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第12回吉野ヶ里町少年の主張大会

児童・生徒が意見を発表
12月８日（土）、吉野ヶ里町青少年育成町民会議が、中央公民館で
「第12回少年の主張大会」を開催しました。多数の来場者のなか、
町内の小・中・高校生23人が様々なテーマの意見を発表しました。
最優秀賞の５人の発表を紹介します。

小学校５年生の部

最優秀賞

諦めるとそこで終了
東脊振小学校 佐保 心翼
「諦めるとそこで試合終了です
よ」この言葉は私が大好きなスポー
ツ、バスケットボールを題材にし
たアニメ「スラムダンク」の中で
チームを束ねる安西監督が残した

名言です。
残り時間が何分でも、点差が何点でも、諦めてはい
けない。諦めた時点で残り時間が残っていても試合は
そこで負けだよ、という教えです。
「諦める」それは自分以外の誰も決められないこと、
つまり自分の気持ちが決めることだと私は思います。
たとえ性格が引っ込み思案でも、やってみようという
心は、チャレンジ精神にあふれ、すばらしい姿勢だと
いえます。
私にはこんな体験があります。小さい頃から嫌い
だった水。その水に慣れようと１年生から水泳を習い
始めました。始めはなかなか泳げず、おぼれているよ
うな泳ぎしかできませんでした。楽しいとも思えず、
母にやめたいと話したこともありました。その時母に
は「泳げるようになるまでは続けなさい」と言われた
のを覚えています。最初言われると思っていた言葉と
はちがったので「えっ」と思いました。でも「やめた
い」とはもう言わないことにしました。やってみよう
と思い始めました。そう、チャレンジ精神です。それ
から２年間。楽しさを見つけようと泳ぎ方や練習方法
をいろいろ工夫しました。そして、忘れもしない３年
生の夏、ついに２５メートルをクロールで泳ぎきりまし
た。その時の誇らしい気持ちといったらありませんで
した。
「やってやった」お母さんに自慢したいと思っ
たのです。諦めるかどうかを決めるのは自分でした。
その先の結果を信じて続けることができれば何かが
待っている。それが私の唯一の支えでした。
諦めてはいけない。みんな分かっていることです。
ではなぜ人は諦めてしまうのでしょうか。それは先に
ある華々しい結果を信じられなくなる、待てなくなる
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からだと思います。こんなことがありました。
１年生の頃のリレーカーニバルというイベントの時
のことです。チームでバトンをつなぎゴールを目指し
ます。私は友達からバトンを受け取ろうと手を出しま
した。ところが息が合わずにバトンを落としてしまっ
たのです。他のチームが走り去っていく中バトンを拾
い走り始めました。その時私は「どうせ追いつけない
や」と本気で走りませんでした。結果は最下位。でも
特に悔しさも感じませんでした。そこに友達が駆け
寄ってきて「ドンマイ、ドンマイ」
「大丈夫だよ」と慰
めてくれました。私は申し訳ない気持ちでいっぱいに
なりました。だって、頑張れなかった私を、よく頑張っ
ていたと見てくれていたのです。この時自分に対する
悔しさが芽生えました。
ここまで書いてみてふと思いついたことがありま
す。諦めるかどうかは自分しだい。自分だけで決める
こと。と思っていましたが、そこには友達や家族、自
分を支えてくれる人の存在が影響してくるのではない
かということです。水泳の時は母の言葉が支えになり
ました。リレーの時は声をかけてくれる友達の一言に、
自分を悔いました。最終的に決めて行動するのは自分
自身です。ただ、その決断には様々な人の思いが含ま
れているはずです。そうなると安西監督の名言を砕い
て解説すると「そこで諦めていいんですか。これまで
勝つためにあなたは必死に努力してきましたよね。共
に汗を流してきたチームメイトの声援が聞こえますよ
ね。頑張ってほしいとお弁当を作り続けてくれたお母
さんがいましたよね。それでもあなたは今ここで試合
を終わらせますか」こういうことになるかもしれませ
ん。これからの人生、常に奇跡を起こすというのは無
理でしょう。ただ、何かにチャレンジする以上、それ
をやめる時には自分のこと、そして自分を支えてくれ
た全ての人の思いを考えて決断していきたいのです。
後悔はなくなるでしょう。
みなさんも諦めないでください。簡単に諦めないで
ください。みなさんの今の挑戦は何ですか？さくらマ
ラソン出場ですか？それともダイエットですか？それ
とも禁煙ですか？もう一度言います、あきらめたら、
そこで終了ですよ。

少年の主張大会入賞者（敬称略）
小学校５年生の部
最優秀賞 東脊振小
優秀賞
東脊振小

佐保 心翼
倉谷 はる

小学校６年生の部
最優秀賞 三田川小
優秀賞
三田川小

髙田 茉奈
中村 りこ

中学校１年生の部
最優秀賞 三田川中
優秀賞
東脊振中

北島 羽矢
筒井 和輝

中学校２年生の部
最優秀賞 東脊振中
優秀賞
三田川中

江島 未桜
碇 優希

高校生の部
最優秀賞 神埼清明高校
優秀賞
神埼高校
優秀賞
三養基高校

船川 あずみ
北川 七海
𠮷行  宏太

小学校６年生の部

町長から入賞者に賞状と盾が贈られた

最優秀賞

おばあちゃん
三田川小学校

髙田 茉奈

今年は、とても暑い夏でした。
ある日、母とニュースを見ていた
ら、一人暮らしや、一人で田や畑
などで農作業をしていた高齢者の
方々が、100人近く熱中症で亡く
なっていると流れていました。私は、もし、家族がそ
ばにいれば、亡くなっていなかったのかもしれないと
思いました。そして私は、ふと去年の冬の出来事を思
い出しました。
私と母が、夜、買い物から帰って来た時です。車の
ライトに照らされて、目の前の道路に黒い物が見えま
した。
「あ、人がいる」。母があわてて近寄ってみると、
それは、おばあちゃんでした。歩道の縁石の上に、ちょ
こんと座っていて、私はびっくりしました。８時を過
ぎていて、あたりは真っ暗。もし私達が気付かなけれ
ば、おばあちゃんは車にひかれていたかもしれません。
「おばあちゃん、どうしたんですか」と母が優しく声
をかけて事情を聴いてみると、約４キロメートルある
となり町のスーパーに一人で歩いて買い物に行ったそ
うです。家を出たときはお昼頃、でも、帰りは暗くて、
慣れない道に迷っていたのです。その日は、とても風
が冷たく、上着を着ていてもふるえる位寒かったです。
母は、おばあちゃんの背中と冷たくなった手をさすり
ながら温めていました。結局、おばあちゃんは、通り
かかった地域の方のおかげで、無事に家まで帰ること
ができました。
母と私は、今でもあの時のおばあちゃんの事を時々
思い出して話します。母が私に「茉奈のおばあちゃん
だったら、ひかれていたかもしれない」と言います。
私も本当にそうかもしれないと思います。
私のおばあちゃんは、ずっと体が弱く入院している
事が多く、病気治りょうのために、通院も欠かせませ
ん。骨折した所も完全に良くなっていないので、特に
冬は痛みが出て、あまり歩けません。でも、私のおば
あちゃんは、一人ぼっちではありません。一緒に住ん

でいる家族もいるし、近くに住んでいる私達もいます。
それだけで、おばあちゃんも私達も安心できていると
思っています。それに、デイサービスにも通っていて
友達と話すことが楽しみの一つになっているそうです。
一人暮らしの人達は、食事も一人、笑っても一人、
話しかけてくれる相手もいません。特に高齢者の方は、
病気をしたりすると、思うように外出できなくなり家
の中にこもりがちになります。具合が悪くなった時や
何かしてほしい時、どうするんだろう。そんな人が日
本でもたくさんいると思うと、とてもかわいそうです。
もし、私のおばあちゃんがずっと一人ぼっちだったら、
悲しいです。今私には、話したい時、テレビを見てい
る時、一緒に笑ってくれる母がいつもいます。あたり
前の事なのですが、それはとても幸せな事なのだと感
じます。あの時のおばあちゃんが「お父さんが早くに
亡くなってから一人になった。さびしかよ」とポツン
と言った言葉を母は忘れられないそうです。近所の人
達ともほとんど交流がないそうです。家に灯りがつか
なくても心配する人や、待つ人もいないのは、とても
さびしい事です。
「ありがとう、助かったあ」と私達
に言ってくれたおばあちゃんは、にこっと笑っていま
した。
人はみんなが同じ生活をする事はできませんが、
困った時、不安な時、病気の時、色々な事があった時
は、誰かがそばにいて寄りそってくれたり、優しく手
をそえてくれたりする事で温もりを感じ、
「一人では
ないんだよ」という心のメッセージを伝える事ができ
ると、私は思います。人を思いやり、助け合っていけ
ば、高齢者の人だけではなく、みんなが笑顔になれる
のではないでしょうか。これから先、私が大人になり、
１０年２０年たっても誰もが安心して笑顔で暮らせるよう
な、心豊かな吉野ヶ里町であってほしいと私は願って
います。

児童・生徒の主張に多くの人が耳を傾けた
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中学校１年生の部

最優秀賞

スマホがなくても
三田川中学校

北島 羽矢

最近、高校生や大人だけでなく、
小・中学生も自分のスマホやタブ
レットをもっている人が多くいま
す。ラインで友達とリアルタイム
にやりとりしたり、ネットが使え
たりするので、すぐに検索したり、画像を撮ったり、
ゲームや動画を見たりと、様々なことができる便利な
ものです。
しかし、私がもっているのはカメラ機能もなく、家
族としか通話やメールができないキッズ携帯です。両
親もスマホは持っていません。パソコンやタブレット
はありますが、家でしかできない上に、私や弟たちに
は、調べ物以外の使用を禁止されています。私は、み
んなと同じようにラインをしたいからスマホが欲しい
と訴えましたが、変なことに巻き込まれるかもしれな
いし、自分で責任がとれないうちはだめだと父に言わ
れ、納得はできませんでしたが、あきらめるしかあり
ませんでした。
そんなことがあった数日後のある日、友だちと遊ん
だときのことです。その子がスマホをもっていたので、
ラインを見せてもらうことができました。個別ライン
とグループラインに分けられていて、スタンプも色々
あり、とても楽しそうでした。はじめは、うらやまし
くてたまりませんでしたが、やりとりを見たときに、
「なんか一人で、ずっとしゃべってるWW」という言
葉が目に入ってきました。文章を打っているのに、誰
かと会話しているかのように思えて驚きました。そし
て、不思議だったのは、その書き込みが誰だか分から
ないということです。名前ではなくニックネーム、も
しくは全く関係ない言葉や韓国語などにしている人が
多くいるということでした。またグループの書き込み
では、一人が連続して送っていたり、スタンプだけの
やりとりだったりと、何がしたいのだろうと、疑問に
思うようなものもありました。友だちは、そのグルー
プに入ってはいましたが、親から書き込みをする必要
がないと止められているので、一言も発してはいない
し、グループの人も、人数が多すぎて、誰も気付いて
いないとのことでした。
スタンプがかわいくない、既読になっているのに返
信がない、連続で同じキャラクターのものを送ったと
いうだけで、
「うざい、キモイ」とライン上で書き込
みをし、ひどい言葉を入れてくる人もいるようです。
自分の子がどのようなやりとりや言葉を使っているの
か知らない親も多く、大人の世界でも、表情や感情が
うまく伝わらず、言葉の受け取り方でのトラブルはよ
くあることだと聞きます。
ラインをしていない人からすれば、相手の顔を見て
直接言えばいいようなことまで、ラインで済ませ、会っ
たときには何も言わないなんて、コミュニケーション
がとれないのは当然ですし、相手の本当の気持ちが分
からないのではないかと思います。
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連絡するのには便利なスマホですが、言葉の使い方、
受け取り方、とらえ方で、いじめにも発展するデメリッ
トもあります。そこをよく理解し、相手を思いやる気
持ち、相手の立場になって使用することが何より大切
だと思います。
私はまだ自分の言動に、本当の意味での責任を取る
ことが難しいです。しかし、スマホがないからこそ、周
りの人ともっとコミュニケーションをとり、ラインでの
いじめで人間不信になっている人に寄り添えるような
人でありたいし、相手の気持ちを考えながら友だちとの
つながりをこれからも深めていきたいと思います。
中学校２年生の部

関わっているかもしれない…差別
東脊振中学校 江島 未桜

人権とは、人間が人間らしく生
きていく権利のことです。それは、
すべての人が自由であることだと
思います。そして、だれにでも与
えられています。もし、いじめや
差別があれば、受けている人の人権は失われます。
そんなことを考える私が、最近、テレビで気になっ
ていることは、ＬＧＢＴの問題です。Ｌは「レズビア
ン」で女性同性愛者のことです。Ｇは「ゲイ」で男性
同性愛者のことです。Ｂは「バイセクシュアル」で両
性愛者のことです。Ｔは「トランスジェンダー」で生
まれた時に診断された性と、自分が思う性が合わない
人のことです。ニュースでは、女性の国会議員がＬＧ
ＢＴの人たちは生産性がないので、国の税金を使わな
くていいと言った発言が取り上げられていました。同
じ日本に住む人間なのに、その人達に税金を使わなく
ていいということはできないと思います。だから、こ
れは差別になると私は思います。なぜその女性の意見
をかばう人がいるのか、私にはわかりません。
一方で、オバマ大統領のような方もいらっしゃいま
す。黒人と白人の間に大きな壁があり、多くの差別が
あったそうです。しかし、オバマ大統領が黒人で初め
ての大統領として、この状況を変えるために尽力され
たと聞きました。その一つに、同性婚の支持がありま
した。ＬＧＢＴの人たちはどれだけうれしかったで
しょう。しかし、オバマ大統領が出した、人種差別に
ついてのコメントには、
「このアメリカに住むだれか
が、法のもとで平等に扱われていない」ということが
強調されているものもあります。調べると、警察によ
る人種差別が当てはまるようです。そして、それは深
刻な事態であるとコメントされていました。大統領が
リーダーシップをとっても、まだ、人種差別は残って
いるのです。
初めに、私は「いじめや差別があれば、受けている
人の人権は失われます」と言いました。人をばかにし
たり、仲間外れにしたりすることはいじめです。でも、
私も自分では気づかないうちに、人をばかにしたこと
があるかもしれないと思うのです。男同士でけんかし
てどちらとも泣いていると「弱いなー。男なのにすぐ

泣いて」と思ってしまいます。これは男女差別になる
のかなと思いました。もしかしたら、差別をしている
ことに気付いていない人はたくさんいるかもしれませ
ん。私も含めて、忘れないでおきたいのは、一人ひと
りに個性があり、自由があるということです。それが
人間らしく生きていくということであり、人権に深く
関わります。アメリカでも、日本でも、この吉野ヶ里
町でも同じです。一人ひとりの個性を大切にすること、
自分と他の人が必ずしも同じ考えではないことを意識
して過ごすことが大切なのではないでしょうか。私は、
吉野ヶ里町で自分らしく自由に過ごしたいです。同じ
ように周りの人の個性も、
大事にしていこうと思います。
高校生の部

『私の目標』

神埼清明高校

船川 あずみ

みなさんは、
「高齢化社会」と
いう言葉について、よく耳にする
のではないでしょうか。現在、日
本では高齢化が進む一方で、介護
士の人手は不足しています。また、
高齢者同士で介護をする「老々介護」という言葉もあ
ります。誰かを介護することは、簡単なことではあり
ません。でも、簡単なことではなくとも、誰かがしな
くては必要とする人が困ってしまいます。もし、自分
が介護される立場になったら、どうでしょう。人手が
足りていなくて充分なサービスが受けられなかったら
どうですか。私は、嫌だと思います。充分なサービス
を受けたいです。
私は、今、介護福祉士になる目標を持ち、福祉の勉
強をしています。私が、介護福祉士になろうと思った
きっかけは、小学生の時、お年寄りの方と触れ合う機
会があり、お年寄りの方と接する仕事に就きたいと思
うようになったからです。職業調べをして、介護福祉
士という仕事に興味を持ちました。
高校に入り、福祉の勉強を始めた１年生の１２月に、
初めて介護実習に行くことになりました。初めての実
習で、できることも少なく、利用者の方とコミュニケー
ションをとることが主な実習内容でした。どうすれば
いいのか何もわからず、不安な気持ちでいっぱいでし
た。私は、初対面の人と話すことが苦手で、利用者の
方とコミュニケーションをとることがほとんどできて
いませんでした。利用者の方から話しかけていただい
ても、会話を続けることが出来ませんでした。また、
自分からできることを探して、積極的に行動すること
ができず、職員の方から指導されることもありました。
職員の方から、
「何もしないと、実習に来ている意味
がないよ」と言われました。確かにその通りだ、と感
じたので、もう少し自分から積極的に行動できるよう
に心がけました。
３月にもう１度、同じ施設に実習に行きました。ま
だ、実技などは習っていなかったので、１２月と同じ実
習をしました。恥ずかしいという気持ちもあり、利用
者の方に自分から話しかけることが出来ませんでし

た。でも、前回の実習よりは、利用者の方と会話を続
けることができました。
２年生になってからは、３回介護実習に行きました。
まだ、自分から積極的にコミュニケーションを取りに
行くことはできていません。でも、実習を重ねていく
うちに、少しずつ利用者の方と話ができるようになり
ました。また、実際の現場だからこそ学べるところが
たくさんありました。例えば、コミュニケーションの
取り方です。私は、コミュニケーションというと会話
をすることだと思っていました。でも、折り紙や塗り
絵などを一緒にすることで、コミュニケーションをと
るという方法もあると知りました。職員の方たちは、
実際に介助をしながら、わかりやすく丁寧に教えてく
ださいました。
実際に介護実習に行き、介護福祉士の仕事内容など
を知ることが出来ました。また、介護をするには、介
護福祉士だけではなく、他の職種の人たちとも連携し
て行わなければならないと思いました。施設には、介
護士だけでなく、看護師や理学療法士の方などがいま
した。介護を行う上で、他の職種の人たちと連携をす
ることは大切なことなのだとわかりました。
介護の仕事の大変さも理解できました。でも、大変
だからこそ、感じられるやりがいがあると思いました。
例えば、利用者の方の笑顔です。どんなに大変でも、
誰かが笑顔だと、
「よし、頑張ろう」という気持ちに
私はなります。また、
「ありがとう」と言ってもらえ
ると、やってよかったなと思います。
介護実習に行き、実際の介護現場を見てみて、より
強く介護士になりたいと強く思いました。今はまだ、
習っていない知識や技術がたくさんあります。だから、
これからの授業や実習で、身につけていきたいです。
また、実習へ行き、介護士と利用者の方の信頼関係が
大切だと感じました。私も、実習先の施設で見た職員
さんのように、利用者の方から信頼してもらえる介護
士になりたいです。利用者の方の役に立てる立派な介
護士になるため、これからの学校生活を精一杯努力し
ていこうと思います。

若い経営者の主張大会

県青連会長賞受賞

夏秋 和弘さんが意見発表

意見発表として、昨年８月
に開催された「若い経営者の
主張大会」に出場した商工会
青年部の夏秋和弘さん=夏秋冷
菓=が意見を発表しました。
青年部の活動を通して仕事、
父と向き合う意識が大きく変
わっていった夏秋さん。
「これ
からは過去に悩まず、やりた
いことに挑戦していきたい」
と声高らかに宣言しました。

2019.3 広報
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まちかとトヒクス
Machi-topi

ッ

WS

NE

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

元町選挙管理委員会委員長
執行政利さんが旭日単光章を受章

１/31

12/１

（木）

（土）

２/１

（金）

14歳の決意

48の志

２/６

（水）

まちトピ
妻・フサエさんと

ひとりひとり立派に宣言した「志」

元吉野ヶ里町選挙管理委員会委員長の執行政利さんが
昨年12月１日付で旭日単光章を受章しました。平成12年
12月から平成30年５月までの約17年４か月間選挙管理委
員を務め、
「選挙は民主主義の根幹」を大前提に公正公
平な選挙執行に貢献されました。吉野ヶ里町誕生の際に
委員長に就任。新体制の基盤づくりや円滑な委員会の運
営に奔走されました。
２月１日（金）、町長から叙勲が伝達されました。執行
さんは「諸先輩や関係各位のご指導とご協力あってこそ
と感謝しています。これからは全ての人に恩返しできる
ように努力していきたい」と話されました。

きらら館で東脊振中学校立志式が行われました。
「己
の人生で、脇役ではない、主役を演じる決意をしてくだ
さい」との三上校長からの式辞や、来賓のみなさんから
の祝辞に、生徒たちは静かに聞き入っていました。
その後、２年生48人が、それぞれ筆でしたためた「志」
をステージ上で表明。緊張から、言葉に詰まる生徒もい
ましたが、
「日進月歩」に始まり「一心一意」まで、48
の決意が会場いっぱいに響き渡りました。
三田川中学校では、２月６日に立志式が行われ83人が
大人になるための自覚を深めました。

三田川少年剣道クラブに
「少年剣道教育奨励賞」が授与

6

12/9
（日）

赤熊太鼓保存会に
桶胴太鼓が配備

1/25
（金）

受賞に笑顔の部員たち

太鼓６張が新たに配備されました

三田川少年剣道クラブが、全日本剣道連盟から永年の
教育活動を評して「少年剣道教育奨励賞」を授与されま
した。
同剣道クラブは、旧三田川町内で個人的に剣道を少年
に指導していた有志が、青少年の心身の錬磨、健全育成
を目指して、昭和52年に設立。以来、その思いが受け継
がれ、現在小中学生合わせて約40人、指導者約６人で稽
古を続けています。
小学生のキャプテンである馬場琉成さん（12）=立野=
は、
「僕たちの剣道クラブが賞をもらえてうれしい。先
輩たちの築いてこられた伝統あるクラブを誇りに思っ
て、稽古を頑張りたい」と話しました。

平成30年度コミュニティ助成事業で赤熊太鼓保存会に
２尺８寸の桶胴太鼓などの備品が配備されました。同会
は、吉野ヶ里町赤熊太鼓を保存・伝承するとともに、町
内外より出演依頼を受け、たくさんのイベントに出演。
町の伝統芸能として赤熊太鼓の素晴らしさをPRしてい
ます。今回、太鼓の新規購入・皮の張替えを行ったこと
により赤熊太鼓本来の音が出るようになり、ますますイ
ベントでの盛り上がりが期待されます。
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す。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。

広報
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音から違うよ！
ぱりぱり佐賀海苔!!

２/６

（水）

13郡市チームが
272.9kmを激走

２/15 ２/17
（金）〜（日）

まちトピ

すごくおいしい！と佐賀海苔をほおばる児童

声援が送られているのは神埼・吉野ヶ里チームの平敏治選手=神埼市=

２月６日の「海苔の日」に合わせ、佐賀県有明海漁業
協同組合より県内全ての小学校177校、約48,800人に佐
賀海苔が贈呈されました。県内の小学校を代表して、東
脊振小学校で贈呈式が行われ、各学年の代表者が箱一杯
の佐賀海苔をいただきました。
有明海漁協の德永重明代表理事組合長が「城原川から
有明海に栄養を含んだ水が流れて、いい海苔が採れます。
川がきれいになるようにしてください」と挨拶。児童代
表の福島悠生さん（12）が「僕は海苔が大好きなので、こ
の日を首を長くして待っていました。佐賀の海苔は日本
一です」とお礼の言葉を述べました。給食の時間には、
いつもに増して楽しそうな声が聞こえていました。

今年も「第59回郡市対抗県内一周駅伝」が開催さ
れ、県内の13郡市チームが出場、選手たちは全33区間
272.9kmを駆け抜けました。
吉野ヶ里町は神埼市と合同で出場（当町の選手は13人
がエントリー）。大会初日の道のりは、基山町から鹿島
市までの11区間101.8㎞です。第３区間の三田川庁舎前
には、三田川小学校児童をはじめ多くの人が集まり、選
手たちに声援を送りました。
神埼・吉野ヶ里チームの３日間の累計成績は９位。10
位の鹿島市チームに約29分の差をつけゴールしました。

学生たちとの
ふれあいのつどい

子どもクラブ活動を
振り返って

２/９

（土）

２/16
（土）

親への「ありがとう」のメッセージカードも制作しました

手作り資料やパワーポイントなどを用いて発表

障害の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。吉野ヶ里町・
神埼市を中心に13人の親子が参加。西九州大学心理カウ
ンセリング学科の学生が、みんなで遊べるゲームや制作
を企画し交流を深めました。今年度４回目の開催で、同
学科の学生との交流はこれが最後。３年生の牛島菜苗さ
ん（21）は「障がいのある人は特別な存在と思っていたけ
ど、そうではなかった。考えていることは同じで、工夫
したらできないこともできる。普通に友達として接して
いきたい」と交流を振り返りました。

吉野ヶ里町子どもクラブ連絡協議会が、中央公民館で
子どもクラブ活動実績報告会を開催しました。
町内７地区のクラブが1年間の活動を振り返り、ボラ
ンティアや伝統行事等への参加、歓迎会など各クラブで
取り組んだことを発表しました。地区の伝統行事・もぐ
らうちの掛け声を紹介し「この伝統行事を守っていきた
い」と宣言したクラブ、
「アルミ缶とスチール缶が混ざっ
て出ていたので、分けるのが大変だった」と廃品回収で
苦労したクラブもありました。
子どもクラブの活動を通してたくさんのことを経験
し、学んでいることがうかがえました。

2019.3 広報
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行政トピックス

吉野ヶ里町空家バンク制度開始

申・問

３月１日スタート！

利用者の情報を提供

空家について相談

土地改良区
農業再生協議会

東脊振庁舎
２階農林課

事務補助

募集
人員
２人
１人

空家について相談

仲介

申・問

農林課（東脊振庁舎）

☎37-0347

募集期間

３月１日（金）～３月８日（金）
8:30～17:15 ※土・日・祝日を除く。
• 応募者多数の場合は、書類及び後日の面接等で選考
します。
• 暴力団と直接、間接に関与している人は採用できま
せん。
• 合格した場合の通知は「内諾」で、正式な通知は３
月末となります。ご了承ください。

履歴書（写真添付）
農林課（東脊振庁舎2階）へ持参
郵送は当日消印有効
業務内容

不動産業者
交渉・契約

吉野ヶ里町土地改良区・吉野ヶ里町農業再生協議会
では、平成31年４月から採用の臨時職員を募集します。
応募する人は、必要書類を３月８日（金）までに提出し
てください。

勤務地

空家の情報を提供

協力

土地改良区・農業再生協議会
臨時職員募集

必要書類
提出方法

利用希望を登録

空家等の利用希望者
︵買いたい・借りたい人︶

所有空家を登録

吉野ヶ里町役場建設課
︵空家バンク窓口︶

空家バンク制度の仕組み
空家等の所有者
︵売りたい・貸したい人︶

行トピ

空家を有効活用し、町への定住促進と地域の
活性化を図ることを目的として、
「吉野ヶ里町
空家バンク制度」を開始しました。
空家バンク制度
空家の売却や賃貸を希望する所有者に、空家
の情報を空家バンクに登録していただき、その
情報を町のホームページ等を通して、空家の利
用を希望する人に提供する制度です。
※空家バンクへの物件の登録、登録された物件
の利用申し込み等、受付は随時行っています。
※詳しくはホームページをご覧いただくか建設
課へお問い合わせください。

建設課都市計画係
（東脊振庁舎） ☎37-0348

勤務形態
１日７時間45分

賃 金

月13日程度

日給6,300円

月14日程度

雇用期間

休日

社保

雇保

４月～３月

土日
祝日

×

〇

平成31年度福祉タクシー利用助成券の交付

対 象 者 身体障害者手帳１～３級、療育手帳Ａ、
精神障害者保健福祉手帳１・２級を持つ在宅者
交付日時

４月１日（月）から
8:30～17:00

交付場所

総合窓口係（両庁舎）
印鑑と手帳をご持参ください。

助 成 額

 人1冊（500円×24枚綴）を交付します。
1
タクシー利用1回につき助成券1枚（500
円）を使用できます。

注意事項

 動車税・軽自動車税の減免制度を利用
自
している人は、福祉タクシー券制度との
併用ができないため交付されません。

問
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福祉課障害者支援係（東脊振庁舎） ☎37-0343

行政トピックス

お子様の予防接種はお済みですか!?

問

３月１日（金）から３月７日（木）は子ども予防接種週間です
予防接種の受け方
佐賀県内の委託医療機関で接種
できます。
事前に医療機関に予約をしてか
ら、受けてください。

B型肝炎

対象者
生後２～12か月（１歳未満）

３回

生後2～60か月（５歳未満）

４回

BCG

生後12か月まで

１回

4種混合

生後３～90か月（７歳半まで）

ヒブ
小児用肺炎球菌

４回

麻しん・風しん（MR） １期:１歳～２歳未満・２期:年長児

各１回

水痘（みずぼうそう） １歳～３歳未満
３歳～７歳半まで
日本脳炎
※平成７年４月２日～平成19年４月１日生まれの
人は20歳未満まで接種可
2種混合
11歳～13歳未満

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

回数

問

２回

行トピ

持っていくもの
• 母子健康手帳
• 予 診票
（お持ちでない場合は、
きらら館及び医療機関窓口にあ
ります）

定期予防接種の種類

保健課健康づくり係
（きらら館） ☎51-1618

３回
１回

保健課健康づくり係
（きらら館） ☎51-1618

接種費用 2,500円（接種医療機関の窓口で支払い）
持っていくもの 健康保険証・予診票
実施医療機関 佐賀県内の委託医療機関
※事前に予約が必要な場合がありますので、直接医療
機関へお問い合わせください。

平成30年度の接種対象者

65歳 昭和28年４月２日～昭和29年４月１日生
70歳 昭和23年４月２日～昭和24年４月１日生
75歳 昭和18年４月２日～昭和19年４月１日生
80歳 昭和13年４月２日～昭和14年４月１日生

※ひとり１回対象となります。対象者へは個別通知で
ご案内しています。
※過去に予防接種を受けた人は、対象となりません。

85歳 昭和8年４月２日～昭和9年４月１日生
90歳 昭和3年４月２日～昭和4年４月１日生
95歳 大正12年４月２日～大正13年４月１日生
100歳 大正7年４月２日～大正8年４月１日生
生まれて
きてくれて
保護者氏名

ありがとう

１月25日（金）、支給式がきらら館で行われ、出生祝金を
支給された人は次のとおりです。
（11月・12月申請者）

出生児氏名

地区（大字）

出生児氏名

地区（大字）

平石

龍太

孝

一（こういち）くん

大曲

保護者氏名
松永

健太

昇

磨（しょうま）くん

吉田

小森

史仁

瑛

月（えるな）ちゃん

吉田

森永

貴文

真

央（まお）ちゃん

立野

古川

憂樹

桜

晴（おとは）ちゃん

立野

岩谷あゆみ

月

愛（かぐら）ちゃん

大曲

藤田

歩

真

衣（まい）ちゃん

大曲

光武

和也

穂

花（ほのか）ちゃん

大曲

伊東

拓哉

侑

海（うみ）くん

田手

橋口

大喜

浦崎

祥吾

煌

大（こうだい）くん

石動

矢野

暁洋

央

井上

恭子

蒼一朗（そういちろう）くん

立野

林

和孝

みらい（みらい）ちゃん

吉田

松﨑

一真

斗

真（とうま）くん

吉田

山下

慶昌

穂乃果（ほのか）ちゃん

大曲

中島

亨

梨

乃（りの）ちゃん

立野

梅野

洋介

茉

豆田

西村

和則

侑

大（ゆうだい）くん

三津

邢

江口

嘉郎

怜

奈（れな）ちゃん

立野

真藤

和弘

大坪

弘幸

賢

尚（けんしょう）くん

吉田

北村

拓也

古賀

三雄

雄

迅（ゆうと）くん

吉田

中野

龍

和雅

穂

香（ほのか）ちゃん

立野

牟田

顔

朔

（さく）くん

立野

喜（ひさき）くん

吉田

由（まゆ）ちゃん
鈺

（ぎょく）くん

豆田

桃

子（ももこ）ちゃん

立野

颯

汰（そうた）くん

吉田

由貴

創

太（そうた）くん

吉田

匡佑

脩

希（しゅうき）くん

大曲
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三田川児童館
だより

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。



問

三田川児童館

☎ 53-1117

【３月の催し】下記の催し以外の日も開館しています。お気軽にお越しください。
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）

14:00～15:00 「ジョナサン先生と楽しもう」

11日（月）

象

定

員

材料代等

小学生以上

無料

未就学児親子

無料

小学生以上

無 料

10:30~11:30 「フルーツ親子広場」

未就学児親子

無 料

16日（土）

14:00~16:00 「ピンポン開放デー」

小学生以上

無料

18日（月）

１０：30~11:30 「ドレミ広場」

未就学児親子

無 料

23日（土）

13:00~16：30 「児童館ライブ♪」

どなたでも

無料

27日（水）

14:00~15：00 「児童実行委員修了式」

児童実行委員

無料

申込締切

●11日/
「フルーツ親子広場」は、これまで参加された時に作成されてきたアルバムを一冊にまとめます。是非仕上げていただき、本年度の
いい思い出づくりとしてください。
●18日/大人気の「ドレミ広場」も本年度は最後となりました。今回も素敵な音楽に合わせ、子どもさんと一緒に歌ったり、体を動かしたり
して親子の触れ合いを深めましょう。
●23日/
「児童館ライブ♪」は、赤熊太鼓・ダンス、中学校の吹奏楽、手話、バンド演奏など盛りだくさんです。フィナーレは、みんなで『Ｕ
ＳＡ』を踊りましょう。たくさんのお越しを待ってま~す♪

子

１月10

日

「お箏の音」でお正月気分!!

育
て

お正月にぴったりの箏の音を楽しもうと箏風会（中原教室）の皆さんを招き、演奏会をお願いしました。
東脊振幼稚園と吉野ヶ里保育園の園児約110人が集まりました。曲目は子どもたちが知っている童謡やアニ
メソングなどを演奏。
「アンパンマンのマーチ」では、みんな自然に体を揺らしながら口ずさんでいました。
優しい箏の音を聴くことができ、いい年のはじめとなりました。

保健行事
行

事

名

定期健康相談

４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、マイナンバーがわかるものをご持参ください。

日（曜）

受付時間

毎週月曜日

９ :00～11:00

5（火）

７か月児健診

場

問

所

きらら館

保健課健康づくり係（きらら館）
 ☎51-1618
対

象

者

持参するもの

一般町民

13:00～13:15

平成30年11月生

13:15～13:30

平成30年８月生
平成30年3月生

母子手帳

1歳半以上の幼児と保護者

飲みもの（水筒）

母子手帳

バスタオル

１２か月児相談

6（水）

13:00～13:15

ワン・ツー体操

7（木）

10:20～10:30

１歳６か月児健診

19（火）

13:00～13:３０

平成29年7・8月生

母子手帳

健康診査票

2歳６か月児相談

27（水）

13:00～13:15

平成28年7・8月生

母子手帳

健康相談票

２か月児相談

28（木）

13:00～13:15

平成31年１月生

母子手帳

バスタオル

●健診などの情報がアプリで
確認できます

アプリ利用料は無料
（データ通信料は利用者負担）
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ダウンロード
はこちらから

きらら館

こどもの
予防接種について

すべての予防接種は、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。接種の順序や日
程は、かかりつけ医と相談しながら
決めましょう。

＝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

【４月号募集】 町内在住の４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。

吉田
もと

本

なぎ さ

渚咲ちゃん

平成28年3月21日生まれ
【家族からのメッセージ】

申・問

なぎ3歳おめでとう！手提げ
袋におもちゃいっぱい詰めて
お出掛けするのがブーム♪春
から幼稚園楽しみだね！

総務課秘書･広報係 ☎37-0330
糸kouhou@town.yoshinogari.lg.jp

下豆田

にしむら

ゆう た

西村

もとむら

悠汰くん

本村

平成25年3月15日生まれ

かのん

北島

奏大くん

【家族からのメッセージ】

ゆうくんお誕生日おめでとう
♡4月から1年生だね！たく
さんお友達ができるといいね
☆

お誕生日おめでとう！いつも
笑わせてくれてありがとう♪
笑顔が可愛い、優しい奏大が
大好きだよ♥

立野

かもはら

叶望ちゃん

蒲原

平成30年3月20日生まれ

わたる

立野

颯くん

平成29年3月11日生まれ

【家族からのメッセージ】

【家族からのメッセージ】

大好きなかのん、お誕生日お
めでとう♡いつも元気いっぱ
いのかのん、できることが増
えてきてパパもママも嬉しい
よ

横尾

お誕生日おめでとう!!
おしゃべりも沢山出来るよう
になって嬉しいです★
これからもすくすく元気に大
きくなぁーれ♡

田手村

しょう ま

尚眞くん

平成29年3月7日生まれ
【家族からのメッセージ】
2歳のお誕生日おめでとう♪
毎日、たくさんの笑顔をあり
がとう 尚眞の成長が楽し
みです！大好きだよ♥

横田

平成26年3月15日生まれ

【家族からのメッセージ】

きたじま

かな た

よこ お

かわむら

河村

中の原団地

かい と

海斗くん

平成27年3月31日生まれ
【家族からのメッセージ】
海斗４歳のお誕生日おめでと
う！元気一杯で笑顔の海斗が
大好き！これからも沢山遊ぼ
うね♡

さかぐち

坂口

わた る

立野

渉琉くん

平成26年3月11日生まれ
【家族からのメッセージ】
５歳おめでとう☆元気いっぱ
い仮面ライダー大好きな優し
いわっくんが大好きだよ♥こ
れからも兄妹仲良くね♪

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

育

●開館時間
●休館日

子

図書室だより

て

中央公民館に新しい本が入りました！
図

書

名

著

者

名

グレッグのダメ日記

ジェフ・キニー

いぬとぼく、おなじひにうまれた

のぶみ

かいけつゾロリロボット大さくせん

原

5分後に感動のラスト

エブリスタ

5分後に戦慄のラスト

エブリスタ

昨日がなければ明日もない

宮部

みゆき

熱帯

森見

登美彦

草々不一

朝井

まかて

『それしかないわけ

ないでしょう』

ヨシタケ シンスケ／著

白泉社／出版

ゆたか

※すべて東脊振公民館でも取り寄せ可能です。

未来に待っているのは、大変なことばかり。それっ
て本当？それしかないわけないでしょう！考え方ひと
つで楽しい未来が見えてくる！未来に不安を抱えるす
べての人におくる、ヨシタケ式かんがえる絵本。

第160回芥川賞・直木賞が決定!!!
〈芥川賞〉

『ニムロッド』

上田 岳弘／著
仮想通貨をネット空間で
「採掘」する僕・中本哲史。
中絶と離婚のトラウマを抱え
た外資系証券会社勤務の恋
人・田久保紀子。小説家への
夢に挫折した同僚・ニムロッ
ドこと荷室仁。やがて僕たち
は、個であることをやめ、全
能になって世界に溶ける。

こちらの3作品が中央公民館に入荷予定です。
この機会に、ぜひ手に取ってみてください♪

『1R1分34秒』

町屋 良平／著
考えすぎてばかりい
る、21歳プロボクサー
のぼくは、自分の弱さ
あ
に、その人生に厭 きて
いた。駆け出しトレー
ナーの変わり者、ウメ
キチとの練習の日々が、
ぼくを、その心身を、
世界を変えていく。

〈直木賞〉
『宝島』 真藤 順丈／著
英雄を失った島に、
新たな魂が立ちあがる。
固い絆で結ばれた幼馴
染み、グスク、レイ、
ヤマコ。彼らは、警官
になり、教師になり、
テロリストになり、同
じ夢に向かった。

2019.3 広報
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吉野ヶ里
高齢者に関する総合的な相談窓口

吉野ヶ里町

地域包括支援センター
（東脊振庁舎福祉課内）
☎37-0344

フレイルを予防しましょう

～「健康寿命」を延ばすための３つの柱～

フレイルとは

フレイルとは、体がストレスに弱くなってい
る状態のことをいいます。健康と病気の間のよ
うな段階で、高齢者の多くが
「フレイル」の段階
を経て“要介護状態”になると考えられています。

あなたのフレイル危険度チェック！

３項目以上あてはまる人は、フレイルの疑い
があります。
□ １年で体重が４～５kg減った
□ 疲れやすくなった
□ 筋力（握力）が低下した
□ 歩くのが遅くなった
□ 身体の活動量が減った
介護予防のためには、フレイルの状態になら
ないように予防・改善することが大切です。

フレイルを予防するための「３つの柱」
社会参加

運 動

栄 養

①社会参加
１日１回の外出を目標にしましょう。歩いた
り、誰かと話をすることで、頭と身体の活性化
につながります。
②運動
筋力維持のため、自分にあったペースで、ほ
んの少しの時間でも良いので、運動を習慣にし
ましょう。
③栄養（食と口腔機能）
低栄養の予防のために、
「たんぱく質」と主食・
主菜・副菜のそろった食事を意識して摂りましょ
う。また、定期的な歯科受診も大切です。

～地域の通いの場⑨～
私たちの目標は、
『笑って元気に楽しむ
鳥ノ隈地区
『H31 鳥ノ隈爆笑クラブ』 健康寿命』です！
へいせい

お知らせ

場 所
開催日
時 間

鳥ノ隈地区公民館
第１・３木曜日
9:30～11:30

３月の行事予定
認知症カフェ（誰もが気軽に参加できる集いの場）
すずめカフェ

いしなりカフェ（うたごえの会）

日

時

３月13日（水）10:00～12:00

３月16日（土）13:00～16:00

場

所

吉田1889-4

石動3210

問

社会福祉協議会

☎52-7831

さざんか園

☎53-2877

もの忘れ相談室（専門医による無料相談会） ※日時が変更になりました。
日

時

３月19日（火） ①14:00～

場

所

東脊振健康福祉センター「きらら館」相談室

申・問
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②14:40～

③15:20～

おたっしゃ本舗吉野ヶ里（地域包括支援センター）

※要予約

YOSHINOGARI
INFORMATION
年金受給者の所在が不明
となったときは届出を

申 ＝申し込み先
問 ＝問い合せ先

風しん抗体検査・予防
接種費用の全額助成

お知らせ
中小企業の退職金
国の制度がサポートします

業務課

お知らせ

○年金受給者の所在が１か月以上
風しんの免疫を持たない妊娠初
中小企業退職金共済制度なら…
• 掛金の一部を国が助成します。
明らかでないときは、ご家族が、 期（妊娠20週頃まで）の女性が風し
• 掛金は全額非課税。手数料も不
所在不明の届出を行う必要があ
んにかかると、生まれてくる赤
要です。
ります。届出先は、お近くの年
ちゃんが「先天性風しん症候群」
• 社 外積立型なので管理が簡単
金事務所です。
（耳が聞こえにくくなる、生まれ
です。
○お届け後、年金機構より受給者
つき心臓に障害がある、目が見え
• パ ートタイマーさんも加入で
ご本人の健在を確認、所在が不
にくくなるなど）になる可能性が
きます。
明な場合は、年金の支払いが一
あります。
問（独）

勤労者退職金共済機構
時止まります。
県では、安心して妊娠・出産で
中小企業退職金共済事業本部
○所在が明らかとなったときは、
きるよう、県内の医療機関で風し

☎03-6907-1234
年金支給の再開をするための手
んの抗体検査・予防接種の助成を
続きが必要となります。
しています。
※お問い合わせの際は、基礎年金
献血バス（400㎖献血）
内容 風しんの抗体検査・予防接種
番号が分かるものをご用意くだ
がまいります
１人１回のみ 全額助成
さい。
皆様のあたたかいご理解とご協
対象 １月８日から３月31日まで
問 佐賀年金事務所 ☎31-4191
力をお願いします。
の間に受けられた抗体検査及び
ねんきんダイアル（ナビダイアル）
日時 ３月18日（月）
予防接種の費用

☎0570-05-1165
９:00～12:00 13：30～16：00
申込 受診前に、県内の保健福祉
保健課後期高齢者医療・年金係
場所 きらら館
事務所の窓口で受付
（東脊振庁舎）
☎37-0345
可能年齢 18歳～64歳
※ご不明な点は、県のホームペー
ジをご確認いただくか、下記に （60～64歳の間に献血を経験され
観桜のための
た人に限り69歳まで可能。
）
ご相談ください。
目達原駐屯地一般開放
◆献血をご遠慮いただく場合
申 ・ 問 佐賀中部保健福祉事務所
日時 ３月31日（日）

☎30-3622
• 男女ともに体重が50kg未満
10:00～15:00
• ３日以内に抗生剤を服用、歯石
注意事項
除去を受けた
• 飲酒及び火気の使用は禁止です。
• 海外から帰国後４週間経たない
• ごみは各自でお持ち帰りください。
• 検診医の問診により献血を控え
問 目達原駐屯地広報室
るよう診断された

☎52-2161
問 佐 賀県赤十字血液センター
☎32-1011

テレビ映像が乱れる可能性があります。（一社）700MHz利用推進協会
スマホの急速な普及に伴い、データ通信量が増
加し、つながりにくいエリア、データ通信速度の
低下などが発生しています。この解決のために新
たに ｢700MHz｣ という電波帯を使用することに
なりました。この電波は地上デジタルテレビ放送
に近いため、テレビ映像に影響が出る場合があり
ます。

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。
対策作業で費用を請求することは絶対にありま
せん。また、物品等の販売を行うこともありません。
問

700MHzテレビ受信障害対策コールセンター
☎0120-700-012
【受付9:00～22:00（年中無休）】
2019.3 広報
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お知らせ

申 ＝申し込み先
問 ＝問い合せ先

春季全国火災予防運動

忘れてない？サイフに
スマホに火の確認

火災が発生しやすい時季を迎え
るにあたり、火災の発生を防止し、
高齢者を中心とする死者の発生を
減少させるとともに、財産の損失
を防ぐことを目的として、春季全
国火災予防運動を実施されます。
運動期間
３月１日（金）～３月７日（木）
★住 宅用火災警報器を設置しま
しょう。設置をされているお宅
は、点検とお手入れを忘れずに！
問 佐賀広域消防局 予防課

☎33-6765

吉野ヶ里遺跡
発掘写真展

お知らせ

発掘当時の写真、出土品やレプ
リカを展示します。現在までの歴
史にふれてみませんか。
日時 3月21日（木）10：00～
～31日（日）16：00
場所 吉野ヶ里公園駅
コミュニティホール
入場 無料
問 コミュニティホール


イチゴ栽培
農業研修生募集

JAさが神埼地区イチゴ部会で
は、新規就農希望者がより実践的
なトレーニングを積めるよう、部
会員のハウスの一部を開放し、経
験豊富なトレーナーに加え、関係
機関（県、市町、JA）一体となっ
て栽培技術や経営管理に関する研
修を行います。
募集期間 ４月15日（月）まで
募集 人員 １人程度（２人の場合
は夫婦又は親子）
応募資格 ①概ね45歳までの人、
②心身ともに健康で農業に意欲
がある人、③研修圃場に通える
人、④研修終了後、JA神埼地
区管内（神埼市、吉野ヶ里町）に
居住し、管内でイチゴ栽培を行
う人
研修作目 イチゴ
研修費用 原則無料
研修期間
2019年６月～2020年５月
研修場所 神埼市神埼町永歌
単棟ハウス（約３a）
選考方法 面接及び体験研修
申 ・ 問 JAさが三神エリア園芸部
神埼園芸課
☎53-3767
三神農業改良普及センター

☎52-1231

☎55-8255

お早めに！
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吉野ヶ里歴史公園
３月イベント

交通安全フェア2019
白 バイ・パトカー展示や警察
音楽隊による演奏会など
日時 ３月３日（日）
８:00～11:30
場所 公園東口大型駐車場
熱気球から遺跡展望
日時 ３月９日～21日の土日祝日
９：00～ 雨天荒天中止
場所 南のムラ芝生広場
定員 先着200人
（東口にて整理券配布）
吉野ヶ里歴史公園歴史講座
日時 ３月24日（日）
13：30～15：00
講題 卑弥呼の衣装
講師 高島 忠平
佐賀女子短期大学名誉教授
場所 弥生くらし館
定員 先着50人
※いずれも無料です
（入場料別途）。
問 吉野ヶ里公園管理センター

☎55-9333

危険物取扱者試験案内

日時 ５月26日（日）９:30～
場所 佐賀大学  本庄キャンパス
手数料 甲種6,500円、
乙種4,500円、丙種3,600円
申請期間
４月１日（月）～４月12日（金）
※土日を除く9:00～17:00
※書面申請と電子申請があります。
詳しくはお問い合わせください。
申 ・ 問（一財）
消防試験研究セン
ター佐賀県支部  ☎22-5602

子どもの医療費助成申請は３月15日（金）まで！

「子どもの医療費助成制度」の対象期間を18歳にな
る年度の末日まで拡大します。新規対象者へは申請書
を送付していますが、まだ申請が済んでいない人は、
早急に登録申請をお願いします。
新規対象者 平成13年４月２日～平成15年４月１日生
申請場所 ①三田川庁舎:住民課総合窓口係②東脊振庁
舎:住民課総合窓口係③きらら館:保健課健康づくり係
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YOSHIN

※吉野ヶ里町に住民票がある子どもが対象です。
※３月31日までに町外へ転出する予定のある人はご連
絡をお願いします。
※結婚している又はしたことのある人は受給対象者と
はなりません。
問

保健課健康づくり係（きらら館） ☎51-1618

OGARI INFORMATION
ろう！
と知
っ
も

私たち の 選挙

町営住宅空き室情報

第11回

選挙管理委員会

私たちの意思が、正確に政治に反映されるためには、選挙が公正に行
われなければなりません。そのため選挙は、選挙管理委員会によって常
に厳しく管理されています。正しい選挙を見守ることは、民主主義を守
り、そして私たちの暮らしを守ることなのです。選挙管理委員会は、国・
県・市町ごとに構成され、それぞれの役割を担っています。

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
（A・B棟）

町の選挙管理委員会について

間取り

空室（件）

２LDK

８

３DK

2３

３DK

８

目達原東団地 ３LDK
３
●主な職務
●組織
立野団地
３LDK
町議会議員および町長選挙に関
委員数は４人、任期４年。委員
５
する事務を管理するほか、国政選
は選挙権を持っている人で、人格
２月22日現在
挙をはじめ、すべての選挙の投開
が高潔、政治および選挙に公正な
申・問 建設課住宅係
（東脊振庁舎）
票事務を行うとともに、選挙人名
指揮権を持つ人の中から、議会の 
☎37-0348
簿の作成・管理を担当します。裁
議員による選挙で選ばれます。委
判員や検察審査会審査員の選定も
員長は、
委員の中から互選されます。
町長交際費
行います。
問 選挙管理委員会
（三田川庁舎）
☎37-0330 平成30年度の支出状況

みんなで佐賀を語る会

～聞かせてくださいあなたの佐賀～

【平成31年１月】
種別

件数

金額（円）

県では、将来目指すべき佐賀県の姿とその実現のために、新しい総合
計画づくりを進めています。県民の皆さまのご意見を反映した総合計画
にするため、意見交換会を開催します。

慶

祝

０

0

弔

慰

０

0

日時・場所

賛助金

１

10,400

見舞金

０

0

会

費

１

3,000

贈呈品

０

0

その他

０

0

合

２

13,400

開催日

時

３月９日（土）

間

場

10:00～11:30

３月９日（土）

佐賀市文化会館

14:00～15:30

３月10日（日）

鹿島市民交流プラザ

10:00～11:30

３月10日（日）

唐津市民会館

14:00～15:30

３月12日（火）

所

伊万里総合庁舎

19:00～20:30

※各 会場どなたでも参加
できます（申込不要）。
※託 児をご希望の場合は
事前にご連絡ください。

サンメッセ鳥栖

問 佐賀県政策部政策課 ☎25-7541 姉25-7263 糸seisaku@pref.saga.lg.jp

新

聞

雑

ペットボト
ペットボトル
ルキャップ

1,150

60

150
古

1,910

着

1,160

180

155

610

110

138,439 円

売却金額

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

法、戒名彫刻
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

☆吉野ヶ里町リサイクルセンター（きらら館北側倉庫）
●3月の開館日 月～金曜日（水曜・祝日を除く）
8:30～17:00
毎週土曜日
 8:30～17:00
第一日曜日
３月３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。

※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

☎37-0330

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

5,200 6,200

問 総務課
（三田川庁舎）



お知らせ

よしのがリサイクル （１月搬出分・単位：㎏）

計

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。

2019.3 広報
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お知らせ

問 ＝問い合せ先

各種相談

司法書士による無料相談会

弁護士による無料相談

「賃貸アパートや借家を退去した後で、管理会社や大家
から高額な修理代を請求された」という相談がこの時期多
く寄せられます。

事例

賃貸アパートに3年間入居し、先月退去した。退去後、管

●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

理会社から壁紙の張替やフローリングの張替、ハウスクリー
ニング代などの修理代を30万円以上請求された。部屋はきれ
いに使っており、汚損や破損などなかったと思う。修理代の
全額を負担しないといけないのか。

※いずれも祝日・年末年始を除く。
申 ･ 問 佐賀県弁護士会 ☎24-3411

アドバイス

司法書士による電話無料相談

毎週月・木曜日 18:00～20:00
担当 佐賀県司法書士会

司法書士電話無料相談

労福協無料法律相談会

毎週火曜日 18:00～19:30
担当 リ ーガルサポート佐賀
支部

☎29-0635

この原状回復のガイドラインをもとに、大家や管理
かない場合は少額訴訟という手段もありますので、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 9:30 ～ 15:30

日時 ３月７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

場所

お知らせ

出張 家計の困りごと相談室 要予約

日時 ３月22日（金）
（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

建設業許可・産業廃棄物・内容証明・車庫証明

相談は、無料です。
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
ホームページ

ゆずりは

神埼

検索

行政書士には守秘義務があります、お気軽にご連絡ください。
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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

等

問い合せ

月

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）

杠

損や破損を復旧させることで、その費用は借主負担で

会社とよく話し合いましょう。それでも折り合いがつ

女性のための総合相談日

行政書士

に戻すことではなく、借主の故意・過失などによる汚

ング代などは貸主負担とされています。

日時 ３月５日（火）13:30～16:00
場所 ふれあい館
問 総務課総務人事係
（三田川庁舎）☎37-0330

しげ

ライン」によると、原状回復とは入居時の状態に完全

画鋲の穴など）の修繕費用や部屋全体のハウスクリーニ

行政・人権相談

ゆずりは

 国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイド

す。一方、経年劣化や通常損耗（畳やクロスの日焼け、

日時 ３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

その他

賃貸アパートの退去後、高額
な修理代を請求された！

消費生活
相
談

要予約

４月11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）

問

YOSHIN

申 ＝申し込み先

☎ 24-0999

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

OGARI INFORMATION
休日在宅当番医療 【診察時間
月

日

9：00 〜 17：00 まで】

当番医療機関

３月３日
（日）

最所医院
吉野ヶ里町吉田826-3
☎52-2452

福嶋内科医院
千代田町境原2496-3
☎44-2141

３月10日
（日）

小森医院
吉野ヶ里町豆田1254-2
☎52-1136

橋本病院
神埼町本告牟田3005
☎52-2022

３月17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

しらいし内科
神埼町城原1256-1
☎52-3848

３月21日
（木）

西谷クリニック
吉野ヶ里町大曲1507-1
☎52-3139

和田医院
千代田町嘉納1319-18
☎44-2046

３月24日
（日）

松本医院
吉野ヶ里町三津751-9
☎52-4185

久和会 和田内科小児科医院
神埼町神埼293
☎52-2021

３月31日
（日）

中尾胃腸科医院
神埼町田道ヶ里2284-1
☎52-3295

橋本病院
神埼町本告牟田3005
☎52-2022

４月７日
（日）

おおつぼ内科医院
神埼町本堀3199-1
☎52-3130

和田医院
千代田町嘉納1319-18
☎44-2046

４月14日
（日）

神埼クリニック
神埼町田道ヶ里2396
☎53-1818

中下医院
千代田町餘江128
☎44-2488

トレーニングルームだより
❖脚力の衰えを感じる
❖少し動くだけで疲れる
❖片脚立ちで靴下が履けない
❖増加した体重がなかなか戻らない

千本桜のお花見に行こう！

３月になり、桜の開花シーズンがやってきまし
たね！吉野ヶ里町にも桜の名所「千本桜」が、
「村
制100周年記念塔」にあります。ソメイヨシノ、ヤ
マザクラ、オオシマザクラの３種類の約1000本の
桜が花を咲かせますが、種類が違うため開花時期
がずれており長い期間楽しむことができます。ま
た、100周年記念塔展望台からは佐賀平野が一望で
き、遠くは雲仙・普賢岳も見えますよ。ぜひお花
見に行ってみてはいかがですか？
開花時期 3月下旬
場所 籾岳（100周年記念塔）

問 商工観光課

☎37-0350

ちょこっと防災講座㉓

自主防災組織
組織図【例】
副会長

情報班 消火班
救出・救助班 避難誘導班

健康づくり ・ 介護予防を始めましょう。
２施設で効果的な運動ができます！

副会長

運動の専門家（健康運動指導士）が常駐しています。
まずは一度お越し下さい♪

生活班 衛生救護班
災害時要援護者支援班

副会長

巡察班

どれかひとつでも当てはまったら…

ふれあい館

月〜金曜日 8：30 〜 17：00

自転車１2 台、トレッドミル 3 台
筋力トレーニングマシーン 4 台設置

自転車１6 台、筋力トレーニング
マシーン 2 台設置

朝、昼、夜 ( 日替わり ) の１日３
回レッスンを開催 !! 体力年齢の
若返りや生活習慣病予防を目的と
した個人コース等も行ってます。

昼休みを開室し、利用しやすくな
りました。ストレッチ体操を中心
としたレッスンは１日 2 回開催 !!
認知症予防の教室等も行ってます。

◎利用できる人：18 歳以上の町民（高校生を除く）

問 きらら館内トレーニングルーム

☎52-6687
ふれあい館内トレーニングルーム（月水金の開室時のみ） ☎52-8075

広報コンクールＷ受賞しました

清掃班

知識や経験を生かした配置を行い、訓練を積み重
ね、活動量などを参考に分担を再検討し、組織を見
直していくことが大切です。
水害や土砂災害の発生の危険性の高低など地域
の実情を考えるとともに、勤労者が多い地域では、
不在世帯が多い昼間と夜間で別に組編成すること
も必要な場合があり、組織を編成する際の考慮が必
要です。
問 総務課交通防災係（三田川庁舎）

お知らせ

きらら館

月〜金曜日 8：30 〜 21：00

会長

☎37-0330

広報紙部門・写真部門

佐賀県主催の ｢平成31年佐賀県広報コンクール｣ 広報紙部門で ｢広報よしの
がり｣ 12月号が優秀賞、写真部門で11月号（表紙）
が最優秀賞を受賞しました。ど
ちらも日本広報協会主催 ｢全国広報コンクール｣ へ推薦されます。
広報紙部門では「人にクローズアップし、町に住む“人”が主役と感じられる」、
写真部門では「子ども達の豊かな表情が入り乱れた楽しい写真」等の評価をい
ただきました。町民の皆さんを始め、制作にご協力いただいた皆さんあっての
受賞です。ありがとうございます。今後もより多くの皆さんに親しまれ、発行
を心待ちにしていただける広報紙を目指し、編集に取組んでいきます。

写真部門で最優秀賞を受賞した11月号

2019.3 広報
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吉野ヶ里町の電話帳
市外局番は「 0 9 5 2 」です。
【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

住民課（総合窓口係）
会計課（東脊振）
福祉課

☎37-0351
☎37-0343

地域包括支援センター
☎37-0344
（おたっしゃ本舗吉野ヶ里）
保健課

☎37-0345

農林課

☎37-0347

建設課

☎37-0348

ダム事業推進課

☎37-0342

商工観光課

☎37-0350

農業委員会

☎37-0353

さとやま交流館だより
朝晩はまだ少し冷え込むものの、日中
は日増しに暖かくなり、周辺では木々
や小さな生き物たちの春の息吹を感じ
るようになりました。
さとやま交流館では1月27日に手作
りの米こうじを使った米味噌作りに、
「脊振ジビエ」を使った猪汁ときんぴ
ら作りを行いました。作った料理は参
加者皆さんで美味しくいただきまし
た。猪肉はクセがなく、食べやすいと
評判でした。
味噌作りに関してはほとんどの参加
者が初めての体験でしたが、煮た大豆
をミンサーで潰し、塩や米こうじを混
ぜ合わせる作業を、参加者同士で和気
あいあいと実施され、最後に出来上
がった味噌はお持ち帰りいただきまし
た。参加者の皆さんが笑顔で帰られて

問

農林課（東脊振庁舎）
 ☎37-0347
さとやま交流館
☎37-5517

いたのが印象的でした。
3月は「小鳥の巣箱作り体験会」と
「栄西茶を使った染め物体験会」を行
います。染め物体験は数種類の媒染液
を用意して好みの色に染め上げる予定
です。体験会の詳細は全戸配布のチラ
シをご確認ください。
さとやま交流館では手作りした竹
馬、凧、竹とんぼ等を貸し出していま
す。芝生の広場で自由に遊ぶことがで
きますので、お気軽にスタッフに声を
かけてください。

（地域おこし協力隊 石津）
3月のイベント予定

※要予約

３月10日（日）
9:00〜12：00

小鳥の巣箱作り
体験

３月17日（日）
9:30〜12：30

栄西茶染め体験

常設

味噌作り体験

【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

利用時間 9:00～17:00
※イベント等での時間外の利用も可能。
休館日 毎 週水曜日（祝日の場合は翌
日）、年末年始（12月29日～１
月３日）
駐車場 北側23台 南側62台

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

☎52-2936

吉野ヶ里保育園

☎52-3024

三田川児童館

☎53-1117

温水プール
（体育協会）

☎52-1944

さとやま交流館

☎37-5517

防災行政無線電話応答サービス
フリーダイヤル
☎0120-603-113

◉まちの面積

４３．99Ｋ㎡

◉まちの人口（２月１日現在）
男

7,910人（＋１）

女

8,273人（−14）

合計

16,183人（−13）

◉世帯数

6,309世帯（−１）

※出生数13人


死亡数13人

（１/1～１/31届出）
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３月の軽トラ市は

３日（日）です。
３月のさざんか千坊館休館日は

20日（水）です。
問

さざんか千坊館 ☎55-6175

３月の納税など
国民健康保険税（10期）
後期高齢者医療保険料（９期）
介護保険料（10期）
※納期限は４月１日（月）です。
●４月号は３月28日（木）発行です。

編集後記

受 鈴を押します。取材したくてウズウズする
けてもらえますようにと願いを込めて呼び

ものの、断られることもしばしば。うぅ…お話だ
けでも…。しかし、めげている時間はない！締
切りがある！どうか皆さん、すぐにだめだとおっ
しゃらないでください。ふらっと伺っているので
はありません。
あなたを取材したい！ピンポーン！
なにとぞ、よろしくお願いいたします。 （八谷）
状は経費削減のため、だいぶ前になくなっ
たそう。広報コンクールの話です。今年
は写真部門でも入賞することができました。よ
り良いものを作りたいと係長と奮闘した１年。審
査員からの講評『町に住む“人”が主役ということ
を感じる』。大事にしてきたことが評価され嬉し
かったです。アドバイスもいただきました「色づ
かいの工夫」
「まちトピの文字量の調整」
「まばゆ
かひとの字を大きく」など。もっといいものを作っ
ていきます。お楽しみに！たまに感想など聞かせ
てもらえると嬉しいです。
（古賀）

賞

YOSHINOGARIBUN-GEI

俳

吉野ヶ里文芸

句
（豆

（吉
田）伊東

田）西尾
幸

京子





日脚伸ぶリハビリかねて歩こうか
梅椿咲いて狭庭の花初め
田）井上千代子

英之

曲）井上

城島

邦枝

（大

手）於保

春枝

手）大澤ヨシノ

（田

野）香田

（田

（立

師）小浜史都女

動）大坪カツヨ

（講

（石

春枝

（豆






大寒や真青な空に雲一つ



白あえの菜花のにがきも春近し



佐賀平野ひと雨ごとに麦青む
梅の香や豊富な話題三姉妹




ひよが来るまた立ち去りて静まれり
要領の悪さもよしと懐手
半額の靴買ふ街やフリージア


柳

那須

草津

紀子

公代

そ ぜる
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川

大塚美代子

芽

ラジオから待とうよ春と流れくる 

中島三千子

真島

セーラーのリボン結びが始まりで 

初子

凉

日溜りで帽子編んだりほといたり 

向井

幸美

真島

初恋は花結びした赤い糸 

角田

善治

階段にガラスの靴が落ちている 

福も禍も平成惜しむ豆舞台 

小池

俊子

耕した時間私の宝物 

勇気わく沿道の子とハイタッチ 

中島

幸子

その一手待ったと言えぬ意地がある 

城野くみ子

福山

美人の湯スリル避けてる大鏡 

真島久美子

古賀由紀子

居る場所に居る人がいて春炬燵 

西村

白菜のつかり具合を母に聞く 

洗濯機止まって青い時間帯 

梅咲いて春まで一歩一歩ずつ 

若返る母の浴衣の豆しぼり 

真島美智子

正紘
満面の笑みで出てくる試着室 

敏明

解説

遠き山近き山春すこしづつ

（立

君子

ほんなて！
お嫁にいけんかも。

「そずっ」は他動詞。消耗させるの意味。

短 歌

（伊保戸）中島

初音

野）土井


（目達原）向井

西空に棚引く雲を渡り行くだいだい色のスーパームーン 
恵方巻き届けてくれし孫娘東北東向き無言でと伝う



啓子

大当たりお年玉つき年賀状切手シールを四枚ゲット

葉）香月

妙子

（上ノ原）渡邊登志子
（松

田）牟田



きさらぎ



（横

如月の寒さの中に白梅の花ひとひらに春告げるごと



初詣で蝋梅見つけ帰省子はその可憐さとかをり撮りゐつ
宮殿の陛下のおでまし一層の旗ふりつきぬ祝の声も

佐賀弁講座

箱からだしたぎ、
よそわしそぜとっ！

いたむ）

自動

（

例文

どがんした？

そぜる

お雛様ばだそうかね。
ありゃあ！

第 20 回

雛祭り

例文

つとむ師匠の

いかるっくさい！

構える江口鮮魚店。新鮮な魚が
ずらりと並ぶ店内は活気にあふ
れています。店の奥に目をやる
と、
「いらっしゃい」とほほ笑む店
主・憲一さん。
信用を第一に、店を築き上げ
てきたお二人を紹介します。

けん いち

み

さん

よ

喜美代

さん =西石動=

1944年11月生まれ(74)
1948年 ８月生まれ(70)

住
所 神埼市田道ヶ里2280番地36 ☎52-3114
営業時間 平日11:00 〜 19:00 土曜日13:00 〜 19:00
定 休 日 日曜日
●PR● 刺身一人前（並盛）500円〜、オードブル5,000円
・弁当・寿司（要予約）。毎朝仕入れた新鮮なお魚を提供し
●PR● ●●●●●
ています。当店は、お刺身とエビフライがオススメです。

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 321番地２

㈲江口鮮魚店

創業40周年を迎える江口鮮魚店。その主である憲一さ
んは沖縄県久米島の出身です。６人兄弟の末っ子として
生まれ、中学卒業と同時に兄たちがいる大阪の鮮魚店へ。
「いつかは自分の店を持ちたい」と修業に励みました。結
婚を機に妻・喜美代さんの家がある神埼へ。そこに店を
構えたのは昭和54年６月のことです。
「最初の数年は、ほ
ぼ儲けなし。大きなことは考えず、信用をモットーにこ
つこつと働きました」と振り返ります。
「初心忘れるべか
らず」を胸に営業を続け、昨年の大晦日には200人の行
列ができるほどの人気店に。
毎日の仕入れは、福岡市の長浜中央市場へ。４時半に
起床し、長男の憲保さんと交替で市場へ向かいます。10
時半に店に戻り、準備を開始。刺身は夕方まで切り続け
ます。時には昼食を取らずに捌き続けることもあります。
「“美味しかったよ” と言うお客さんの笑顔を見ると、ファ
イトが出ます」。喜美代さんは「憲ちゃんは、根っからの
仕事人間。今まで “きつい” と言って働いたことはありま
せん。あと、美人と子どもには弱かもんね」と笑います。
「スーパーではできないことをやるのがうちの強み。お客
さんからの依頼は、たいがい断らんよ」
。お客さんからの
頼みであれば、魚を焼いたり揚げたりと、可能な限り応じ
ます。
「この先もますますお客さんに愛される店になること。
この心を子、孫に受け継
いでもらいたい。これが
切なる願いです」と憲一
さん。これからも現役で
新鮮な魚を提供し続けて
いきます。その姿は、脈々
と受け継がれていくこと
黙々と捌く憲一さん
でしょう。

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

き

力

ふれあい大学、各種教
室
（ヨ ガ、ス ト レ ッ チ、
写真、筆ペンなど）
、健
診結果相談、介護予防
教室、地域版いきいき
健康クラブ、高齢者体
操 教 室「ふ れ あ い 館・
目達原公民館」
、認知症
サ ポ ー タ ー 養 成 講 座、
福祉講座、介護予防講
演会

編集・発行／吉野ヶ里町総務課

ぐち

江口 憲一

協

町 民 体 育 大 会、各 種
スポーツ大会
（ソフト
ボ ー ル、イ ン デ ィ ア
カ、ソフトバレーボー
ル）
、生涯スポーツ大
会、チャレンジウォー
キ ン グ、夏 ふ れ あ い
祭 り、炎 ま つ り、聖
茶 ま つ り、文 化 祭、
敬 老 会、地 区 主 催 行
事、ク リ ー ン デ ―、
地区の “わ” 事業

教室・講座

第157号

神埼駅前の裏路地にどしっと

え

大会・イベント

健康のために努力して自分へのご褒美もゲットできる…。
まさに一石二鳥！！
これから頑張ってみようというあなた！この機会に
一歩踏み出してみませんか？登録をお待ちしています！

P
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2019年３月号

登録手続き〜ポイント交換
①窓口で申請書記入⇒手帳・カード受取り
※窓口…中央公民館・東脊振公民館・きらら館・福祉課
②日々の運動や健（検）診受診日を手帳へ記入
③２月〜近くの窓口へポイント交換申請・新手帳受取り
④３月〜商品券引き換え
※前年度登録者は、ポイント交換申請時に登録更新とな
ります。

（中央公民館）☎37-0340

吉野ヶ里町広報紙（毎月1回発行）

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商品券と交換する制度です。

申・ 問 社会教育課

広報よしのがり

健康ポイント新規登録者募集

吉野ヶ里DE

