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華やかな衣装に身を包んだ園児たち。
凛々しく堂々と踊りを披露しました。
（11月14日町民文化祭にて）

天晴れ！

広報よしのがりを
スマホでお届け！

〜最期まで自分らしく生きるために〜

「終活」

特 集 Feature articles
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「終活」という言葉を聞いたことはありますか？
自分の死と向き合うことですが、死に対する受け
入れ方や考え方は年代や状況によって様々です。
自分なりの終活とはどういうものなのか、一度
じっくり考えてみませんか？

終活とは「人生の終わりについて考える活動」を
略した造語です。団塊の世代が定年退職を始めた
2009年、終活に関する書籍が出版されたことを機に
徐々に広がり始めました。
これまでの人生を振り返り、家族への思いをつづ
る、今までお世話になった人達への感謝の気持ちを
残す、やり残したことやできなかった夢を書き出し
てみる、といった作業をする中で、これからの時間
でできること、できないことを整理していきます。
より現実的、具体的に、自分の置かれている状況を
把握することで残された時間を有意義に過ごすこと
ができ、残される家族の負担の軽減にもつながりま
す。
これから先をよりよく、自分らしく生きるために
行う終活。具体的に考える手段として「エンディン
グノート」というものがあります。プロフィールや
自分史、もし入院することになったら…、お葬式は
こんな風に…などを記入します。生きている今現在
の自分の思いや希望を、家族に確実に伝えるための
ものです。正式な規格はなく、書くべき項目も決まっ
ていません。
例えば、幼少期からの出来事を書き出していくと、
現在の自分が形成された過程を客観的に見ることが
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でき、お世話になったのに疎遠になってしまった人
に会いたくなるかもしれません。家族にどうしても
伝えたい思いに気付くかもしれません。思いついた
ことを、そのまま書き出してみてください。エンディ
ングノートは書き上げることが大切なのではなく、
書いていく過程で様々なことに気付くことに意味が
あります。
文具店や書店で色んな種類のノートが販売されて
いますし、インターネットで無料ダウンロードする
こともできます。
なお、生前の情報を記載するエンディングノート
に法的効力はありません。財産の処分方法等を記し、
本人の死後に法的効力が発揮される「遺言書」とは
大きく違います。

特 集 Feature articles

INTERVIEW

エンディングノートを作ってみる

自分でエンディングノートを作成してみる際の一例を紹介します。
大事な人へ残しておきたい自分の思いを記してください。

本人情報
名前、生年月日、血液型、住所、
本籍地、住民票コード、マイナン
バーなど

介護や医療について
希望する介護や医療施設、費用、
後見人、延命措置の詳細、介護や
治療方針の決定者など

自分史
学歴、職歴、結婚、出産、マイ
ホーム購入時期、思い出、趣味、
特技など

葬儀について
喪主に頼みたいこと、宗派や宗
教、葬儀業者や会場、遺影写真、
参列者リストなど

関係する人物との間柄や連絡先
家族、兄弟、親戚、同居してい
ない家族、養子、家系図、友人、
職場関係者、恩人など

お墓について
埋葬方法、希望墓地、購入費用、
手入れなど

財産について
預貯金、口座番号、公共料金等
の引落情報、クレジットカード情
報、年金番号、加入保険、株式、
不動産、ローンなど

遺言書について
遺産分割内容、遺言書の有無、
相続リスト、それらの保管場所な
ど

※エンディングノートに法的効力はありません。法的効力のある遺言書
を作成したい場合は専門家に相談しましょう。

最期まで自分らしく生きる
日本人にとって「死」とは、向き合うというより静かに待つというイ
メージではないかと思います。
「終活なんてまだ早い」と思っている人
も多いことでしょう。しかし、取材に応じてくれた二人のエンディング
ノートは、感謝に溢れ、これからの夢に満ちたものでした。
人生の終わりを見つめ、より自分らしい生き方をするための終活。年
の瀬に、これからの生き方について考えてみてはいかがでしょうか？

実際にエンディングノート
を作成していただいた２人を
取材しました。
家族への気持ちに気付く
61歳男性 =目達原=
２時間かかって書きました
が、どれだけ書いても足りま
せん。考え出せばきりがあり
ませんでした。
最 近 手 術 を し て、家 族 や 周
りの人への感謝の気持ちが募
り「ありがたい」の一言です。
これからやってみたいこと
は、妻と二人で北海道旅行に
行くこと。妻の好きな歌手の
ゆかりの地を巡ってみたいで
すね。
男 性 は、女 性 ほ ど 友 達 と 話
をしたりしないので、自分と
向き合って文字にすることは
いいのかもしれません。しか
し私はまだ若いので、本格的
に作成するのはもう少し先で
もいいかなと思いました。

改めて生きようとすること
64歳女性 =大塚ヶ里=
依 頼 の 話 が あ る ま で、終 活
なんて考えたことはありませ
ん で し た。書 い て み て、自 分
は過去に固執しておらず今ま
で幸せに生きてきたことに気
づきました。
今年義母を亡くしたばかり
で、重 ね た 部 分 も あ り、老 い
ていく自分をどう支えてほし
いか記しておくのは大事だな
と思いました。
これからやってみたいこと
は、た く さ ん。気 の 合 う 夫 と
一緒に老いていくのが楽しみ
です。今まで私らしく生きて
こられたのは、夫のお陰と改
めて感じました。
書 く こ と は 考 え る こ と。エ
ネルギーを使いましたが、自
身を再発見し、背中を押して
もらい元気が出ました。
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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

コミュニティ助成事業

松隈地区の備品が整備

9/14
（木）

まちトピ

平成29年度のコミュニティ助成事業により、松隈地
区内に備品（収納庫、草刈機）が整備されました。
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、コミュニティ
活動備品の整備や地域文化への支援など多方面に活用
されています。
松隈地区は、中山間地に位置し、高齢化等により地
区内の草刈が困難になってきており、地区環境が悪化
していました。機械を導入することにより、地区の環
境整備が整いやすくなり、住みよい地区となり、コミュ
ニティ活動が活性化することが期待されます。

佐賀東信用組合と
「まち・ひと・しごと創生」
連携協定を締結

10/23
（月）

本町と佐賀東信用組合が、
「まち・ひと・しごと創生」
に関する連携協定を締結しました。
この協定は、両者が相互に連携・協力し、本町の「ま
ち・ひと・しごと創生」に関する事業に積極的に取り
組むことで、人口減少問題の克服や、地域経済の活力
増進を図ることを目的としたものです。
協定の締結により、預け入れの金利が上乗せとなる
「とうしんカルガモ定期預金」の契約額に応じた一部
が、町の子育て応援のため寄付されます。
詳しくは、佐賀東信用組合（神埼支店☎52-2141）
までお問い合わせください。
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世代を超えて
楽しくおしゃべり

11/２
（木）

町社会教育課が三田川中学校体育館で「大人としゃ
べり場＠三田川中学校」を開催しました。同中学校の
３年生と地域の大人、総勢150人が参加。世代を超え
て、会話を楽しみ交流を深めました。
「昨日の私」
「ホッ
とする時はどんな時」などテーマに沿って、交互に１
分間会話を展開。質問が変わる度に中学生が隣の椅子
へと移動します。
「中学校で学んだことは役に立つと思う？（役に立っ
ている？）」の質問に対して、
「どれが役に立つかわか
らない」と思っていた岡光流さん=上豆田=。相手か
ら『勉強の積み重ねが大事』と聞き、
「これからも頑
張ろうと思った」と明るく答えてくれました。

１年１回のお楽しみ

11/３

（祝・金）

萩原地区が秋祭りを開催しました。古くから続くこ
の祭りは海童神社の祭りに合わせて行われます。神事
を終えた参加者は、同地区のなかよし広場でグラウン
ドゴルフを楽しみました。子どもからお年寄りまで18
チームに分かれ、５ホールをラウンド。賑やかな笑い
声が響いていました。
「ご近所だけど、なかなか喋る
機会がない」と話すのは井上カズ子さん（83）と寺﨑
咲子さん（84）。久しぶりに皆と話せて楽しいそうです。
この他、子ども神輿やバーベキューも行われ、地区
内の親睦が深められました。

行政トピックス

葬祭場建設へ向けた
整備が始まります

神埼市・吉野ヶ里町
葬祭組合
☎55-2001

問

11月下旬から、神埼市・吉野ヶ里町葬祭場工事
用道路の整備を進めています。建設場所である神
埼市志波屋地区へトラック等の車両が、県道や町
道を通行します。周辺地区の皆さんには大変ご迷
惑をお掛け致しますが、ご理解のほどよろしくお
願い致します。

残土・流用土
置き場

昭和金属工業㈱

建設予定地

東脊振 IC

吉野ヶ里町役場
東脊振庁舎

車道

自動

長崎

中副
アスタラビスタ
肥前精神
医療センター

仁比山
郵便局
飯町
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行トピ

計画面積 約６ヘクタール
建物施設（火葬炉数３・告別室・収骨室・ホール等）
駐車場
管理用道路
敷地内緑地
調整池等

N

385

31

トヨタ紡織九州㈱

「冒険遊び場」開催！

問

中央公民館

☎37-0341

「冒険遊び場」とは、子どもたちに自ら遊びをつ
くる遊び場です。子どもたちの自由な創造による
遊びに挑戦し失敗し、また考える、など健全な成
長に必要な経験をする場となり、また、大人にとっ
て地域の子育て世代の出会い、
交流の場となります。
事前申し込みは不要です。いつ来ても、いつ帰っ
ても構いません。ぜひ遊びに来てください。
日時 12月３日（日） 10:00～13:00
場所 きらら館北側広場
※雨天の場合は、きらら館多目的ホール
内容 おえかき、しゃぼん玉、じゆうあそび 等

有料広告

お墓のことなら当社へ
法、戒名彫刻
16,000 円
※墓所が吉野ヶ里町周辺

御本尊

ご先祖様そして家族に感謝
せき

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

見積無料

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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TOPICS
償却資産（固定資産税）の申告について
償却資産に対する課税
（１）償却資産とは
会社や個人で事務所・工場・商店などを経営してい
る人や駐車場やアパートなどを貸し付けている人が、
その事業のために所有している構築物（家屋の評価対
象になるものは除く）、機械、器具、備品などの資産
をいいます。
行トピ

（２）課税対象となる償却資産（一例）
共

通

舗装路面、外構、看板、パソコン、コピー機、
レジスター、太陽光発電設備

小売店

商品陳列用家具、冷蔵庫、冷凍庫

飲食店

接客用家具、厨房設備、カラオケセット、冷蔵庫、
冷凍庫

工

施盤、金型、プレス機、洗浄給水設備、溶接機

場

建設業

パワーショベル、ブルドーザー、ポータブル発電機

農

農業用機械、農業用器具

業

問

税務課資産税係
（三田川庁舎）☎37-0334

（３）償却資産の申告
償却資産の所有者は、毎年１月１日（賦課期日）現
在の償却資産の状況を法定期限の１月31日（土日の場
合は翌月曜日）までに申告する必要があります。前年
中に資産の増減がない場合でも、申告が必要です。
申告する資産は、税務署への確定申告において、経
費（減価償却費）として計上している資産と原則一致
します。
前年申告をした人には、毎年12月に申告様式を郵送
します。新たに申告が必要になる人については、税務
課資産税係までお問い合わせください。
なお、正当な理由なく申告しなかった場合や虚偽の
申告をした場合は、地方税法の規定により過料または
罰金が科せられることがあります。

※自動車や原動機付自転車のように、自動車税や軽自動車税の対象
となるものは除く。

◎確定申告における減価償却資産の例
種

類

建

物

減価償却資産の名称
農業用倉庫、ビニールハウス

機械装置

乾燥機、もみすり機
田植機、トラクター
コンバイン、パソコン

車

トラック

両

！

〇申告対象
◦ビニールハウス、乾燥機、もみすり機、パソコン
×申告対象外
◦農業用倉庫、乗用型田植機、トラクター、コンバイン、トラック

償却資産の申告義務及び不申告等調査について
償却資産所有者には、地方税法で「申告義務」が課
されており、申告を行われていない場合は、町税条例
による罰則（10万円以下の過料）だけでなく、延滞金
加算の対象にもなりますので、平成29年度以前分の申
告を行われていない場合は、早急に申告を行ってくだ
さい。
また、虚偽の申告を行われた場合は、地方税法によ
る罰則（１年以下の懲役又は50万円以下の罰金）の対
象となりますので、適正な申告を行っていただきます
ようお願いします。
なお、町税務課では、関係機関との情報連携や減価
償却資産明細書等の書類調査により、不申告や申告内
容（取得日・取得価格等）の誤り等についての調査を
行っています。
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減価償却費を経費に算入している資産のうち家屋
及び車両は除きます。

必要に応じて、資産確認のための現地立会いや資料
提供等を依頼することもありますので、適切なご対応
とご協力をお願いします。
“不申告や申告内容の誤り”の対応具体例
◆太陽光発電設備（10kw以上）が設置されている
が償却資産の申告がされていない。
⇒関 係機関に照会を行い、設備所有者を特定しま
す。当該所有者に申告漏れとなっている年度分
の申告書提出を依頼し、申告書受領後に過年度
分も含めた課税を行います。なお、申告書が提
出されない場合は、調査資料をもとに強制的に
課税するとともに、罰則や延滞金の適用対象と
します。

行政トピックス

土地・家屋の利用状況を
変更された場合はご連絡を！

税務課資産税係
（三田川庁舎）☎37-0334

“ご連絡をいただきたい利用状況変更”の例
●家屋の一部または全部を取り壊した場合
●家屋を新築または増築した場合
●土地の利用状況を変更した場合
例：課 税地目「山林」の土地の樹木を伐採し、資
材置き場として使用している。
●家屋の一部または全部の用途を変更した場合
例：
「事務所」として使用していた建物を「居宅」
に変更して使用している。
※利用状況変更についての登記をされている場合は、
ご連絡は不要です。

インフルエンザ予防接種の期間が
１月まで延長されました

問

行トピ

固定資産税の適正かつ公平な課税を行うためには、
利用状況の把握が必要です。
町では、実地調査等により状況把握に努めています
が、所有者様からご申告（ご連絡）いただくことが最
も有効な把握方法となります。
土地、家屋の利用状況を変更された場合又は過去に
変更されていて課税と現況に相違が生じている場合
は、お手数をおかけしますが、税務課へご連絡をお願
いします。

問

保健課健康づくり係
（きらら館） ☎51-1618

町では、高齢者を対象にインフルエンザの発症、重
症化等の予防のため、インフルエンザ予防接種を実施
しています。
まだ、
お済みでない人は、
早めの接種をお勧めします。
対象者
接種当日に吉野ヶ里町に住所があり、平成29年12月31
日現在で次の①または②に該当する接種希望者
①65歳以上の人
②60歳以上65歳未満の人で、心臓、じん臓もしくは呼
吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の
機能に障害を有するものとして厚生労働省令で定め
る人（身体障害者手帳１級相当）
実施期間 平成30年１月31日まで
※医療機関の休みの日は除く。
※平成29年11月６日厚生労働省事務連絡に
より延長を決定しており、次年度以降の
実施期間を延長するものではありません。
接種回数 実施期間中に1回

個人負担 1,200円（医療機関の窓口で直接お支払い）
※実施期間を過ぎると全額自己負担となります。
※生活保護受給者は、住民課総合窓口係で高齢者イン
フルエンザワクチン接種費用の免除申請を行えば、
無料で接種することができます。
接種方法 佐賀県広域実施医療機関での個別接種とな
ります。直接、医療機関に予約してください。
※接種当日は、健康保険証等年齢を確認できるものを
お持ちください。
※病院で予診票に記入をしますので、必要な人は眼鏡
（老眼鏡）を持参してください。

2017.12 広報
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健康づくり
集団健診のご案内 年に１度の健康チェック！追加開催決定！
今年度（平成29年４月～平成30年３月）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。
期日
場所

１月２５日（木）
・26日（金）
（乳がん・子宮頸がん検診のみ）
きらら館

年齢基準日：平成30年3月31日
健・検診名

受付時間・受け方

胃 が ん 検 診

8 :30～11:00（定員50人）
きらら館に予約 ☎51-1618

健康づくり

肺 が ん 検 診
※喀痰検査は必要と思われ
る人のみ。
結

核

健

診

肝炎ウイルス検査
（血液検査でウイルス検査）

8:30～11:00
当日会場で直接受け付けます。

前立腺がん検診
（血液検査でPSA値測定）
乳 が ん 検 診

子宮頸がん検診

500円

70歳以上

300円

40歳～69歳
喀痰検査

300円
500円

70歳以上
喀痰検査

100円
300円

65歳以上

無

料

無

料

20歳以上
（今まで１度も
受けたことがな
い人）
50歳以上

500円

40歳～49歳

800円

50歳～69歳

500円

70歳以上

300円

20歳～69歳

500円

70歳以上

200円

受付時間・受け方

特 定 健 診
[血液検査等]

8 :30～11:00
吉野ヶ里町国保以外は、保険者
（保険証の発行元）に連絡し、
受診券 を受け取る。
↓
成人病予防センターに予約
☎31-8835
※受診者の人数の把握をしています。
↓
受診券・保険証・受診票
を持って当日会場にて受付

若

広報

9 :30～11:00
当日会場で直接受け付けます。

40歳～69歳

健診名

後期高齢者健診

8

9 :00～11:00（定員50人）
きらら館に予約 ☎51-1618

対象者と受診料

年

健

診

2017.12

8 :30～11:00
8 :30～11:00

男性・女性

男

性

女

性

対象者と受診料

（平成29年度中に健診を受けていない人）

40歳～74歳男女（費用は保険者毎に違います）
【主な保険者（保険証発行元）の連絡先】
全国健康保険協会佐賀支部

☎27-0615

地方職員共済組合

☎25-7012

公立学校共済組合

☎25-7225

警察共済組合

☎26-5242

佐賀銀行健康保険組合

☎25-4629

防衛省

☎0120-688-477

吉野ヶ里町国保

☎37-0345

後期高齢者医療保険被保険者：無料
20歳～39歳
（保険に関係なく受けることができます）
：無料

健康づくり

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

【12月の催し】
日にち

時

間

行

事

対

2日（土）

１４:００～１６:００

「工作室開放デー」

4日（月）

１１:００～１２:００

「マンデイ親子のつどい」

９日（土）

１４:００～１６:００

「クリスマスリースを作ろう！」

11日（月）

１０:００～１２:００

「フルーツ親子広場」
～スクラップブッキングでアルバム作り～

14日（木）

１０:３０～１２:００

16日（土）

１４:００～１５:００

18日（月）

１０:３０～１１:３０

25日（月）

①１０:００～１２:００
②１４:００～１６:００

26日（火）

１０：００～１２：００

28日（木）

象

定

員

小学生以上

材料代等

申込締切

無料

未就学児親子

無料

小学生以上

10人

200円

受付は終了しています

町内在住の
未就学児親子

10組程度

600円

12月５日（火）

「児童館ママのアラカルト教室」
～やさしいクリスマススイーツ作り～

児童館ママ

10組程度

「児童館クリスマス会」

どなたでも

無料

町内在住の
未就学児親子

無料

「ドレミ広場」

12月8日（金）

「クリスマスのお菓子を作ろう！」

小学生以上

①12人
②12人

２００円

定員になり次第

「ミニ門松を作ろう！」

小学生以上

35人程度

５００円

12月16日（土）

１０：００～１６：００
「キラキラ大作戦」
（1人30分間程度） ～みんなで児童館をきれいにしよう♪～

小学生以上

無料

＊「クリスマスのお菓子を作ろう！」の受け付けは12月1日（金）からです。
◦11日/
「フルーツ親子広場」は、クラフト講師の森永先生より、スクラップブッキングを教わりおしゃれなアルバム作りをします。お子さんのかわいい写真
をお持ちくださいね♡ 最後にサンタクロースからプレゼントが⁉
託児をしますので、ママ、集中して頑張ってp（^-^）q
◦14日/
「児童館ママのアラカルト教室」は、町の栄養士福光愛子先生が、やさしいスイーツのレシピを教えてくださいますよ♡クリスマス当日はご家族に振
る舞ってくださいね♡
◦16日/「児童館クリスマス会」は児童実行委員のダンスや、空くじなしのビンゴゲームをします。サンタクロースからのプレゼントもお楽しみに♡
◦26日/「ミニ門松を作ろう！」は、
『北山森クラブ』の方が指導をしてくださいます。手作り門松で明るい新年を迎えましょう（^^♪

10月

日
アロマで癒された～♪ 10月19

木

７・14・21日

土

子

手作り戌で新年を迎えます♥

育

町内在住粘土手工芸作家の池田先生のご指導で3週にわたり、12人の子ども達が紙粘土で、来年の干支の
戌を上手に作りました。細かい作業も楽しんでできましたよ♪

て

佐賀市在住アロマセラピストの中尾先生に、オイルを使った簡単なマッサージ
の仕方やアロマの石鹸作りを教わり、ママ達のリラックスタイムになりました。
香りには見えない力があるそうです（＾。＾）V
日
キャーッ！こわ～い！ 10月28

土

児童実行委員の子ども達が、児童館のお部屋をお化け屋敷のアトラクションに変身させ、みんなを怖がら
せました。お人形のコース等3つのコースを作り、お面が動いたりいろんな工夫がありました♪

保健行事
行

事

名

定期健康相談
４か月児健診
７か月児健診

※母子健康手帳は、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）

受付時間

毎週月曜日

９:00～11:00

5（火）

場

問

保健課健康づくり係（きらら館）☎51-1618

所

きらら館

対

象

13:00～13:15

平成29年8月生

13:15～13:30

平成29年5月生

12か月児相談

6（水）

13:00～13:15

ワン・ツー体操

14（木）

10:20～10:30

３歳６か月児相談

15（金）

２か月児相談

21（木）

者

持参するもの

一般町民
母子手帳

バスタオル

平成28年12月生

母子手帳

おおむね１歳半以上の幼児と保護者

飲みもの（水筒）

13:00～13:30

平成26年5・6月生

母子手帳

健康診査票

13:00～13:15

平成29年10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。

きらら館

＝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

2017.12 広報
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萩原

立野
きたじま

北嶋

りん な

凜愛ちゃん

平成27年12月25日生まれ

【家族からのメッセージ】
２歳おめでとう♡リンちゃん
が産まれて早２年！あなたの
笑顔が家族みんなの癒しです
♡いっぱい食べて大きくなっ
てね♡

在川
ま しま

眞島

おお ば

大庭

こうよう

光陽くん

平成28年12月5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♡
いっぱい遊んで食べてねんね
して元気に育ってね！パパと
ママは光陽くんが大好きだよ
♫

目達原

立野

こう た

しんじょう

幸多くん

新城

平成27年12月21日生まれ

ここ み

心望ちゃん

平成27年12月20日生まれ

【家族からのメッセージ】

【家族からのメッセージ】
超低体重で産まれた日から沢
山の試練を乗り越え、今は出
生時の10倍の体重！一緒にこ
れからも成長していこうね☆

ニコニコ笑顔の幸ちゃん ２
歳の誕生日おめでとう。大好
きなお兄ちゃんと沢山遊べる
ように大きくなぁれ♥

さが ら

相良

はやて

駿天くん

平成23年12月26日生まれ
【家族からのメッセージ】
６歳のお誕生日おめでとう！
春からは１年生。いつものか
わいい笑顔いっぱいで過ごそ
うね。

【１月号募集】 町内在住の１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。


総務課秘書･広報係

申・問

☎37-0330

糸kouhou@town.yoshinogari.lg.jp

図書室だより
子

●開館時間
●休館日

育

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

て

≪東脊振公民館に新しい本が入りました！≫
図

書

名

著者名

花咲舞が黙ってない

池井戸

サファイア

湊

ホワイトラビット a night

伊坂

幸太郎

死神と道連れ

赤川

次郎

奥薗壽子の超かんたん!ダイエットレッスン

奥薗

壽子

SMILE! 動物のかわいい笑顔の写真集

MdN編集部

クリスマスのかくれんぼ

いしかわ

こうじ

あいたくて

みやにし

たつや

あいたくて

潤

しあわせ

いもと

しろくまのパンツ

tupera tupera

ぼくのニセモノをつくるには

ヨシタケ

ほねほねザウルス 18

ぐるーぷ・アンモナイツ

シンスケ

12/29（金）～1/3（水）まで
中央公民館図書室・東脊振公民館図書室は閉館します。

2017.12

東京第一銀行の跳ねっ
返り行員・花咲舞は、己
の信じる正義のもと、問
題支店や勘違い行員の指
導に奮闘している。歯を
食いしばり行内の闇に切
り込む、痛快連作短篇。

ようこ

年末年始の閉館のお知らせ

広報

「花咲舞が黙ってない」
著／池井戸 潤

かなえ

※すべて吉野ヶ里町中央公民館で取り寄せ可能です。

10

話題の新刊

「SMILE!動物のかわいい笑顔の写真集」
著／MdN編集部
かわいい動物たちの心
からの笑顔に、癒され、
ほ ぐ さ れ 、心 か ら 笑 お
う！疲れているときも、
心の力が出ない日も、動
物たちがきっとあなたを
笑顔にしてくれます！

YOSHINOGARI
INFORMATION
ご存知ですか？
２つの納付猶予制度

問 ＝問い合せ先

ストーブによる火災
に注意しましょう！

働く先輩たちの本音トーク

佐賀県内で働く社会人をパネリ
ストに迎え、パネルトークを開催し
例年、冬季にはストーブが原因の
火災が急増します。そのほとんどが、 ます。あなたらしい「働き方」や「生
不注意や不適切な使い方によるもの き方」をイメージし、将来の自分
のために、今やるべきことを考え
です。
そこで、ストーブによる火災を防 てみませんか？
日時 12月20日（水）16:20～17:50
ぐポイントを紹介します。
①ストーブの周囲は常に整理整頓す 場所 西九州大学 佐賀キャンパス
対象 大学、短期大学等の学生
る。
②寝る時、その場を離れる時は火を 申込 電話・FAX・メールのいず
れかで①氏名②電話番号③学校
消す習慣をつける。
名・学部・学年をお知らせくだ
③燃えやすい物の近くでストーブを
さい。
使わない。
※定員になり次第締切り
④ストーブの上で洗濯物の乾燥など
※参加費無料
を行わない。
問 アバンセ ☎26-0111／姉25-5591
⑤給油は火を消してから行う。
糸danjo@avance.or.jp
⑥使わない時はコンセントから抜い 
ておく。
⑦異臭や異音などを感じたら使用を 佐賀県後期高齢者医療広域連合
やめる。
長寿健康づくり事業実施
問 佐賀広域消防局 予防課

☎33-6765 計画（案）の意見募集
この計画は、健診・医療情報等
に基づくデータ分析を活用し、広
病後児保育
域連合で実施する健康づくり事業
を実施しています
を効果的かつ効率的に行うための
病後児保育とは、病気の回復期に 指針です。
あって、集団保育が困難な子どもを
次期計画案をあらかじめ公表し、
保育所で一時的にお預かりすること 皆様からのご意見を募集します。
です。
募集期間 平成29年12月12日
町内実施機関

～平成30年１月10日
認定こども園きらり
資料 閲覧場所 佐賀県後期高齢者
対象 町内在住の１歳～小学校３年
医療広域連合のホームページ及
生までの児童
び事務局の窓口、役場保健課
※利用方法・料金等については、お
問 佐賀県後期高齢者医療広域連合
問い合わせください。
業務課企画・保健係☎64-8476
申 ・ 問 認定こども園 きらり

☎37-7577

お知らせ

①学生納付特例制度
20歳以上の人は、学生であって
も国民年金に加入しなければなり
ません。しかし、本人の所得が一
定額以下であれば、国民年金の保険
料が猶予される制度です。
対象 大学（大学院）、短期大学、
高等学校、高等専門学校、専修学
校及び各種学校（修業年限１年以
上の課程）など
申請書類 学生証のコピー（裏面に
有効期限、入学年月日の記載があ
る場合は、裏面まで）もしくは、
在学証明書（原本）。
期間 ４月～翌年３月（１年間）
次年度も在学予定である場合、４
月初めに再申請書ハガキが送られて
きます。
②納付猶予制度
50歳未満（学生を除く）の人で、
本人と配偶者（別居中の配偶者を含
む）の前年中の所得が一定以下の場
合に、保険料の納付が猶予される制
度です。
「学生納付特例制度」
「 納付猶予制
度」で承認された期間は、老齢基礎
年金を受け取るために必要な受給期
間に算入されますが、年金額には反
映されません。
将来受け取る年金を増やすには、
承認された期間より10年以内であれ
ば、保険料を納めることができる「追
納制度」がありますので、ご利用く
ださい。
問 保 健課後期高齢者医療・年金係
（東脊振庁舎）
☎37-0345
佐賀年金事務所
☎31-4191

お知らせ

申 ＝申し込み先

有料広告

クリスマスケーキご予約受付中‼
ご予約いただくとお得にお買い求め頂けます。
販売台数に限りのある商品もありますので
お早めにご予約下さい。
詳しくは店頭まで pâtisserie Dandelionパティスリー ダンデリオン
吉野ヶ里町田手1648-5
（スーパーモリナガ駐車場 東側）
☎0952-97-6303
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お知らせ
職業訓練 平成30年
３月入所生募集

お知らせ

問 ＝問い合せ先

無期転換ルール開始

YOSHIN

◆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
平成30年４月から運用
せ、その上からゆっくりとぬるま
無期転換ルールとは、労働契約法
募集科名
定員
湯をかけて、溶かします。
の改正により、有期労働契約が反復
CAD/NC
直接、熱湯をかけると、破裂す
更新されて通算５年を超えたとき
オペレーション科
る場合がありますので危険です。
に、労働者の申込みにより、期間の
板金・溶接施工科
各15人
◆破裂したとき
定めのない労働契約（無期労働契約）
電気システム施工科
まず、止水栓を閉めて水を止め
に転換されるルールのことです。
（若年者訓練コース）
ます。水が止まらない時は、破裂
契約期間が１年の場合、５回目の
24人
住環境CAD科
した箇所にタオルやビニルテープ
更新後の１年間に、契約期間が３年
募集期間
等を巻いて応急措置をし、お近く
の場合、１回目の更新後の３年間に
12月18日（月）
の指定給水装置工事事業者へ修理
無期転換の申込権が発生します。
を依頼してください。

～平成30年１月31日（水）
無期転換ルールを避けることを目
問 佐賀東部水道企業団 工務２課
入所選考
的として、無期転換申込権が発生す

☎30-6202
平成30年２月７日（水）
る前に雇止めをすることは、労働契
筆記及び面接。ポリテクセンター 約法の趣旨に照らして望ましいもの
佐賀で実施。
ではありません。また、有期契約の 放送大学 ４月入学生
訓練期間
満了前に使用者が更新年限や更新回
募集のお知らせ
数の上限などを一方的に設けたとし
平成30年３月２日（金）
平成30年度第１学期の学生を募

～８月30日（木） ても、雇止めをすることは許されな
い場合もありますので、慎重な対応 集しています。放送大学はテレビ、
受講料 無料
ラジオ、インターネットを利用し
が必要です。
※テキスト代等は自己負担。
詳しくは厚生労働省ホームページ て授業を行う通信制の大学です。
応募資格 新たな就業に就こうとす
心理学・福祉・経済・歴史・文学・
をご覧ください。
る求職者で、受講意欲がありハ
自然科学など、幅広い分野を学べ
問 佐賀労働局雇用環境・均等室
ローワーク所長より受講指示、受

☎32-7167 ます。
講推薦等を受けた人。
出願期間 第１回 ２月28日まで
申込方法 受講を希望する人は、最
第２回 ３月20日まで
水道管に冬支度を！
寄りのハローワークで相談の上、
気温がマイナス４度以下になる 申 ・ 問 放送大学佐賀学習センター
応募書類を同所に提出してくださ
☎22-3308
と、水道管が凍結して水が出なく 
い。
なったり、破裂して漏水したりする
その 他 施設見学、訓練体験など
ことがあります。
「オープンキャンパス」を毎月無
◆凍結を防ぐには
料で実施しています。
露出した水道管や屋外にある蛇口
問 ポリテクセンター佐賀 訓練課
に厚手の布等をかぶせ、ビニルテー

☎26-9516 プなどで巻きつけ、保温してくださ
い。

有料広告
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申 ＝申し込み先

広報

2017.12

OGARI INFORMATION
選挙人名簿閲覧について

住民基本台帳閲覧

閲覧者 立石良雄
当町の住民基本台帳の閲覧があり
閲覧目的 政治活動用資料送付のため ましたので、お知らせいたします。
（政治活動）。
請求件数 １件
閲覧日 10月６日（金）
請求機関 （一社）中央調査社
閲覧対象者の範囲
調査を委託した機関
下三津西、三津住宅、肥前医療セ
内閣府大臣官房政府広報室
ンター、肥前職員寮、下三津東より 請求事由 外交に関する世論調査
368人
（附帯調査：再配達問題に関する世
問 選 挙管理委員会（三田川庁舎総 論調査）の対象者名簿作成のため。
務課内）
☎37-0330 閲覧日 10月17日
閲覧に係る住民の範囲
箱川1427番地～、18歳以上（平成29
司法書士電話無料相談
成年後見、相続遺言、登記、借金 年９月30日現在）の男女12人
問 住民課戸籍係

問題のこと話してみませんか？
無料相談 ☎29-0635
日 時

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

間取り

毎週 月・木
18:00～20:00

佐賀県司法書士会

毎週 火
18:00～19:30

リーガルサポート
佐賀支部

※裁判書類作成等の援助が必要なの
に資力がない人のために、司法書
士費用等を立替える「民事法律扶
助制度」もあります。お気軽にご
相談ください。
☎29-0626

総務省の人権擁護機関では、本年
も人権週間を定め、市町村等関係機
関と連携を図り、積極的な啓発活動
を展開します。この期間に「思いや
りの心」や「かけがえのない命」の
大切さについて考えてみましょう。
また、毎日の生活の中で、これ
は人権問題ではないかと感じた人
は『人権擁護委員』
『行政相談員』に
よる人権相談を毎月行っていますの
で、お気軽にご相談ください。

３DK

８
12

中の原団地
（Ｄ棟）
立野団地

３DK
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3LDK

２

11月２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29年度の支出状況
数

金額（円）

慶

祝

0

0

弔

慰

0

0

協賛金

0

0

見舞金

0

0

会

費

0

0

贈呈品

2

7,600

その他

0

0

月

計

2

7,600

累

計

25

149,690

問 総務課（三田川庁舎）

☎37-0330
お知らせ

よしのがリサイクル （10月搬出分・単位：㎏）

空室（件）

２LDK

12/4～10は「人権週間」 【平成29年10月】
種 別
件

対 応

問 佐賀県司法書士会

☎37-0333

町営住宅空き室情報

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）
●12月の開館日 月～金曜日（水曜・祝日を除く）
8:30～17:00
7,650 5,600 160 2,480 160
185
640
210
毎週土曜日
 8:30～17:00
ペットボト
第１日曜日 12月３日 12月31日
8:30～17:00
ペットボトル
古 着
ルキャップ
☆南部地区回収所（温水プール北）
売却金額
179,159 円
●回 収 日 月～金曜日（水曜・祝日を除く）
8:30～17:00
1,520
30
1,130
※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

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

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）

パソコン教室
生徒さん募集！

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。

2017.12 広報

13

お知らせ

申 ＝申し込み先
問 ＝問い合せ先

各種相談

消費生活
相
談

司法書士による無料相談会 要予約

事例
スマートフォンに『有料動画閲覧歴があり未納料
金が発生しております。本日ご連絡なき場合法的手
続きに移行します。連絡先：○○○○ カスタマー
サービス』とのメールを受信した。
聞いたことがある会社名だったので、電話をかけ
て問い合わせたところ、以前無料登録したサイトの
退会処理がされていない、今までの料金が15万円に
なっている、本日中に振り込めば訴訟しないと言
われた。
覚えていないが支払わないといけないのか。

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 12月17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

アドバイス
電話すると個人情報を伝えることになり、様々
な理由をつけ金銭を支払わされます。
「訴訟をする」
など不安をあおるようなことが書かれていますが、
慌てずに落ち着いて、相手には絶対に電話をしない
でください。支払い義務があるのか判断できない場
合や心配なときは、消費生活相談窓口に相談してく
ださい。

行政・人権相談

日時 12月５日（火）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 12月７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

消費生活相談（近隣市町でも相談可能）

要予約

12月20日（水）15:00～16:50（毎月第３水曜日）
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

お知らせ

出張

家計の困りごと相談室 要予約

日時 12月21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

有料広告

介護保険
って何？

受付時間

9:30 ～ 15:30
場所

施設によって
何が違う？

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

介護保険のサービスを
利用したいけど？

2017.12

福祉用具を
借りたい

シルバーケア吉野ヶ里

住所：神埼郡吉野ヶ里町吉田 1493−1 ☎0952−55−6221

広報

☎ 24-0999

介護のご相談承ります

居宅介護支援事業所

14

問い合せ

月

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

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

新規
開設

まだまだ多発!!架空請求

SMS（携帯電話番号を宛先にして送受信するメッ
セージサービス）を利用した架空請求に関する相
談が依然として多く寄せられています。

12月14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）

もの忘れ相談室

YOSHIN

担当：管理者 笹野 雄子

OGARI INFORMATION
休日在宅当番医療

【診察時間

月

商工観光課からのお知らせ

9：00 〜 17：00 まで】

日

当番医療機関

12月３日
（日）

ごんどう耳鼻咽喉科
神埼町田道ヶ里2226-1
☎55-7001

久和会 和田医院
神埼町神埼293
☎52-2021

12月10日
（日）

なかしま整形外科クリニック
神埼町本堀2934-25
☎51-1430

南医院
千代田町直鳥808-1
☎44-2777

12月17日
（日）

みつます耳鼻咽喉科
吉野ヶ里町吉田2906-1
☎53-8820

古賀内科
千代田町境原282-2
☎44-2311

12月23日
（土）

最所医院
吉野ヶ里町吉田826-3
☎52-2452

中下医院
千代田町餘江128
☎44-2488

12月24日
（日）

小森医院
吉野ヶ里町豆田1254-2
☎52-1136

神埼クリニック
神埼町田道ヶ里2396
☎53-1818

12月29日
（金）

古賀内科
千代田町境原282-2
☎44-2311

12月30日
（土）

ひらまつふれあいクリニック
吉野ヶ里町吉田2925-1
☎51-1110

和田記念病院
神埼町尾﨑3780
☎52-5521

12月31日
（日）

西谷クリニック
吉野ヶ里町大曲1507-1
☎52-3139

たけうち小児科医院
神埼町本堀2707-2
☎52-2524

トレーニングルームだより
これから運動を始めてみようという人・運動に不安のある
人も安心・効果的に始められる５回コースを紹介します！
わかる

気付く

効果的に
目標設定、運動

運動の流れや

今の体脂肪率や

機器の使い方をお

体力年齢の測定

計画を個別に

伝えします。

を行います。

プログラムします。

さぁ あ
なたの
体力年
齢は？

皆様の目標に向けて、運動指導員が
サポートさせて頂きます♪
ご利用をお待ちしております。
事前予約は不要です
18歳以上（高校生除）の町民が利用対象です。
問 保健課健康づくり係（きらら館内）

☎51-1618

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

12月のイベント
２日（土）男性見晴らしの湯ワイン風呂
３日（日）女性見晴らしの湯ワイン風呂
22日（金）冬至栄西の湯 ゆず風呂
23日（土）男性見晴らし さざんかの香り湯
24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 １ポイントサービス！
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
ポイントは付きません
クリスマスキャンペーン
24日（日）カップルに甘いお菓子プレゼント！
25日（月）お子様ガラガラ抽選会
（４歳～小学生対象）
問 山茶花の湯

☎53-2619

ちょこっと防災講座⑧
今回は前回同様、吉野ヶ里町に大きな影響を及ぼ
すもう一つの断層帯「日向峠－小笠木峠断層帯」に
ついてです。
この断層帯は糸島市大門～鳥栖市神辺町にかけて
分布する長さ約28ｋｍ断層帯です。
活動時の規模は、Ｍ7.2程度と言われていますが
発生率は、
「不明」です。
歴史時代に発生した大きな被害地震は知られてお
らず、最新活動時期及び平均活動間隔は不明です。
二度にわたり吉野ヶ里町に大きな影響を及ぼす断
層帯についてお話しましたが、地震はいつ起きるか
わかりません。
「あれをやっとけばよかった」と思
う前に、日頃からコツコツと自分なりの対策を行っ
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

※体力年齢測定
自転車こぎを行い現在のスタミナが何歳
相当かあなたの適正負荷を見つけられる
測定です。

ひがしせふり温泉 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）

2017.12 広報
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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
「2017年を振り返る」
今年は、アメリカ新大統領ドナ
ルド・トランプ氏の就任に始まり、
７月は九州北部豪雨により福岡県・
大分県の地域に甚大な被害が発生、
10月は衆議院議員総選挙など、多
くの出来事が起こりました。
2017年も残り１か月となり、皆

した。
また、広域事業となる神埼市・
吉野ヶ里町葬祭公園整備事業、東
部ブロックごみ処理施設建設も取
り組みが始まりました。
水源地域振興事業は、文化体育
館、道の駅増設、ふれあい体験館
建設、猪の加工所などの整備を進
めています。

様はどのような一年を過ごされた

吉野ヶ里町まち・ひと・しごと

でしょうか。

☎37-0351

今年の吉野ヶ里町は重要な節目

創生総合戦略も３年目を迎え、人

の年を迎えており、合併後の2008

口減少対策、雇用の場の確保、子

☎37-0343

年に作成された吉野ヶ里町総合計

育て環境の充実などの取り組みに

地域包括支援センター
☎37-0344
（おたっしゃ本舗吉野ヶ里）

画（10年計画）の最終年度である

より、若い世帯の定住化が進みま

と共に、2018年から始まる「第2

した。三田川小学校の１年生は、

次総合計画」の作成の年でもあり

来年度も４クラスの予定です。

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」

ます。当初計画のとおり町づくり

町には大きな災害もなく、皆様

が実行できているのかの確認を行

のご協力により順調に事業遂行が

うと共に、町民の皆さんに10年後

でき、元気な吉野ヶ里町実現に向

の吉野ヶ里町を思い描いていただ

け着実に前に進めることが出来ま

いたご意見を参考に原案を作成。

した。

☎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

４３．99Ｋ㎡

◉まちの人口（11月１日現在）
男

7,884人（±０）

女

8,281人（−３）

合計

16,165人（−３）

◉世帯数

6,201世帯（−3）

※出生数10人


死亡数8人

（10/1～10/31届出）
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力に感謝いたし

りました。
長年に渡り取り組んできた、町

ます。よいお年

道苔野・田手村線、町道萩原・横

をお迎えくだ

田線の改良、集落排水事業と公共

さい。

下水道事業の統合などが完了しま

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

皆さんのご協

議会の議決を得る準備の年でもあ

12月の軽トラ市は

３日（日）です。
12月のさざんか千坊館休館日は

20日（水）・31日（日）です。
※30日（土）の営業時間は
12：00までとなっております。
ご了承ください。

12月の納税など
固定資産税（３期）
国民健康保険税（７期）
後期高齢者医療保険料（６期）
介護保険料（７期）
※納期限は12月25日（月）です。

多良正裕

編集後記
死 とは違い小心者の私は、少しのことでも悩んでし
にゃーせんて!!この言葉を心の中で唱えます。外見

まいます。そこで、
「それくらいのことでは、死にはし
ない」と気持ちを切り替えるようにしています。年末
に向け、忙しくなりますが、
「肩の力を抜いて、楽に生
きる」を来年の目標にしようと思います。
（杉山）
まれ変わったら一緒になろうね」某芸能人の破局
「
会見での言葉です。冷めた子供だった私は、
「そ
がんうまくいかん」と横目でテレビを見ていました。
色々な思考を持ち合わせるようになった今も、生まれ
変わりに賭ける気にはなれません。恋愛に限らず夢も
同じ。叶えたいと思えるものがあれば、今がお勧めで
す。
（八谷）
光も兼ねて祖父の生家がある福島県の喜多方に
行ってきました。磐梯山、新宮熊野神社の大イチョ
ウ、野口英世記念館…。親戚に各地を案内してもらい
ました。九州では見ることができない景色に感動。朝
食にはラーメン、通称“朝ラー”を食べ、喜多方を満喫
しました。
「今度は佐賀に遊びに来てくださいね」と告
げ、帰省。さて、どこを案内しよう。吉野ヶ里歴史公園、
呼子のイカ…。佐賀をSAGAそう！
（古賀）

生

観

句

短

歌

神埼の歌会で聞きぬ素麺は一年寝かせ食へば美味しと
（立

野） 土井

（伊保戸） 中島

ちんまりと殻に収まる落花生とりたて茹でて旬を味わう
娘が勧むスマホに替えて三日間売店通い後期の挑戦
（目達原） 向井

葉） 香月
田） 牟田

敏明
君子
初音

妙子

啓子

（中杖上） 渡邊登志子

タブレット曾孫の動画楽しくて表情豊かに笑顔あふれる

（横

（松

お孫さんの祖母への弔辞をりふしに励ましもらひし感謝を語る
久びさに訪れたる甥我庭の紅葉を目にし歓声をあぐ

義夫

遠近のメガネも免許もいりませぬポストにゆけぬ老病に年の瀬迫るつわぶきの花

（目達原） 中島

夕焼けと競い合ってるスニーカー
大塚美代子
バルーン飛ぶ佐賀の大空一人占め
向井 初子
一票に平和の願い掛けてみる
小池 喜治
秋の香を一人占めする白い菊
檜枝 一夫
包丁はいらないカット野菜買う
角田 幸美
青空を切り取る自撮りツーショット
中島 俊子
こっそりとフォーカスされている二人

城野くみ子
塩ふいた作業服からもらう夢
城野 浩二
ゆっくりと剥がす女というオーラ
真島久美子
新党のシッポが見えた風頼み
西村 正紘
北風に強い子ばかり通学路
真島 清弘
こっそりと大人になっていくのです
真島美智子

おじちゃん、ほけまくいば貸して

ありゃー！さっき、隣の多良さんに
貸したばん！行ってみてん！

ほけまくいば、
借ってきて
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俳
教え子の赤子抱く我豊の秋
（豆 田） 井上千代子
雲放つ物見櫓に今日の月
（田 手） 大澤ヨシノ
佐賀上空バルーン競演秋うらら
（石 動） 大坪カツヨ
訪ふ家に秋の七草活てあり
（田 手） 於保 邦枝
しんがり
殿 に高き声援運動会
（立 野） 香田 春枝
親の事姉妹で語るふかし藷
（吉 田） 西尾 京子
野分かな球と木の葉の小ぜりあい
（豆 田） 伊東
幸
すさ

杖立てたつもりの音の冷まじや
（大 曲） 井上 春枝
短日の影ひきつれてポストまで
（講 師） 小浜史都女

柳

届くもの何が届くかわからない
ヨウジロウ
メモ用紙人柄わかる丸い文字
山下麻の葉
おにぎりは一寸の塩で恵比須顔
原 しづよ
塩加減一つで決まるプロの味
橋本
香
シンプルがやはり一番塩むすび
橋本かのこ
理由もなく不安になるのなぜかしら
兵働己登子
じゃがいもの花とスイセン双子かと
草津 公代
借金はローンと言えば軽くなる
中島三千子
ピコ太郎トランプさんとノリノリだ
古野千賀子
サンタさん煙突ないよ僕の家
福山 幸子
風に乗り会いに行きたい亡き友に
古賀由紀子
この子等の心の糧に絵本読む
那須 紀子

わかったー。

…忙しくて構えんけん、言いよったとばい！

「ほけまくい」とは実在しないもの。年末の餅つき等の慌ただしい
時期によく使われた慣用句。忙しくて子ども達を構ってあげられな
かったので、そう言っていた（例文参照）。子ども達は訪ねる先々
で、同じような対応をされ、近所を歩き回った。

川
家族皆笑顔届ける生きがいよ
江口マツヨ
帰ったよ孫の帰宅の声がした
中村 京子
記念日に突然届くサプライズ
米倉 敦子
新米を孫に届けるうれしさよ
原 ミツコ
海の水広くきれいだ塩辛い
荒木千代子
生きる為お塩なしでは生きられぬ
多良シヅノ
怖いよね息子の小言塩からい
緒方サナエ
悲しみの涙は今日も塩辛い
牛島 美佐
塩水のうがいが良いよ冬の風邪
木原
唯
空に向け世界平和を叫びたい
江口 重子
届いても開ける気おきぬ通知表
三宅 あや

解説

ほけまくい？わかった！

ほけまくいば、
借ってきて

例文

第●回

つよし！手塚さん家から
ほけまくいば、借ってきて！

佐賀弁講座

例文

つとむ師匠の

YOSHINOGARIBUN-GEI

吉野ヶ里文芸

〜町民文化祭〜

11/11（土）・12（日）

平成29年12月号

町民文化祭が開催されました。出演の部が行わ
れたきらら館には、町内の文化サークルや幼稚
園・保育園などが参加。日頃の練習の成果を披露
しました。中央公民館と東脊振公民館には、趣向
を凝らした作品が並び、来場者は、足を止めゆっ
くりと鑑賞していました。

吉野ヶ里町広報紙（毎月1回発行）

広報よしのがり

文化の秋にぎやかに

第142号

城島信夫さん=吉野ヶ里=が
文化功労賞を受賞
町の文化振興への貢献が顕著である
人に贈られる文化功労賞を城島信夫さ
んが受賞。教育長から表彰状が贈られ
ました。

VOL.20
おいしいコーヒーとゆっくり流
れ る 時 間。窓 か ら の 絶 景 と ア ン
ティークな雰囲気の店内。もっと
お話したい、知りたいと感じたオー
ナーの中島さんをご紹介します。

敏さん

=神埼市=
1947年１月生まれ
（70歳）

協

OAKHILL VIEW

力

オークヒルビュー

住

所

業務内容
営業時間
定 休 日
●PR●

松隈1609-2
☎97-5888
カフェ＆レストラン
9：00〜18：00
毎週月曜日
まずは建物、景色をお楽しみください。
おいしい料理と、地元店員の笑顔でお待ちしております。

アンティークの時計

編集・発行／吉野ヶ里町総務課 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 321番地２

さとし

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

なか しま

中島

時計店に生まれ、高校卒業後は名古屋にある時計の専門学校
へ。その後、伊万里の時計店で修行しました。小さい頃から機
械が好きで時計はもちろん、車やバイクに興味がありました。
特にイギリス車が好きでした。22歳で開業、一生懸命働き30
歳でイギリスのスポーツカーを購入。今でも大事にその車に
乗っています。
それから30年後、車好きの友人達とイギリスへ行くように
なりました。何度も旅するうちに、
「のどかなイギリスの田舎
を日本に持ち帰りたい」との思いを抱くように。時を同じくし
て、この地を購入。吉野ヶ里町の北の玄関、ここからの景色は
500年前に建築されたパブがたたずむイギリスの田園地帯と同
じ！この場所にオークハウスを建てることにしました。
「本物で遊びたい」という想いを友人に相談すると「材料を
現地で買ってみれば？」と言われ、納得。イギリスからオーク
（樫）の家を個人輸入することにしました。車の趣味を通じて
知り合った友人達のお陰で、設計、商談、輸入と計画通りに進
みました。木材が海を渡り、棟上げの際には現地から２人のカー
ペンター（大工さん）が来日。地元の大工さんと一緒に建てて
いただきました。
インテリアは全て僕が揃えました。好きなものばかり、僕の
夢の集大成です。共感やお褒めの言葉を頂いた時は嬉しいです
ね。たくさんの人に日常とは違う空間で、楽しいひと時を味わっ
ていただきたい。心のこもった料理、地元のシェフ・スタッフ
が笑顔でおもてなしいたします。
「こうしたい」
「もっと楽しんでやる」という目標は常に持っ
ています。いいものを手にすることは男のロマン。全ては手に
入らない。欲しいもののため
に無駄を省き努力する。そう
して手に入れたものだからこ
そ長く大事にするんです。次
の目標はイングリッシュガー
デンを造ること。僕の夢は続
きます。

