「わーっしょい」
凍てつく空気に掛け声が響く。
男たちの熱気が会場を圧倒した。

寒 空に響く

大きく羽ばたけ213の夢
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東脊振校区

①交通安全宣言
(杉本一朗さん・寺﨑
明菜さん)
②新成人代表の謝辞
(荒木良祐さん)
③会 場 で は 自 撮 り す る
新成人があちこちで
見かけられた
④茶 道 サ ー ク ル か ら 抹
茶が振る舞われた
⑤会場前で記念撮影

①

②

③

④

大きく羽ばたけ
１ 月 ７ 日（日）、き ら ら 館
で平成30年吉野ヶ里町成人
式を開催しました。友人と
の再会を喜ぶ無邪気な笑顔
が、式典では真剣な表情に
変わり、大人としての自覚
と決意が感じられました。

⑤

平成３０年吉野

新成人の抱負
井上

鈴苗さん

=永田ヶ里=

４月から千葉の
ホテルでパティシ
エとして働きます。小さい頃から
の夢を叶えることができました。
高校から製菓の勉強を始め、専門
学校へ進学。フランス留学をする
ことができ、両親には本当に感謝
しています。友人や家族と離れる
のは寂しいですが、上を目指して
頑張ります。感謝の気持ちを忘れ
ず責任感のある信頼できるパティ
シエになれるよう努力します！
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江頭

達哉さん

=下豆田=

私は大学に通っ
ています。入学時
は特に目標はなかったのですが、
進路を考えるうちに、これが大人
になる、成人を迎えることかと思
うようになりました。現在、地方
公務員上級を目指して勉強に励ん
でいます。学生生活は残り２年を
切っているので、色んなことに挑
戦してみたいとも思っています。
成人として恥じない行動をとり、
立派な大人になります。

鶴丸

真奈さん

=川原団地=

福岡の美容専門
学校に通っていま
す。友達や良き先生に恵まれ充実
した学校生活。一から学んだ美容
の技術や知識、礼儀、自分の夢を
叶えるために学校に通わせてくれ
た母に感謝しています。４月から
は美容師として東京で働きます。
20年間大切に育ててくれた母と支
えてくれた家族や親友、周りの
方々に恩返しをしていけるように
精一杯頑張ります。

高木

武蔵さん

=下豆田=

私は小中高と地
元佐賀で育ち、18
歳から愛知県の企業に就職してい
ます。２年間というまだ短い期間
ですが、一人で生活し始めて、社
会の厳しさ、責任の重さなどを感
じてきました。両親のありがたさ
を改めて思い、ここまで育ててく
れた恩返しをしたいです。成人し
た今、行動言動に責任をもってい
きます。

三田川校区

け２１３の夢

20

⑥

⑦

⑧

⑨

⑥新 成 人 を 代 表 し て 記
念品を受け取る山内
滉大さん
⑦誓いの言葉
(中村朱里さん・永井
まこさん)
⑧司 会 を 務 め た 鶴 丸 ひ
な の さ ん・野 田 篤 樹
さん
⑨恩師と記念撮影

years old

野ヶ里町成人式
中島

慶樹さん

=松葉=

トヨタ自動車に
就職し、開発関係
の仕事をしています。知識や技術
を必要とする仕事なので、毎日が
学び・成長の連続です。こんなに
も良い環境に出会えたのは、支え
てくれた周囲の方々、そして家族
のおかげです。その期待に応えら
れるよう、失敗を恐れずとにかく
挑戦し続け、一日でも早く一人前
のエンジニアとなれるよう努力し
ていきます。

福岡

未奈さん

=立野=

大学で会計学を
主として商学を学
んでいます。まだ知らないことや
疑問を抱くことが沢山あり、自分
の未熟さに気付くと共に自分に可
能性があるのだと感じています。
今、楽しく学び生活できているの
は、私を支えてくださった方々の
おかげだと思います。これからも
感謝の気持ちを忘れず、自分の意
思と責任をしっかり持った大人に
なりたいです。

田島

翔太さん

=目達原=

父の影響で幼い
頃からの夢だった
航空自衛官になることができまし
た。この仕事に誇りを感じていま
す。これから立派な自衛官となり、
親孝行したいです。久しぶりに会
う同級生達はとても立派になって
いて、小中学生の頃を懐かしく感
じました。これから会う機会が少
なくなりますが、次に会う時の成
長を楽しみに私自身も成長してい
きたいです。

堤

玲奈さん

=鳥ノ隈=

短期大学に通
い、歯科衛生士の
国家試験合格に向けて日々頑張っ
ています。これからは自分の言動
に責任を持ち大人としての自覚を
持ち、両親やお世話になった方々
への感謝の気持ちを忘れずに、何
事にも挑戦していきたいと思いま
す。１年後には社会人になります。
患者さんに信頼される歯科衛生士
になりたいです。

2018.2 広報
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まちかとトヒクス
Machi-topi

ッ

吉野ヶ里町のできごとや、
活躍する町民の皆さんなどを紹介します。

Yoshinogari

三田川小５年・宮原真希さん
理科研究発表会で県知事賞受賞

11/11
（土）

まちトピ

宮原真希さん（10）=吉田=が「第70回佐賀県児童
生徒理科研究発表会」で県知事賞を受賞しました。宮
原さんが発表したテーマは「田手川の水生生物調査
Part2」。身近な田手川にどんな生き物がいるかを知
りたかったのがきっかけで、調査を始めたそうです。
昨年も同じテーマで発表し、入選しています。今回は
１年を通してどんな生き物がいるのかを調査。田手川
にオヤニラミやヤツメウナギといった絶滅危惧種の生
息を確認しました。
発表は最高の出来だったという宮原さん。来年に向
け「田手川の下流域に範囲を広げレベルアップした発
表がしたい」と意気込んでいました。

みんなで餅つき

12/15
（金）

東脊振小学校5年生児童が、食生活改善推進協議会、
学習田営農組合、保護者の皆さんと餅つきを行いまし
た。蒸したもち米の良い香りが漂う会場で、児童たち
は息を合わせ、何度も交代しながら大奮闘。20分ほど
で、蒸米が餅に変身しました。楽しそうな声を上げな
がら餅つきをしていた今泉蒼生さん＝下石動＝は、
「初
めてしたけど、杵がすごく重かった」と指についたお
餅をおいしそうに食べていました。
寒い中でも気持ちのいい晴れ間に餅つきは終了し、
てきぱきと後片付けもこなす児童たちが頼もしく見え
ました。

研究結果について熱く語る宮原さん（右は指導した阿嘉先生）

災害時の
地図利用を協定

12/14
（木）

吉野ヶ里町と地図の制作を手掛ける㈱ゼンリンは、
「災害時における地図製品等の供給等に関する協定」
を結びました。三田川庁舎で行った調印式では、町長
と同社九州第一エリアの和田滋統括部長が協定書に署
名。同統括部長は「万が一の場合に役立てていただけ
れば」と述べられました。
この協定により、同社から災害時の利用を目的とし
て、住宅地図帳５冊や広域地図５枚をご提供いただき
ました。このほかインターネットで有料配信する地図
の無料閲覧やゼンリン地図の複製利用ができます。な
お、
地図は更新される度に、
最新のものと交換されます。
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年金支給日は
ニセ電話詐欺にご注意を！

12/15
（金）

神埼警察署・神埼地区防犯協会・町社会福祉協議会・
町女性会がスーパーモリナガで、ニセ電話（振り込め）
詐欺撲滅に向けた啓発活動を行いました。年金支給日
に合わせ電話が増える傾向にある同詐欺。買い物客へ
啓発チラシを手渡しました。
昨年佐賀県内では64件（▲5件）のニセ電話詐欺が
発生。被害額は1億4,490万円（▲8,088万円）に上り
ます。神埼署管内は発生件数は３件・約１９７万円の被
害が出ています。同署の下尾則史生活安全課長は、
「最
近は若者の被害も増えている。他人事とは思わずに自
分のことと思い、気をつけて」と注意を呼び掛けます。
※（ ）は前年比

若き奏者が観客を魅了

12/27
（水）

コミュニティ助成事業
上三津東地区公民館

12/13
（水）

平成29年度のコミュニティ助成事業により、上三津
東地区にコミュニティセンター（公民館）が建設され
ました。
コミュニティ助成事業とは、宝くじの普及広報を目
的として、地域活動を支援するもので、公民館の建設
や地域のまつりなど多方面に活用されています。
上三津東地区は、集会施設が古く、大変苦労されて
いました。今後は、コミュニティ活動が活発化するこ
とが期待されます。

ふれあいネットワーク
見守り協定を締結

障がいを乗り越えて
生きる

12/13
（水）

本町とアスタラビスタ吉野ヶ里店が「ふれあいネッ
トワーク見守りに関する協定」を締結しました。この
協定は、地域全体で高齢者等の見守りや声かけを行う
ことで、住民の異変に気付き、身近な相談相手になっ
て住民の孤立感を解消することを目的とします。協定
の締結により、来店客への見守り・声かけに加え、同
店で委託操業する移動スーパー「とくし丸」が町内を
巡回する際の地域の見守り役として期待されます。
今回で、協力事業者は8か所となりました。今後
も、協力していただける事業者を募り、ふれあいネッ
トワークの輪を広げていきます。

まちトピ

吉野ヶ里町出身のサクソフォニスト・大坪俊樹さ
ん（27）=上石動=とピアニスト・八谷晃生さん（26）
=田手村=が佐賀市の浪漫座で「ふるさとコンサート
2017」を開催しました。昨年に引き続いての開催で会
場には満員の約260人が来場。本番を前に、八谷さん
は「嬉しさとありがたさでいっぱい。一年で一番楽し
かったと思っていただければ」と意気込みます。クラ
シックやポップスなど多彩な曲目で観客を魅了。また、
軽快なトークや歌声でも会場を沸かせました。
三養基高校吹奏楽部の林佑里香さん（17）は「リク
エストの即興メドレーに感動した」と興奮気味に感想
を話してくれました。

12/19
（火）

東脊振中学校（三上智一校長）は人権集会に合わせ、
車いすテニスプレーヤーの大谷桃子さん（22）=西九
州大=を招き、
「障がいを乗り越えて生きる」をテーマ
にした講演会を行いました。全校生徒や保護者など約
200人が聴講、大谷さんは「障がい者との間には壁を
作ってしまいがちだが、そんな必要はない」と訴えか
けました。車いす生活になった経緯、海外遠征や大会
でのエピソードを話したほか、車いす体験を実施しま
した。 中本駿希さん（15）は「障がいは他人事で
はなく、自分のことと考えなければいけないと改めて
感じた」と感想を話しました。

2018.2 広報
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まちかとトヒクス
Machi-topi

ッ

吉野ヶ里町のできごとや、
活躍する町民の皆さんなどを紹介します。

Yoshinogari

地域住民の
安全安心を守る

１/７
（日）

まちトピ
広報

１/13
（土）

町消防団（陣ノ内久昭団長）が「平成30年吉野ヶ里
町消防団出初式」を開催し、参加した消防団員272人
が無火災や安全安心を守る決意を新たにしました。
中央公園多目的グラウンドで通常点検や機械器具点
検、分列行進を実施。永年勤続章、功績章等、多数の
団員が表彰を受けました。式典後、南部（第二分団第
二部）と北部（北部馬簾隊）が馬簾まわしを披露。寒
空の下、気迫に満ちた団員たちが寒さをものともせず
放水を受ける姿に、声援と拍手が送られました。

障害のある子を持つ父母の会・かえでの会（菊松洋
子会長）がきらら館で、今年度最後の「ふれあいのつ
どい」を開催しました。吉野ヶ里町・神埼市を中心に
約20人の親子が参加、絵合わせなどのミニゲームや食
事会などで交流を深めました。この活動を企画するの
は西九州大学心理カウンセリング学科の学生13人。３
年生の山口香織さんは今年度の活動を振り返り「楽し
かった。健常者と障害者にある壁をなくすには、ふれ
あいが大事。こういう場にもっと目を向けてほしい」
と話しました。
かえでの会は、子ども達が地域の一員として生活で
きるよう活動しています。関心がある人は担当の深堀
さん（☎52-6044）までご連絡ください。

下石動天満宮が
佐賀県遺産認定

石丸怜耶さん（山田造園）が
技能五輪全国大会で敢闘賞

１/11
（木）

佐賀県では、地域の宝となっている景観や建造物を
22世紀まで残していくべきものとして「佐賀県遺産」
に認定し、その保存及び活動支援を行っています。
昨年12月21日付で下石動天満宮が「鎮守の杜 下石
動天満宮」の名称で「佐賀県遺産」に認定されました。
境内にある樹齢550年の大楠や同450年の大銀杏、江戸
時代初期の肥前鳥居など、歴史と風土を感じさせる要
素が残され、地区の皆さんの清掃管理により守られて
います。
千灯篭、奉納相撲など昔ながらの風習と共に美しい
景観も残していきましょう。
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ふれあいのつどい
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12/21
（木）

昨年11月に栃木県で開催された「第55回技能五輪全
国大会」で㈲山田造園=田手村=の石丸怜耶さん（18）
が、敢闘賞を受賞しました。同大会は、国内の23歳以下
の青年技術者が出場し、各職種で技能レベルを競いま
す。佐賀県からは選手団９人が出場。石丸さんは県内唯
一の入賞者となり、佐賀県知事から感謝状が贈られました。
造園業を始めて１年半の石丸さんは９月から休日を
使って猛特訓。競技は２日間に及び、課題の造園を完
成させました。大会を振り返り「石積みが大変だった
けど、入賞できてほっとした」と笑顔。
「また機会が
あれば挑戦したい」と意欲的に話してくれました。

行政トピックス

消防団員大募集！

総務課交通防災係
（三田川庁舎）☎37-0330

入団資格
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
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。

政治家の寄附は禁止。
有権者が求めることも禁止。

行トピ

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。
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。

問

選挙管理委員会事務局

問 （三田川庁舎総務課内）
☎37-0330

神埼警察署刑事課

☎５２-２１１４

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、
法律で禁止されています。違反すると、処罰されま
す。また、有権者が寄附を求めることも禁止されて
います。
①政治家の寄附の禁止 政治家（候補者、候補者に
なろうとする人、現に公職にある人）が選挙区内
の人に寄附をすることは、その時期や名義を問わ
ず禁止されています。
②政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止 有権者
が政治家を威迫して、あるいは政治家の当選又は
被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処
罰されます。
③政治家の関係団体の寄附の禁止 政治家が役職員
や構成員である団体や会社が、選挙区内の人に、
政治家の氏名を表示することや、氏名が類推され
るような方法で寄附をすることは禁止され、選挙
に関して寄附をすると処罰されます。
④後援団体の寄附の禁止 後援会が、選挙区内の人
に花輪、供花、香典、祝議等を出すと処罰されます。
公民権の停止

⑤あいさつを目的とする有料広告の禁止 政治家や
後援会が、選挙区内の人に、あいさつを目的とす
る有料広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・イン
ターネットなどに出すと処罰されます。
⑥寒中見舞等のあいさつ状の禁止 政治家は、選挙
区内の人に、答礼のための自筆によるものを除き、
年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状（電
報なども含まれる）を出すことは禁止されます。

①・②・③・④・⑤によって処罰されると、公民権停止の対象となります。

ご存知ですか？
公職選挙法第138条

戸別訪問の禁止

戸別訪問とは「選挙に関し、投票を得る目的、投票を得させる目的又は投
票を得させない目的で、戸別に有権者の家を訪問すること」です。選挙運動
の期間前、期間中を問わず、何人もこの行為が禁止されています。これを犯
すと、１年以下の禁錮または、30万円以下の罰金が科せられます。なお、選
挙運動の期間は「告示日から投票日の前日（３月20日～３月24日）」までです。
2018.2 広報
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TOPICS
確定申告・住民税申告が始まります
申告期間

２月16日（金）～３月15日（木）

申告が必要な人
会場

鳥栖税務署
吉野ヶ里町役場
◆事業所得（農業・営業）や不動産所得があり、各
種所得合計額が、所得控除（扶養控除や基礎控除
など）合計額を超える人
◆給与所得者で、次に該当する人
◦給与収入額が2,000万円を超える人
◦給与以外の所得が20万円を超える人
◦２か所以上から給与を受けていて、年末調整され
なかった給与の収入金額と、各種の所得金額（給
与所得、退職所得を除く）との合計額が20万円を
超える人
◆譲渡所得がある人
◆公的年金等の収入額が400万円を超える人
◆公的年金等の収入額が400万円以下で、年金以外
の所得金額が20万円を超える人
◆その他の所得があり、各種所得合計額が所得控除
合計額を超える人

１．所得税申告

行トピ

２．町県民税申告

会場 吉野ヶ里町役場

◆平成30年１月１日現在、吉野ヶ里町内に住所があ
る人。ただし、次の①～③に当てはまる人は除き
ます。
①所得税の確定申告書を提出した人
②給与（年末調整済み）以外に収入がなく、勤務先
から役場に給与支払報告書が提出されている人
③公的年金以外に収入がなく、提出義務者から役場
に支払報告書が提出されている人。ただし、生命
保険料控除や社会保険料控除（年金天引き分は申
告がなくても控除されます）などの所得控除を受
けるためには申告が必要です。
※公平・適正な課税のため、申告をされていない人
について後日調査をする場合があります。
収入がない人、遺族年金・障害年金等の非課税所得
のみの人でも町県民税申告は必要です。
町県民税の申告は、国民健康保険税、介護保険料、
後期高齢者医療保険料などの算定に必要となります。
申告をしないと「所得の有無」や「課税・非課税」
の判断ができないため、国民健康保険税等の軽減措
置や各種給付など行政サービスを適切に受けられな
い場合がありますのでご注意ください。
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問

税務課（三田川庁舎）

☎37-0334

必要書類（①～⑤）
①マイナンバー記載に係る本人確認書類（コピー不可）
〇マイナンバーカード
または
〇マイナンバー通知カード＋身元確認書類（運転免
許証・健康保険証・パスポート等）

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、保険の満期金等の支払明細書）

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
険料の支払明細書または領収書
●生命保険、地震保険、長期損害保険の控除証明書
※１
●医 療費の明細書 もしくはセルフメディケー
※２
ション税制適用に必要な書類一式 （領収書は必
要ありません。ご自身で５年間保管してください）
●その他控除できる証明書など（寄付金等の領収書、
障がい者手帳など）
※１医 療費控除の明細書の添付が必要となりまし
た。領収書（平成29年分）を基に、人ごとに病
院（薬局）を分けて作成してください。
※２セルフメディケーション税制に必要な資料をご
準備ください。
◦一定の取組を証明する書類
次の健診や予防接種を受けた人に実施者より提供
がある「領収書」または「結果通知書」。
①特定健康診査、②予防接種、③定期健康診断、
④人間ドック等
◦ス イッチOTC医薬品を購入した領収書に基づい
て作成した明細書
購入医薬品に「★」等のマークがついた平成29年
分の領収書が対象となります。

⑤還付金が発生した際の振込先金融機関の口座番号

行政トピックス

平成29年分所得税・平成30年度住民税の 鳥栖税務署での申告相談
期間 ２月16日（金）～３月15日（木）
申 告 相 談 日 程 表
時間 9:00 ～ 16:00
月 日 曜日

行政区

会場

大曲アパート 大曲宿舎
川原団地 中の原団地

2 19

月

永田ヶ里

2 20

火

三津住宅 医療センター宿舎
肥前職員寮 在川 松葉 辛上
在川アパート 大塚ヶ里

2 21

水

横田

2 22

木

上三津東
下三津東

2 23

金

永山 坂本 松隈 上石動
下石動 西石動 小川内

大曲

上三津西
下三津西

月 日 曜日

2 26

月

2 27

火

2 28

水

3 1

木

行政区

立野

会場

8 ：30～
15：30

9 :00～ 11:30
13:00～ 16:30

8 ：30～
15：30

8 :30～ 11:30

受付時間

税理士対応

8 ：30～
15：30

箱川上分

箱川下分

乙ノ馬手

3 2

金

下豆田

下藤

3 5

月

上豆田

上豆田団地

3 6

火

力田 衣村 伊保戸 曽根
上中杖 下中杖 吉野ヶ里

中央公民館

3 7

水

3 8

木

萩原

講堂

田中

3 9

金

田手村

3 12

月

上中杖上分
鳥ノ隈

3 13

火

新宮田 目達原東団地
目達原西団地

3 14

水

目達原

3 15

木

予備日

田手宿
苔野

若楠園

8 :30～ 11:30

8 :30～ 11:30
8 ：30～
18：00

萩原団地

8 :30～ 11:30

8 ：30～
18：00

立野団地

吉田

税理士対応

9 :00～ 11:30
13:00～ 16:30
9 :00～ 11:30
13:00～ 15:00

8 ：30～
15：30

8 :30～ 11:30

※土・日曜日は休みです。
※受付終了間際は大変混雑する場合
がありますので、お早めにご来場
ください。
※申告書を書面で提出する人は、郵
送でお早めにお願いします。
問

鳥栖税務署

☎ 0942-82-2185

農業事業者の事前相談会

行トピ

金

きらら館 多目的ホール

2 16

受付時間

期間 １月31日（水）～２月３日（土）
時間 8:30 ～ 12:00、13:00 ～ 15:00
※土曜日は午前中のみ
場所 中央公民館講堂
持参するもの
◦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、一人当たりの相
談時間を30分とさせていただきま
す。時間内に終了するためにも、
できる限りご自身で収支内訳書を
作成し不明な部分のみをご相談い
ただくようご協力お願いします。

8 :30～ 11:30

※２月２1日（水）
、３月２日（金）は受付時間を延長しています。
※地区割を行っていますが、都合が悪い場合は、他の地区の日でも受け付けます。

円滑な申告相談のため、ご協力お願いします
●都合がつく限り、指定された日にご来庁ください。
●青色申告、譲渡所得（土地、建物、株）、先物取引、
住宅借入金特別控除 1 年目、消費税の申告をする
人は、鳥栖税務署での申告をお願いします。
●収支内訳書は事前に作成を！
不動産、農業、営業所得のある人は、収支内訳書
を事前に作成し会場へお越しください。準備が不十
分な場合は、申告書の受付はできませんのでご注意
ください。

様式は税務課（三田川庁舎）または東脊振庁舎総
合窓口にあります。
●ご自宅のパソコンでインターネットを使用して確
定申告書を作成できます。
国税庁ホームページの「確定申告書等作成コー
ナー」で、所得税の確定申告書、収支内訳書などが
簡単に作成できます。作成した申告書などは、プリ
ンターで印刷すれば、郵送でそのまま提出できます。

2018.2 広報
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TOPICS
第10回特別弔慰金が支給されます。
請求期間は平成30年４月２日です

対象者 平成27年４月１日（基準日）において「恩
給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族
等援護法による遺族年金」等を受ける人（戦没者
等の妻や父母等）がいない場合に、次の順番によ
る先順位のご遺族お一人に支給。

行トピ

戦没者等の死亡当時のご遺族で
１．平成27年４月１日までに戦傷病者戦没者遺族等
援護法による弔慰金の受給権を取得したもの
２．戦没者等の子
３．戦没者等の①父母②孫③祖父母④兄弟姉妹
※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること
等の要件を満たしているかどうかにより、順番が
入れ替わります。
４．上記１～３以外の戦没者等の３親等以内の親族
（甥、姪等）
※戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上の生計関
係を有していた人に限ります。

公表する資料
第5次吉野ヶ里町高齢者保健福祉計画
第２次吉野ヶ里町障がい者計画
第５期吉野ヶ里町障がい福祉計画
（第１期吉野ヶ里町障がい児福祉計画を含む）
資料閲覧場所
⑴ホームページ
⑵東脊振庁舎 福祉課
⑶三田川庁舎 住民課総合窓口係
※窓口での閲覧は土日祝日を除く、8：30～17：00
意見の募集期間
２月５日（月）～２月16日（金）
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福祉課福祉係（東脊振庁舎）

☎37-0343

請求期限 平成30年４月２日まで
※請求期間を過ぎると第10回特別弔慰金を受けるこ
とができなくなりますので、ご注意ください。
請求受付から国債交付までに要する期間（目安）
請求書の受付から国債交付までは、約５か月か
ら７か月かかります。
※以下に該当する場合には、さらに時間がかかりま
す。
●審査裁定を行う都道府県（戦没者等の除籍時の本
籍都道府県等）と請求者の居住都道府県が異なる
場合
●ご提出いただいた請求書類について、記載内容不
備・不足書類があった場合
●請求内容について疑義が生じ、調査等を行う必要
がある場合

高齢者と障がい者のための各福祉計画
に対する意見を募集します
吉野ヶ里町では、現在高齢者と障がい者施策を推
進するための各福祉計画の策定を進めています。今
回、計画の原案がまとまりましたので、パブリック
コメントを実施します。

問

問

福祉課（東脊振庁舎）

☎37-0343／姉53−1106
糸fukushi@town.
yoshinogari.lg.jp

対象者
⑴町内に住所を有する人
⑵町内に事務所または事業所がある個人、法人等
⑶町内に通勤・通学する人
⑷その他案件に利害関係を有する個人、法人等
意見の提出方法
次のいずれかで提出してください。様式の指定は
ありませんが、提出に当たっては、氏名・住所・電
話番号を明記してください。様式を用意しています
のでご利用ください。
⑴郵送 ⑵FAX ⑶Eメール ⑷直接提出
※⑷は土日祝日を除く、8：30～17：00
意見の取り扱い
計画作成に向けて参考とさせていただきます。
個々のご意見に対して、直接の回答はしませんので
ご了承ください。

健康づくり

行政トピックス

健康ポイントを吉野ヶ里町商品券
に交換しましょう！
申請期間
2月1日（木）～2月28日（水）
申請場所
中央公民館、東脊振公民館、
きらら館、福祉課
申請に必要なもの
印鑑、健康ポイント手帳、
健康ポイントカード

健康づくりマップ
吉野ヶ里DE

勤務形態

非常勤

任期

２年間（１期）
平成30年４月１日～平成32年３月31日

応募期間

２月20日（火）まで

選考方法

面接

問

社会教育課（中央公民館）

☎37-0340

応募資格
①町内在住で、平成30年4月１日現在で満20歳以上
の人
②スポーツに深い関心と理解のある人
③ス ポーツ・レクリエーション及び地域活動に興
味・関心がある人
職務内容
①スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調
整
②町が主催するスポーツの行事又は事業の実施への
協力
③町民のスポーツに関する実技の指導を行うこと
④スポーツの推進のための指導及び助言

健康づくり

若干名

社会教育課（中央公民館）

☎37-0340

新規登録者随時募集中！
～健康ポイント事業とは～
健康寿命（“健康”で長生き）
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町商品券
と交換する制度です。

町スポーツ推進委員を
募集しています！
募集人員

問

スポーツ推進委員の具体的な活動
○神埼市郡研修会
スポーツ推進委員会定例会では、町民の健康維持
及び増進を図ることを目的に、各種スポーツ行事の
企画立案を行っています。各種スポーツの経験者、
スポーツ好きの20代～60代のメンバーで構成されて
おり、町民の皆様にスポーツの楽しさや喜びを伝え
ようと研修会等を行い、幅広い知識の習得に努めて
います。
○リアル野球盤大会

スポーツ推進委員には、町が開催するスポーツイ
ベント事業の運営スタッフとして協力をいただいて
います。町民の求めに応じて実技指導や生涯スポー
ツの普及活動を実施しています。
誰もが気軽に参加できるスポーツ種目を計画して
います。
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TOPICS
「医療費控除の明細書」
をお送りします

行トピ

佐賀県後期高齢者医療広域連合より「後期高齢者
医療に係る医療費のお知らせ」
（９～12月診療分）を、
２月23日に発送します。
このお知らせは、医療費控除の申告手続で医療費
の明細書として使用することができます。医療機関
等からの請求書が遅れているなどの理由で記載され
ていない場合は、別途領収書に基づいて「医療費控
除の明細書」を作成し、その明細書を申告書に添付
していただく必要があります。
また、
「患者負担額」の欄には、自己負担相当額
が記載されています。
「支払った医療費の額」と実
際にご自身が負担された額が異なる場合、ご自身で
額を訂正してください。

問

※領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成
した場合や、ご自身で額を訂正した場合は、医療
費領収書は確定申告期限から５年間保存してくだ
さい。
なお、医療費控除の申告に関することは、鳥栖税
務署（☎0942-82-2185）にお問い合わせください。

就学援助制度
就学援助とは
町内に在住し、吉野ヶ里町立小中学校に通学する
子どもがいる世帯で、経済的な理由により学用品費
や給食費の支払いが困難な保護者に対して、その費
用の一部を援助する制度です。
申請方法
学校教育課に申請用紙があります。必要事項を記
入、押印し、次の書類を添えて提出してください。
また、現在援助を受けている人も新たに申請が必要
となります。
〔添付書類〕
世帯全員の収入を証明するもの（源泉徴収票、年
金源泉徴収票、確定申告書の写し、児童扶養手当証
書の写しなど）。
認定条件
世帯全員の所得合計額を基に算出した額と、生活
保護基準額を比較し判断します。収入のない人もそ
れを証明するための申告が必要です。確定申告受付
期間内に申告を済ませてください。
支給方法
７月に認定し、各学期末に学校より現金支給しま
す。

佐賀県後期高齢者医療広域連合
業務課 企画・保健係 ☎64-8476

提出 ・ 問

学校教育課（中央公民館）

☎37-0339

援助内容
項

目

学用品費

（通学用品費含）

対

象

学用品の購入にかかる費用の一部

小学校13,270円／年額（１年生は11,100円）
中学校23,870円／年額（１年生は21,700円）

修学旅行費

修学旅行に参加した場合の実費額
（小学校６年生、中学校３年生）

新入学用品費

新入学用品の購入に係る費用の一部
（小中学校新１年生の１学期認定者）

校外活動費

校外活動に参加した場合の実費のうち交
通費及び見学料

学校給食費

給食費として保護者が負担する実費額

医療費

学校保健安全法に基づく疾病（虫歯や中
耳炎など）の保護者負担額

※国立大学法人立・県立・私立の小中学校は対象外です。
※学年や区域外就学等で該当しないものもあります。

提出先及び受付期間
学校教育課へ提出 ３月１日（木）～３月30日（金）
※申請は随時受け付けますが、月割額となり支給さ
れないものもあります。

認定後に支給される援助費は、子ども達の学校教育のためにお使いください。
学校納入金が免除になる制度ではありませんので、月々の学校納入金の納付についてご理解ください。
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行政トピックス

看護師・栄養士・母子保健推進員
の募集

申・問

保健課健康づくり係
（きらら館内）☎51-1618

看護師・栄養士の募集
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
30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。

行トピ

応募資格
看護師（准看護師を除く）
・栄養士の資格を持つ人
募集人数 資格ごとに若干名
職務の内容
健康診査、健康相談、訪問指導など保健予防業務
勤務場所
東脊振健康福祉センター「きらら館」

母子保健推進員の募集
子育て中のお母さん達をサポートする子育てボラ
ンティア『母子保健推進員』を募集します。
母子保健活動や子育て支援活動に興味があるあな
た、仲間とともに子どもたちの笑顔に囲まれながら
活動してみませんか。

活動内容
町が実施する母子保健事業等への協力
◦妊産婦及び乳幼児への自宅訪問、相談
◦乳幼児健診や親子遊び教室での兄弟児の見守り
◦健康福祉センター内のトレーニングルームを利用
されるお母さんのための託児サポート
◦訪問時の手作りプレゼント作成やきらら館内の季
節ごとの壁面飾り作成など
任期
平成30年４月１日から２年間
募集人数 若干名
申込み期限 ２月20日（火）

２か月児相談で、
「記
念の手型足型」をと
りお渡ししています。
とても喜んでいただ
いています！

『鉄道近接工事』にご注意ください ! !

︻連絡先︼

鉄道に関する事故は、一歩間違えれば脱線事故や感電事故等、
大惨事を引き起こす可能性があります。
建物の建設・解体や、庭木や山林の木の伐採等、線路に近接
した作業を行う場合は、ＪＲ九州へご相談ください。
■長崎本線・・・・☎ 0952-23-2939（ＪＲ九州佐賀鉄道部）
■詳しくはＪＲ九州ホームページをご覧ください。
安全へのお願い

JR 九州

検索

※作業内容や環境条件、使用重機によっては８ｍ以上の
場合でも近接工事の適用となる場合があります。

2018.2 広報
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子育て
東脊振・三田川放課後児童クラブ
利用申込案内（平成30年度）
対象児童
保護者が就労等により、放課後家庭が留守になる
小学１年生～６年生までの全児童
※保護者には、父母のほか、同居している65歳未満
の親族を含む。
申し込みに必要な書類
①利用申込書兼児童台帳
②放課後留守家庭であることを証明する書類
児童クラブを利用できる児童は、両親及び同居し
ている親族（65歳未満）の全てが、次のいずれかの
事情にある場合です。
利用区分

必

要

書

就労、就学

勤務証明書、在学（入学）証明書

病気、障害、
看護、介護

診断書、障害者手帳写し、
介護認定書等

出産

母子手帳の写し

求職活動

誓約書（求職活動）

災害

罹災証明書等

子
育
て

2018.2

減免制度
次に該当する場合は、負担金の減免の対象となり
ます。利用許可決定後、
「放課後児童健全育成事業
負担金減免申請書」と必要書類を添えて申請してく
ださい。
①生活保護を受けている（保護証明書）
②就学援助を受けている（就学援助認定通知）
③児童扶養手当を受けている（児童扶養手当認定通
知）
開所日時及び負担金
利用区分

開所時間

【平日】
※長期休業日を含む

月～金
授業終了後

～18:00

3,000円/月
5,000円※
※8月分のみ

【一時利用】
※長 期休業日のみ
利用する場合

月～金
 7:30～18:00

春休み
夏休み
冬休み
学年末

毎週利用
 7:30～18:00

1,000円/月

単発利用
 7:30～18:00

400円/1回

18:00～19:00

100円/1回

【時間延長】

負担金

1,500円
6,000円
2,000円
1,500円

※上 記以外に、傷害保険料（2,000円/年間）、おや
つ代をご負担いただきます。

問

☎53-1117

児童館は18歳までの子どもを対
象に、健全な遊び場の確保、健康
増進、情操を高めることを目的と
した施設です。
専門的な知識を持った指導員が
子どもたちをサポートするだけで
なく、子育てをする親への支援を
実施。親同士の交流や育児相談な
どの支援も併せて行っています。
行事は、毎月連載の「児童館だ
より」のページに掲載しています。

広報

福祉課（東脊振庁舎）
☎37-0343
東脊振放課後児童クラブ ☎53-6554
三田川放課後児童クラブ ☎52-8068

【土曜日】
※長期休業日を含む

休業日
日曜日、祝日、
８/13～８/15、
12/29～１/３ 等

三田川児童館

14

類

問

開館時間
月〜土曜 9:30〜18:00
※日曜・祝日・年末年始は休み
対象 0歳～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。
利用料 無料
手作りのおもちゃにトランプ、
ぬり絵、約300冊の図書コーナー
があります。外庭では、砂場や雲
梯、ポッピングで遊ぶことができ
ます。

▲クリスマスのお菓子を作ろう！

▲手作りおもちゃ

子育て
開館時間 月〜土曜 9：30〜18：00 休 館 日 日･祝･年末年始
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

三田川児童館

☎ 53-1117

【２月の催し】
日にち

時

３日（土）

間

１４:００～１５:００

行

事

対

「児童館豆まき会」

象

定

員

どなたでも

５日（月）

11:００～１２:００

「マンデイ親子のつどい」

１０日（土）

１４:００～１６:００

「チョコチップクッキーを作ろう！」

１５日（木）

１０:３０～１１:３０

「児童館ママのアラカルト教室」
～フラワーアレンジメント教室～

１７日（土）

１４:００～１５:００

「ティスター先生と遊ぼう！」

１９日（月）

１０：３０～１１:３０

「ドレミ広場」

２４日（土）

１４:００～１６：００

「けん玉教室」

２６日（月）

１０:３０～１１:３０

「フルーツ親子広場」

材料代等

申込締切

無料

未就学児親子

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

500円

定員になり次第

どなたでも

無料

町内在住の
未就学児親子

無料

小学生以上

無料

未就学児親子

10組程度

無料

＊「チョコチップクッキーを作ろう！」の受け付けは2月1日（木）からです。
●３日/「児童館豆まき会」は、児童実行委員の子ども達のパフォーマンスと、豆まきで厄払いをして、後はゲームで楽しみます。
たくさんのご参加を待ってま～す♡
●15日/「児童館ママのアラカルト教室」は、
「HANAHANA LEAF」の中村先生のご指導で、フラワーアレンジメント教室を行います。
お花のある生活♥いいですね！申し込み待ってます♪
●17日/ザンビア出身の東脊振小・中学校ALTのティスター先生と一緒に、英語で遊びましょう （^0^）/
♪募集♪
3月24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。その打ち合わせを2月24日（土）に行いますので、出演を希望する人はご
連絡ください（^^♪
日
プレゼントありがとう♡ 12月16

サンタさん

土

育

火

て

日
手作り門松で、新年を迎えました♡ 12月26

子

児童実行委員の子ども達と職員の出し物で始まったクリスマス会。ビンゴゲームでは職員の手
作りのプレゼントをサンタさんが手渡しました。たくさんの子ども達が参加し、好きなプレゼン
トをゲットして笑顔いっぱいになりました。

北山森クラブの油布先生を講師に招き、ミニ門松を作りました。参加
した34人は、羽を作る無患子（むくろじ）や難を逃れる南天などの材料
の由来を聞き、楽しく制作。縁起物の素敵な門松が完成しました。

保健行事
行

事

名

◆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、マイナンバーがわかるもの（通知カード
等）をご持参ください。

保健課健康づくり係（きらら館）☎51-1618

日（曜）

受付時間

毎週月曜日

９:00～11:00

ワン・ツー体操

1（木）

10:20～10:30

おおむね１歳半以上の幼児と保護者

飲みもの（水筒）

3歳６か月児健診

2（金）

13:00～13:30

平成26年7・8月生

母子手帳 健康診査票

定期健康相談

４か月児健診
７か月児健診

6（火）

13:00～13:15
13:15～13:30

場

問

所

きらら館

きらら館

対

象

者

持参するもの

一般町民

平成29年10月生
平成29年7月生

母子手帳 バスタオル

１２か月児相談

7（水）

13:00～13:15

平成29年2月生

母子手帳

２か月児相談

28（水）

13:00～13:15

平成29年12月生

母子手帳 バスタオル

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。

＝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

2018.2 広報
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【３月号募集】 町内在住の３月で、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）で申し込みも可能です。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。
申・問

総務課秘書･広報係

☎37-0330

糸kouhou@town.yoshinogari.lg.jp

下豆田
たいら

な

み

い とう

平 菜瑞ちゃん

伊東

平成24年2月23日生まれ

み

き

怜時くん

藤本

あんどう

中牟田美希ちゃん

安藤

平成24年2月29日生まれ

り

の

立野

きたじま

璃乃ちゃん

北嶋

みゆい

立野

心結ちゃん

平成25年2月21日生まれ

【家族からのメッセージ】

6歳、おめでとう♡4月から
小学校だね。たくさんの友達
作って、笑顔でいてね。だい
すきだよ♡

香穂ちゃん

４歳のお誕生日おめでとう♪
これからも元気いっぱい幼稚
園に行く姿、
楽しみにしてるよ。

平成26年2月8日生まれ

【家族からのメッセージ】

ほ

【家族からのメッセージ】

３歳のお誕生日おめでとう♡
にこにこ笑顔にいつも癒され
ています！これからもたくさ
ん笑って元気に育ってね♪

萩原

か

平成26年2月12日生まれ

【家族からのメッセージ】

いつもママを助けてくれてあ
りがとう♡頼りにしてます！
なみチャン大好きだよ♡お誕
生日おめでとう♪♪

た

ふじもと

平成27年2月10日生まれ

【家族からのメッセージ】

なか む

上豆田

上豆田

れい し

【家族からのメッセージ】

４歳のお誕生日おめでとう♡
笑顔いっぱいの璃乃がみんな
大好きだよ♡これからもにー
にと仲良くたくさん遊ぼうね
♪

5歳の誕生日おめでとう！
いつも笑顔で明るく元気な心
結が大好きだよ♡妹に優しく
してくれてありがとね♡

図書室だより
子

●開館時間
●休館日

平日（月～金）9 :00～17:00
土曜日 9 :00～13:00 （中央公民館のみ）
問 東脊振公民館
日曜日・祝日
☎52-3499／中央公民館 ☎37-0341

育

≪東脊振公民館に新しい本が入りました！≫

て

図書名

「西郷どん！」

こぽこぽ、珈琲

阿川

佐和子

決戦！賤ヶ岳

木下

昌輝

キラキラ共和国

小川

糸

百貨の魔法

村山

早紀

西郷どん！前編・後編

林

農家の台所
 一生食べたい野菜のおかず

Farmer’s KEIKO

すっきり暮らすための掃除・
片付けのコツ

主婦の友社

えがないえほん

B.J. ノヴァク

休息びより

パイインターナ
ショナル

はやくちことばでおでんもおんせん

川北

亮司

オリンピックのおばけずかん

斉藤

洋

かいけつゾロリのちていたんけん

原

どんぐりむらのどんぐりえん

なかや

広報

2018.2

他

ゆたか
みわ

著／林

真理子

林真理子による、全く新しい西郷隆盛像！
明治維新の立役者である西郷隆盛を、勇気と
実行力で時代を切り開いた「愛に溢れたリー
ダー」として描く、大河ドラマの原作小説です。
「はやくちことばでおでんもおんせん」

著／川北 亮司
ここは 湯の国 おでんも おんせん！？おでん
たちのやってくる、ひなびた温泉場で、つぎつぎ
くり出される「おでん早口ことば」たち。みんな
で声に出して楽しめる、愉快な早口ことば絵本で
す！

真理子

※すべて吉野ヶ里町中央公民館で取り寄せ可能です。

16

☆話題の新刊☆

著者名

☆絵本まつりのおしらせ☆
と き
ところ

2月25日（日）10:00～12:00
東脊振健康福祉センター
「きらら館」
催し物 ☆おすすめ絵本紹介コーナー
☆大型絵本展示 ☆古絵本市
☆ましろの会によるよみきかせ「じごくのそうべえ」
☆ゆめのたねによるよみきかせ「100万回生きたねこ」
などたくさんの催しがあります！みなさんぜひ来てください♪

YOSHINOGARI
INFORMATION
国民年金保険料前納制度

申 ＝申し込み先
問 ＝問い合せ先

お知らせ

山火事に注意!!

色紙展へようこそ!!

問 佐賀県赤十字血液センター

もし、テレビ映像に影響が出た
際はコールセンターへご連絡くだ
さい。この電波が影響している場
合は、当協会費用負担で回復作業
を行います。



☎32-1011

お知らせ

最も割引額が大きい２年前納は
例年、冬から春にかけて、山では
三田川水墨画サークルは現在、６
口座振替、現金、クレジットカー 枯葉や枯草が多くなることに加え、 人で月２回勉強会を行っています。
ドをご利用いただけます。
空気の乾燥や季節風などの気象条件
今回中央公民館のロビーで、今
現金（納付書）による前納
から、山火事の約７割が、２月から まで描いてきた水墨画の色紙展を
任意の月から翌年度末までの前 ５月にかけて集中して発生していま 開催します。ぜひ、ご来場ください。
納が可能です（最大で４月分から す。
期間 ２月９日（金）～22日（木）
翌々年３月分までの２年分の前納が
原因として、たき火、火入れ、た 場所 中央公民館１階ロビー
可能）。
ばこの火の不始末など、そのほとん 問 三田川水墨画サークル
大澤
☎53-3539
クレジットカードによる納付
どが人間の不注意などによるもので
現在の口座振替による２年前納と す。
同じく、４月分から翌々年３月分ま
次のことに気を付けてください。 ラージボール卓球大会
での保険料を４月末に納付いただき ●枯草などがある火災が起こりやす 日時 ２月18日（日）
ます。
い場所では絶対にたき火はしない。
9:30～12:30（受付8:30～）
また、口座振替には、当月分保険 ●風が強いとき、空気が乾燥してい 場所 山茶花武道館１階
料を当月末に引き落とすと月々50円
るときはたき火や火入れはしない。 参加資格 町内在住者及び勤務者
割引される早割制度や、６か月・１ ●たばこの火は必ず消し、絶対に投 種目 混合ダブルス（当日抽選）
年、２年前納をご利用できます。定
げ捨てない。
競技方法
額保険料を納めた場合と比べ、割引 問 佐賀広域消防局 予防課
リーグ戦及びトーナメント戦

☎33-6765 参加費 200円（当日徴取）
額も大きくなります。
※割引額等詳細については、お問い
持参品 体育館シューズ・飲食物
合わせいだだくか、日本年金機構 献血バス（400㎖献血） 申込締切 ２月９日（金）
ホームページをご覧ください。
申 ・ 問 吉野ヶ里町体育協会
がまいります
口座振替申し込み方法

☎52-1944
皆様のあたたかいご理解とご協力
口座をお持ちの金融機関（郵便局
をお願いします。
２月15日以降
を含む）または年金事務所（郵送も
日時 ２月15日（木）
可）、保健課の窓口へ。基礎年金番
テレビ映像が乱れる可能
９:00～12:00
号や金融機関届出印が必要です。
性があります。
場所 中央公民館
申し込み締切 ２月28日（前納分）
可能年齢 18歳～64歳
スマートフォンの急速な普及に
口座振替日 ４月末日
（60～64歳の間に献血を経験された 伴い、データ通信量が増加し、つ
※残 高不足で引き落としができな
人に限り69歳まで可能）
ながりにくいエリア、データ通信
かった場合は、割引ができません
◆献血をご遠慮いただく場合
速度の低下などが発生しています。
（毎月の振替に切り替わります）。
○男女ともに体重が50kg未満
この解決のために新たに
問 保 健課後期高齢者医療・年金係
○３日以内に抗生剤を服用、歯石除 「700MHz」という電波帯を使用す
（東脊振庁舎）
☎37-0345
去を受けた
ることになりました。この電波は
佐賀年金事務所
☎31-4191
○海外から帰国後４週間経たない
地上デジタルテレビ放送に近いた
○検診医の問診により献血を控える め、テレビ映像に影響が出る場合
よう診断された
があります。

問（一社）700MHz利用推進協会

テレビ受信障害コールセンター

☎0120-700-012
受付時間9:00～22:00（年中無休）

2018.2 広報
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お知らせ

申 ＝申し込み先
問 ＝問い合せ先

YOSHIN

司法書士による
いきいき健康講座
東部農林事務所の移転
県下一斉無料法律相談会 ～あなたの肺は健康ですか？～ 移転先 ＪＡさが神埼支所 ３階

日時

２月24日（土）
10:00～15:00
場所 《神埼会場》
神埼中央公民館 ☎53-2325
相談 内容 不動産の相続・売買・
贈与・会社設立・役員変更など
の登記、供託、債務整理（破産、
クレジット・サラ金トラブルな
ど）、成年後見、遺言、各種裁判
手続など
※予約不要です。
★当日は、電話相談も行います。
専用ダイヤル
☎29-0635 ☎29-0710
問 佐賀県司法書士会 ☎29-0626

毎日健診会場が
移転しました

毎日健診を委託している成人病予
防センター事業所が総合保健協会事
業所と合併し、移転（旧県立病院好
生館跡地）しました。
毎日健診は平成30年２月28日まで
受けられますので、新しくなった施
設で気持ちよく健診を受けてみませ
んか？
佐賀中央
郵便局

264

佐賀
神社

郵便局前

佐賀
県庁

片田江

佐賀県立図書館

30

県庁東

お知らせ

郵便局

ココ
龍谷高校北

県立
博物館

NHK
佐賀龍谷学園
佐賀城本丸歴史館

問 佐賀県健康づくり財団



☎37-3314

有料広告

法、戒名彫刻

日時
場所

内容
①講演 呼吸器内科医師、看護師か
ら『肺炎について』の講演を予定
②各専門職による相談ブース開設
③リハビリ体操
④肺年齢測定検査
リハビリ体操終了後、肺年齢測定
を行います。希望する人は申込時に
お申し出ください。
申込期限 ２月23日（金）
※席に空きがありましたら、当日参
加も可能です。
問 東佐賀病院



地域医療連携室
担当：高口・上村・久本
☎0942-94-3748

確定申告期の
税務署の閉庁日対応

閉庁日対応を行う日
２月18日（日）、２月25日（日）
受付時間 9:00～16:00
申告会場
●佐 賀税務署（佐賀市駅前中央3-320 佐賀第二合同庁舎）
●西鉄ホール（ソラリアステージビ
ル６階）
（ 福岡市中央区天神2-113）
対応業務 確定申告書用紙の配付、
申告相談、確定申告書の収受及び
納付相談
問 鳥栖税務署 ☎0942-82-2185

ゆう

しゃ

石 裕 社
吉野ヶ里町田手 1817-12 TEL・FAX0952-52-2210

WEB

石裕社

検索

住

所

〒842-0007
神埼市神埼町大字鶴3456-5
神埼駅前

神埼市中央
公民館
神埼駅通
郵便局

佐賀県農業組合
神埼地区
神埼市
役所前

旧事務所

222
34

神埼中
学校前

神埼市役所

問 東部農林事務所

神埼町
1 丁目

☎55-9760

職業訓練受講生募集
４月入所生
募集科名

定員

電気設備施工科

18人

募集期間
２月５日（月）～28日（水）
入所選考 ３月７日（水）
筆記及び面接をポリテクセン
ター佐賀で実施。
訓練期間
４月５日（木）～９月27日（木）
受講料 無料
※テキスト代等は自己負担
応募 資格 新たな職業に就こうと
する求職者で、受講意欲があり
ハローワーク所長より受講指示、
受講推薦等を受けた人
申込 方法 受講を希望する人は、
最寄りのハローワークで相談の
上、応募書類を同所に提出して
ください。
問 ポ リテクセンター佐賀 訓練課

☎26-9516

※墓所が吉野ヶ里町周辺。
※立地条件によって金額が異なります。

御本尊 ご先祖様そして家族に感謝
せき

３月２日（金）
14:30～16:30（受付14:00～）
国立病院機構東佐賀病院
薬理学室

通常20,000円を

税込

16,000円

新規墓石
墓石リフォーム
墓じまい など

何でもお尋ねください！

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。
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OGARI INFORMATION
住民基本台帳閲覧

ひぜん☆シネサロン

当町の住民基本台帳の閲覧があり
ましたので、お知らせいたします。
請求件数 １件
請求機関
一般社団法人 中央調査社
調査を委託した機関
内閣府大臣官房政府広報室
請求事由 社会意識に関する世論調
査の対象者の抽出のため。
閲覧日 12月21日
閲覧に係る住民の範囲 立野の18歳
以上（平成29年12月31日現在）の男
女26人
問 住民課戸籍係（三田川庁舎）



☎37-0333

いしなりカフェ

認知症の人を想うための
映画とちょっとだけの講
演の午後

6
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
間取り 空室（件）
３月10日（土）13:15開場
２LDK
５
13:50～14:10 講演
川原団地
３DK
12
14:10～16:00 映画上映
中の原団地
３DK

「ケアニン」
４
（A・B棟）
場所 肥前精神医療センター内
中の原団地
３DK
18
（Ｄ棟）
医師養成研修センター
立野団地
3LDK
２
「ケアニン」とは、介護、看護、
１月26日現在
医療、リハビリなど、人の『ケア』
申・問 建設課住宅係（東脊振庁舎）
に関わり、自らの仕事に誇りと愛情、

☎37-0348
情熱を持って働いている全ての人の
町長交際費
ことです。映画は新人の介護福祉士
の男性が主人公。ある小規模介護施 平成29年度の支出状況
設での認知症高齢者との関わりを通 【平成29年12月】
種 別
件 数
金額（円）
して、主人公が成長する姿が描かれ
慶 祝
0
0
ています。
弔 慰
１
10,800
身近にある認知症について理解
協賛金
0
0
し、自分たちができることを考えて
見舞金
0
0
みませんか？

日時

お茶を飲みながら、ゆっくりお話
しませんか。
日時 毎週水曜日
10:00～15:00
場所 いしなりの森（石動3210番地）
問 肥
 前精神医療センター内
内容 軽体操、脳トレ、介護相談
認知症疾患医療センター
問（福）久栄会さざんか園


☎52-3231（代表）

☎53-2877

会

費

０

0

贈呈品

０

0

その他

0

0

月

計

１

10,800

累

計

28

181,290

問 総務課（三田川庁舎）☎37-0330

新

聞

雑

問 環境課（三田川庁舎）☎37-0335

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

8,810 7,460
ペットボトル

ペットボト
ルキャップ

990

90

120
古

着

1,340

3,770

230

売却金額

155

660

230

209,099 円

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。

有料広告

有料広告
パソコン教室
生徒さん募集！

お知らせ

よしのがリサイクル （12月搬出分・単位：㎏）

☆吉野ヶ里町リサイクルセンター（きらら館北側倉庫）
●２月の開館日 月～金曜日（水曜・祝日を除く）
8:30～17:00
毎週土曜日
 8:30～17:00
第一日曜日
２月４日（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・祝日を除く）
8:30～17:00
※天候により中止する場合があります。

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
2018.2 広報
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お知らせ
各種相談
２月８日（木） 13:00～15:00（毎月第2木曜日）
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）

弁護士による無料相談

●電話相談
毎週火曜日 17:30～19:30　　毎週土曜日 13:30～15:30
相談時間 原則10分程度
●交通事故専門無料相談 要予約
毎週火曜日 13:30～16:00
相談時間 原則30分程度
場所 佐賀県弁護士会館
※いずれも祝日・年末年始を除く。
申･問
佐賀県弁護士会 ☎24-3411

労福協無料法律相談会

日時 ２月18日（日）13:00～16:00
場所 佐賀県労働会館
申 ･ 問（一社）佐賀県労働者福祉協議会
ライフサポートセンターさが
☎0120-931-536

行政・人権相談

日時 ２月５日（月）９:30～12:00
場所 農村環境改善センター
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 ２月１日（木）10:00～16:00（毎月第1木曜日）
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

要予約

お知らせ

２月21日（水）15:00～16:50（毎月第３水曜日）
※３月は28日（水）に開催
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

出張

家計の困りごと相談室 要予約

日時 ２月22日（木）（毎月第３木曜日）
場所 東脊振庁舎 応接室
申 ･ 問 福祉課福祉係（東脊振庁舎） ☎37-0343

時間外交付

要予約

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
有料広告
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問 ＝問い合せ先

消費生活
相
談

司法書士による無料相談会 要予約

もの忘れ相談室

申 ＝申し込み先

YOSHIN

パソコンに「ウイルスが検出
された」との警告が出た！

パソコンに「ウイルスが検出された」という警
告が表示され、サポート料金を請求された、警告
画面が消えないという相談が寄せられています。
トラブル事例
パソコンでネット検索中に、いきなり「ウイル
スが検出された」と表示が出てきて、５分以内に
対応しないとパソコンの情報が流出する、サポート
窓口に連絡するよう記載されていた。そこで連絡
先に電話をかけたら、遠隔操作でパソコンの状況
を確認すると言われたが、怪しいと思い電話を切っ
た。警告画面を消そうとするが消えない。どうし
たらいいか。
アドバイス
このような画面が出ても実際にウイルスに感染
しているわけではありません。あわててサポート窓
口に連絡すると、遠隔操作のソフトをインストール
させ「パソコンに問題がある」と伝え、ウイルス
サポートの契約をさせられて、費用を請求されるこ
とがあります。相手に電話はかけない、遠隔操作は
許可しない、契約にも応じないでください。
また、警告画面が消えない場合は、ＩＰＡ（情報
処理推進機構）のホームページのセキュリティ安心
相談窓口で対処方法を確認してください。不明な場
合は、消費生活相談窓口にご相談ください。

消費生活相談（近隣市町でも相談可能）
受付時間

9:00 ～ 15:00
場所

問い合せ

月

みやき町（三根庁舎）

☎ 0942-89-1655

火

神埼市
上峰町（第２・第４）

☎ 37-0107
☎ 52-2181

水

みやき町（三根庁舎）

☎ 0942-89-1655

木

吉野ヶ里町（東脊振庁舎）

☎ 37-0350

金

神埼市

☎ 37-0107

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

OGARI INFORMATION
休日在宅当番医療

【診察時間

月

ひがしせふり温泉 山茶花の湯

9：00 〜 17：00 まで】

日

２月のイベント
３日（土）男性見晴らしの湯ワイン風呂
４日（日）女性見晴らしの湯ワイン風呂
24日（土）男性見晴らし さざんかの香り湯
25日（日）女性見晴らし さざんかの香り湯
ポイントサービスＤＡＹ
毎週火曜 レディースＤＡＹ 女性のみ
毎週水曜 メンズＤＡＹ
男性のみ
毎週木曜 岩盤浴利用のお客様
※招 待券、100円入浴券使用時はポイントはつき
ません。
節分キャンペーン
３日（土）
ご入浴のお客様に節分豆プレゼント!!
バレンタインキャンペーン
14日（水）
男性のお客様にチョコレートプレゼント!!

当番医療機関

２月４日
（日）

くらとみ眼科医院
神埼町田道ヶ里2435-1
☎52-8841

九和会 和田医院
神埼町神埼293
☎52-2021

２月11日
（日）

ごんどう耳鼻咽喉科
神埼町田道ヶ里2226-1
☎55-7001

古賀内科
千代田町境原282-2
☎44-2311

２月12日
（月）

みつます耳鼻咽喉科
吉野ヶ里町吉田2906-1
☎53-8820

和田医院
千代田町嘉納1319-18
☎44-2046

２月18日
（日）

みねこ皮ふ科クリニック
吉野ヶ里町吉田2154-3
☎51-1655

中下医院
千代田町餘江128
☎44-2488

２月25日
（日）

最所医院
吉野ヶ里町吉田826-3
☎52-2452

神埼クリニック
神埼町田道ヶ里2396
☎53-1818

３月４日
（日）

小森医院
吉野ヶ里町豆田1254-2
☎52-1136

和田記念病院
神埼町尾﨑3780
☎52-5521

３月11日
（日）

ひらまつふれあいクリニック
吉野ヶ里町吉田2925-1
☎51-1110

たけうち小児科医院
神埼町本堀2707-2
☎52-2524

問 ひがしせふり温泉

トレーニングルームだより
います！現状を確認し、目標を立て今後の運動に活かし
ましょう。結果を基に個人に合った運動を健康運動指導
士がアドバイスします♪

血管年齢測定

指先をセンサーに乗せて
18秒で測定できます

ふれあい館

InBody測定

開室時に実施していますが、時間帯等により対応できない場合があ
ります。事前のご予約をお勧めします（電話可）。測定無料です。

利用料 無料
利用できる人 18歳以上（高校生は除く）の町民
開室日 き ら ら 館
平日
8:30～21:00
ふれあい館
月・水・金 8:30～17:00
☎51-1618

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

〒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。

要配慮者を地域で守ろう！
要配慮者は、
◆危険を察知することが難しい
◆危険を察知しても周囲に助けを求めることが
難しい
◆危険を知らせる情報を理解・判断しにくい
◆危険に対して適切な行動が取りにくい
このようなハンディキャップをもっているので、
日ごろからコミュニケーションを持つことが重要で
す。
◇挨拶を交わし、顔見知りになる
◇住民同士のつながりが大きな力となる
いざというときは、近所の力（共助）が一番の頼
りとなります。
みなさんの力で守っていきましょう。
問 総務課交通防災係（三田川庁舎）

お知らせ

約90秒で部位毎の筋肉量や脂肪量がわかり
性別や年齢の基準と比較できます

問 保健課健康づくり係（きらら館内）

☎53-2619

ちょこっと防災講座⑩

２月５日（月）～16日（金）は、カラダチェックを行

きらら館

山茶花の湯

☎37-0330

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）
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吉野ヶ里町の電話帳
【三田川庁舎】

代表53-1111

総務課

☎37-0330

財政課

☎37-0331

企画課

☎37-0332

住民課（戸籍係）

☎37-0333

住民課（総合窓口係） ☎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

【東脊振庁舎】

代表52-5111

町長の窓

Town Mayor's Voice
「町の魅力磨き」
町長就任以来４年が経とうとし
ています。これまで新しい町づく
りの指標にしてきたのは、旧三田
川町の名誉町民「江口伊四朗町長」
の行政運営です。町民の皆さんは
三田川庁舎玄関前の胸像を目にさ
れたことがあるかと思います。私

域として行政が運営できている大

は、毎朝この胸像に向かい自らを

り上げていくためには、現在進め

戒めることにしています。

ているまちの中心地づくりや道路

きな要因であり、感謝しています。
翻って少子高齢化が進む現在、
吉野ヶ里町は子育て、雇用、観光
面で一定の評価を得て、活気のあ
る町として内外より評価をいただ
くまでとなりました。
皆さんが笑顔で暮らせる町を作

☎37-0351

戦後の混乱した社会情勢の中で、

の整備を加速させていくことが重

江口元町長は復興第一を掲げ、時

要です。今後は自然や歴史、生活

☎37-0343

代の先を読み県内で最初に企業誘

文化を磨き上げることと、町民の

地域包括支援センター
☎37-0344
（おたっしゃ本舗吉野ヶ里）

致を手掛け自衛隊誘致に尽力。庁

皆さん全員が健康でおられること

舎建設より雇用の場の確保、生活

がより魅力ある町づくりへとつな

環境の整備と取り組まれてきまし

がります。

住民課（総合窓口係）
会計課（東脊振）
福祉課

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

東脊振健康福祉セン
☎51-1618
ター「きらら館」

また、人口増の時代へと大きく

を踏まえた今後10年間の町づくり

変革する時代でもあり、30年、50

計画「第２次総合計画」を上程し

年先を見据えて町として取り組む

ます。魅力ある吉野ヶ里町の実現

べき課題を明確にし、強力な指導

に向けての皆さ

力のもと住民の皆さんの支援を受

んのご協力をお

けながら着実に、未来への基礎固

願いいたします。

めを行ってこられました。その功
績は旧三田川町だけでなく周りの
旧東脊振村や上峰町にまで及び、
現在でも佐賀県東部が活力ある地

吉野ヶ里町長

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
（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
携帯電話、市外局番外からの通話
☎0952-52-5960

◉まちの面積
男

7,892人（＋８）

女

8,282人（＋３）

合計

16,174人（＋11）
6,199世帯（＋６）

※出生数15人


死亡数15人

（12/1～12/31届出）
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２月の軽トラ市は

４日（日）です。
２月のさざんか千坊館休館日は

28日（水）です。

４３．99Ｋ㎡

◉まちの人口（１月１日現在）

◉世帯数

３月定例議会に、これらのこと

た。

2018.2

２月の納税など
固定資産税（４期）
国民健康保険税（９期）
後期高齢者医療保険料（８期）
介護保険料（９期）
※納期限は２月28日（水）です。

多良正裕

編集後記
オ 問でした。「オフィスレディってこと。会社で働
ーエル（OL）って何のこと？」。子どもからの質

く女子社員のことさい！」と答えると「ふーん。オー
ルドレディかなぁて思いよった。お母さんぐらいから
OLかなぁって」。何の反論もできませんでした。

（杉山）

ト 翌朝にはなかなかの寝癖が。後頭部にはスズメの

リートメントをして髪をしっとりさせてみても、

巣、サイドは荒地仕様です。良く乾かして、仰向けに
寝るといいとのことで試してみるものの……まさか憧
れのヘッドバンギングを夜な夜な?!頸椎が心配になっ
てきました。
（八谷）
ナメ45度からのルックスが最も好きな愛車。社会

ナ 人１年目からの付き合いです。古い構造のため、

すこぶる重いハンドル、明るくないライト、爆音エン
ジン。クーラーはよく故障し、夏は灼熱地獄。エンジ
ントラブルで交差点付近に緊急停車。勝手にクラク
ションが鳴ることも。修理から戻ってくる度に愛着が
増しました。まさに“手のかかる子ほど可愛い”やつで
した……。今度、買い替えます。
（古賀）

はかな

句

短

歌
初音

つっくるぶく
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俳

向井

義夫

妙子

君子

敏明

啓子

渡邊登志子
香月
土井
中島
牟田
中島

酒飲みになるかどうかは親次第
真島
凉
宿題の感想文もママ書いた
角田 幸美
銘柄を聞いて一味違う酒
小池 喜治
幸せが物干し竿に翻る
中島 俊子
ハイボール当り障りのない席で
城野くみ子
たくましいリズム最前列の父
真島久美子
よちよちがテレビに合わせリズムとる
西村 正紘
草萌えるリズムに後光射している
真島 清弘
愛してるといっぱい言おう春だから
真島美智子

「おめでとう」スマホで送る鏡餅老いとペアーで戌年笑おう
初年賀外国人も日本語で
（石 動） 大坪カツヨ
（目達原）
子と並びゐて背比ぶ初写真
東京の孫に今年も古里を想い出してと御節を送る
（田 手） 於保 邦枝
（上中杖上）
儚きは消ゆるものなり雪もまた
（立 野） 香田 春枝 冬野菜の持ち味何れも愛しくて今夜の鍋の具畑に悩む
善し師と善き友親し初句会
（松 葉）
（吉 田） 西尾 京子 西空にお屠蘇気分かぽってりと正月三日の十六夜の月
菓子折に紙風船のおまけかな
（立 野）
（豆 田） 伊東
幸
健康で長生きしてと娘が持ち来梅ケ枝餅とお守りぬくし
みどり児の来て一番の初笑い
（大 曲） 井上 春枝
（伊保戸）
還暦の教へ子とハグ福寿草
村
山
の
白
と
黒
と
の
水
墨
画
風
花
舞
ひ
散
る
休
耕
田
に
（豆 田） ほ井上千代子
（横 田）
この道を恵方と決めて喜寿を祝ぐ
（田 手） 大澤ヨシノ わっと出て小鳥の群だん宙に舞うへの字のの字の妙技緩まず
（目達原）
脊振嶺の社に笹子鳴き交す
（大 曲） 権藤 貴行
雪のせて天山らしくなりにけり
（講 師） 小浜史都女

初子
芽

もう若くなかとけ…。
とんこじぃてから！（調子にのってから）

解説

無理はせんごつね！

「つっくるびーて」は、 副 うつむいての意味。
腰を曲げたお年寄りに対してよく使われる。

柳

重子

はかまはめ祝いの席へ参加する
多良シヅノ
値上げして今はいくらだ切手代
牛島 美佐
初詣何を願うか考える
木原
唯
鈍行で日本一周夢の中
古賀由紀子
さくら草苗苗苗が春を待つ
草津 公代
田の筋にそれぞれ生きる証あり
福山 幸子
手編みです三十年も着ています
那須 紀子

向井

中島三千子

大塚美代子

散歩道犬もセーター着て人気
編み棒が大活躍の母の冬
鏡餅見守る前で屠蘇を酌む

真島

夢がある花の名前を覚えよう

つっくるぶく

川

江口

材木フサエ

大掃除賞味期限に目をつぶる
三宅 あや
シャンシャンの見物客が多すぎる
橋本
香
寒くなる屋根のネズミが騒ぎ出す
山下麻の葉
いちご部屋ここが一番古い場所
九人の家族でとった古写真

ミツコ

福成マツエ
原

荒木千代子
多良ミスエ
江口マツヨ

極度にうつむく）

動

古い家帰ってみれば知らぬ家
会いたいよ古い友達久し振り
長門石久しぶりです地蔵様
久しぶり声は娘もおばあさん
ひい孫の晴れ姿までがんばるよ

佐賀弁講座

お父さん、つっくるびーて歩びよんしゃるね。
どがんしたとやろうか？

例文

第７回

前かがみで歩くお父さんを見て

例文

つとむ師匠の

この前、ビールケースば持った
時にぎっくり腰になったごたよ。

（

YOSHINOGARIBUN-GEI

吉野ヶ里文芸

▲荒木良祐さん
=田手宿=

▲廣瀬奈保さん
=田手村=

▲福吉陸哉さん
=田手村=

▲野田咲月さん
=力田=

▲大久保咲希さん
=立野=

▲武内聡昇さん
=立野=

▲宮嵜理帆さん
=立野=

▲森園優羽さん
=上豆田=

▲小池優作さん
=下石動=

▲山田萌香さん
=下石動=

▲井上 航さん
=西石動=

▲杉山 慎さん
=永田ヶ里=

▲山田優也さん
=大曲宿舎=

吉野ヶ里町広報紙（毎月1回発行）

▲牟田佑樹さん
=鳥ノ隈=

第144号

▲寺﨑明菜さん
=吉田=

平成30年２月号

▲牟田晴美さん
=目達原=

広報よしのがり

新成人を迎えてひとこと

今の夢や目標など自由に
書いてもらいました！

VOL.22
どこからも断られた不動車を修
理できたお話の時も、故障箇所を
見つけられたのは、
「たまたまです
よ」と謙虚な矢ヶ部さん。
取材中も終始笑顔で、こちらも

か

べ

まさ とも

真知

さん

=立野=
1981年６月生まれ（36）

力

住

所

ヤカベ電装
田手1910番地１
☎53-5858

業 務 内 容 自動車、農器具、建設機械 など電装品修理
営 業 時 間 8：30〜18：00
定 休 日 日曜・祝日
●PR●

お家で車のエンジンがかからない時も、出張修理いたします。
車のエアコン修理なども承っています。お電話ください。

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 321番地２

協

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

や

矢ヶ部

編集・発行／吉野ヶ里町総務課

穏やかな気持ちになりました。

元々は、産業技術学院の金属加工科で自動車の板金などを学
び、板金工場で働いていた矢ヶ部さん。ある時ＤＥＮＳＯグルー
プの部長を務めていた叔父さんから「やってみたら、きっとお
もしろいよ」とこの仕事を勧められたことから今の道へ。
「叔
父は今でも一番の相談相手で、農機具の修繕知識は適わないで
す」と話します。
夏場はエアコン修理などが忙しく、農機具のエアコン修理は、
太陽に照らされながら行うので本当に大変。冬は、エンジンが
かからないといった修理が多く、機械の性能が良くなっている
ので、修理件数自体が減ってきているとのこと。性能が良くなっ
た分、電装系の診断も大変高度化しており、常に研修に参加し
て技術の習得に励まれています。パソコンにつなぎ、配線図と
もにらめっこ。想像以上の頭脳労働です。月に100件ほどの修
理のうち、５分で終わるものもあれば、１か月かかったことも。
「できませんと断りたくないので、長く預からせてもらいます」。
原因が分からないまま毎日1台の機械と向き合う厳しい日々
が、技術の向上にもつながっています。
内部の配線処理等は、外からは見えません。雑になりがちな
ところですが、
「きれいな仕事をしたい」との思いから、どこ
までも丁寧な仕事をされています。
「職人の堅苦しさは誇りを
持ってあって良いことですが、私はお客さんに気軽に話しかけ
て欲しいです」と親しみやすい笑顔満点です。
３人の従業員と掲げている業務方針は「一歩前進」。昨日よ
り今日、今日より明日、同じミスを繰
り返さず少しでも成長していこう！毎
回同じような作業をしているからこ
そ、失敗しないように声を掛け合う毎
日です。
「林業用品や草刈り機の販売
を始め、整備認証も取りました。地元
の方々にヤカベ電装に電話したら大丈
夫！と思ってもらえるように、これか
らも頑張り続けます」。柔らかな笑み
で強い決意を語ってくれました。

