが「いつか自分のお店を持
ちたい！」という気持ちがあり仕事を続けてきました。 パティ
シエは、女性が長く仕事を続けることが難しい業界ですが、自
分が生まれ育った土地で「お菓子の持つパワーや魅力」を永く
お客様にお届けしたいと考え、独立を決心しました。
仕事は、朝からシュー生地やカスタードクリーム、スポンジ、
ロールケーキ、プリンなど定番であるケーキの準備を始めます。
午前中には、ショートケーキなど生菓子の仕上げ、ホールケー
キの作成、ご予約頂いているケーキの準備を整えます。午後に
は、少なくなった焼き菓子を作り補充、売り場に出て接客、食
材や包材の注文を行います。閉店後、店内の片づけや掃除、営
業中にできなかった仕込みなど翌日の準備をしています。
商品は、甘すぎず、食べやすいお菓子になるように気を配っ
ています。お客様に一番おいしい状態で召し上がっていただけ
るように鮮度にも気を付けています。また、時期によって変化
する旬の果物を取り入れるようにしています。
「大切な人に食
べてもらいたいお菓子」というコンセプトを基本に安心安全な
食材を使ったお菓子であること、その中にちょっとした驚きや
喜びを提供できるようにと考えています。
９月に開店して２か月になりますが、どうすればお客様に喜
んでいただくことができるか考えながら作っていくことが大変
です。でもお客様の喜んでくれる顔やお言葉が一番の励みでも
あり魅力でもあります。
開店して間もないので
すがリピーターのお客
様が多いこともうれし
く思います。
今後もお客様にワク
ワクして気軽に立ち
寄っていただけるよう
な洋菓子店を目指しま
す。
生デコレーション

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 321番地２

協

問 税務課（三田川庁舎） ☎37-0334

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

合瀬

１月31日（火）〜２月４日（土）
８:30 〜 12:00、13:00 〜 15:00
※土曜は午前中のみ
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など）
※待ち時間を短縮し相談時間を平等に確保するため、
１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。

編集・発行／吉野ヶ里町総務課

様の笑顔を思い浮かべながらお菓

期日

吉野ヶ里町広報紙（毎月 1 回発行）

パティシエの道をあきらめずに
この業界へ・・・2016年９月「い

農業事業者の事前相談会

第 131 号

VOL.09

その他控除できる証明書など（寄付金等の領収
書など）
※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。
※地区割については、２月号に掲載予定です。

平成29年１月号

役場での申告相談
平成29年1月1日時点で、吉野ヶ里町に居住して
いた人を対象に、所得税・町県民税の申告相談を
実施します。
申告期間
２月16日（木）〜２月23日（木） きらら館
２月24日（金）〜３月15日（水） 中央公民館講堂
※土・日曜日及び祝日は休みです。
申告に必要なもの
①個人番号カードもしくは個人番号通知カード
と身元確認書類（運転免許証、健康保険証、
パスポート、障害手帳等）
②印鑑
③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、不動産の収入がある人）
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など）
④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
保険料の支払証明書または領収書
国民年金の支払証明書または領収書
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）

広報よしのがり

確定申告の時期が近づいてきました！

