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暑い夏を快適に
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れました。公園では、来園者に暑い夏を少し
でも快適に楽しんでもらおうと、日笠の貸出
や、冷たい水に浸して使っていただけるよう
手ぬぐい配布するなどの暑さ対策が講じられ
ました。なかでも、東口から南内郭への園路
などでは、肌で涼しさを感じてもらえるよう
水を霧状(ミスト)にして散布。来園者は噴出
し口の前に立ち、「涼しい」「虹が見える」
と話していました。

夏

︻昼の部︼

▲東脊振中学校吹奏楽部の演奏で開幕。

▲ 水中に浮かべた2個の浮
輪めがけてキック。

▲ 水中バレーでは子どもの部（小中学
生）に11チーム、一般の部に19チーム
が出場。旅行券やスペースワールドフリ
ーパスなどの賞品を目指し、懸命にボー
ルを追った。

▼会場北側には、ニジマス釣堀も
設けられ、子ども達が大物を狙
っていた。

▲ 今年初めて行われた水中綱引きには、子どもの部

▲あこがれのヒーロ
ーと握手

上＝地元芸能、赤熊太鼓の演奏。
中＝地元「よさこいソーラン隊」によるよさこい
踊り。
下＝植木目達原駐屯地司令をはじめ、自衛隊員も
踊りの輪に入り、吉野ヶ里音頭や炭坑節などを踊
った。
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▲子ども達に人気のゲキレンジャーショー。
子ども達からも声援が！
左＝今年は「山茶花の湯」の足湯
も設けられ、来場者を楽しませ
た。
中＝暑さのため、かき氷が飛ぶよ
うに売れた。

昼の部では最後に、会場内に800匹のニ
ジマスを放流、つかみ取りが行われた。

右＝金魚すくいコーナーも設け
られ、子ども達が挑戦していた。

第２回吉野ヶ里町﹁夏﹂ふれあい祭りが８月５日︑昼夜２部

▲釣ったニジマスを早速塩焼きに！

構成で行われ︑１３︑０００人が夏のひと時を楽しみました︒

（小中学生）に16チーム、一般の部に4チームが出
場。水の中での勝負に苦戦。（切り込み写真は、男
子チームに圧勝。女子のパワーを見せ付けた水中綱
引き子どもの部。）

ふれあい祭り

昼の部は東脊振中学校北側の田手川河

川敷で開催︒水中綱引きやニジマスの

つかみ取りなどのイベントが繰り広げ

られました︒なかでも﹁水中ビーチバ

レーボール大会﹂には︑町内外から出

場した選手達が︑友人らの声援を受け

ながら懸命にボールを追っていました︒

︻夜の部︼

夜の部は目達原駐屯地との共同開催

で︑会場を当駐屯地に移して開催︒赤

熊太鼓の演奏のほか︑合併１周年記念

イベントでもおなじみの千鳥綾さんの

歌謡ショーが行われ︑﹁呼子旅情﹂な

どを熱唱されました︒最後は︑１︑０

００発の花火が打ち上げられ︑夏まつ

りのフィナーレを飾りました︒

歌 謡 ショー の ゲ
スト千鳥綾さん。
「呼子旅情」など
を熱唱。
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1 トム･ソーヤの森到着後、子ども達は早速川遊び。
2 2日目に行われた脊振山登山。頂上までもう少し。
3 脊振山レーダーで説明を聞く児童たち。
4 眠い目をこすりながらラジオ体操。
5 頂上へ全員到達。ちょっときつかったかな。
6 下山途中、脊振神社近くで川遊び。「冷たい」

との声が。
7 河原ではスイカ割りを行われた。
8 冷たい川で冷えたスイカを味わう。みんな2,3
個ペロリ。
9 この日の夕食はカレー。子ども達の食欲に、炊
飯が追いつかなかった。
10 自然の中で、みんなで食べる食事は最高！
11食事の準備は、子ども達が交代で。朝食味噌汁
づくりにとりかかる。
12 最後は全員で記念撮影。

子どもたちのふれあい
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20

夏休み子ども交流キャンプ

8

16

町内にある三田川小学校と東脊振小学校の子ども同士が出会い︑互いの友情を育

4

36

むきっかけづくりとして﹁夏休み子ども交流キャンプ﹂が８月６日から８日までの２

2

泊３日の日程で行われ︑５・６年生 人︵三小 人︑東小 人︶が参加しました︒

7

昨年からはじまったこのキャンプは︑地元の自然環境や施設を知ってもらおうと︑

3

トムソーヤの森キャンプ場で実施︒両小学校混ざっての班編成をして︑共同生活や

9

レクリエーションなどを楽しみました︒

10

また今年は︑脊振山登山とレーダー見学も取り入れられ︑なかでも気象レーダー

1

の見学では︑雲の様子などを見ながら︑職員の説明に熱心に聞き入っていました︒

6
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運動したい!
でも昼間できない!
そんな人のために…

「にこにこDEナイト」教室生募集
最近、メタボリックシンドローム という言葉をよく耳にします。
内蔵脂肪症候群という意味ですが、働き盛りの皆さん、お腹まわり
は気になっていませんか？ 運動すれば身体にいいことはわかっ
ていてもなかなか・・・という人、「ニコニコペース運動」を始め
てみませんか。町では、きらら館・ふれあい館でニコニコペース運
動の教室を開催していますが、昼間利用できない人のために、きら

※ニコニコペース運動とは・・・
ウォーキングや自転車こぎ(自転車エルゴメー
ター)などの有酸素運動を、「ややきつい」と
感じる程度で行う、安全で効果的な運動のこ
とです。

ら館を夜間開放。「にこにこDEナイト」を開催します。
●期
間
●時
間
●募集人員
●場
所
●対 象 者
●内

9月4日（火）から10月25日（木）までの毎週火曜日と木曜日の週2回。計16回。
19時〜21時
20名（１グループ各10名の計20名募集）
（１グループ19時〜20時利用
2グループ20時〜21時利用）
東脊振健康福祉センター「きらら館」トレーニングルーム
18歳以上の吉野ヶ里町内在住者

容
1週目

火・木

オリエンテーション

2週目

火・木

運動の効果を出すには？

3週目

火・木

メタボリックシンドロームとは？

4週目

火・木

内臓脂肪を減らすためには？

トレーニング期間

5週目

火・木

ニコニコペースで動脈硬化予防

（週1回のミニ講義）

6週目

火・木

ニコニコペースで糖尿病予防

7週目

火・木

ニコニコペースで高血圧予防

8週目

火・木

オリエンテーション

計

16回

●指導者
健康運動指導士
●申込み･問い合せ きらら館内保健課健康づくり係

火…開始時測定

火…修了時測定

TEL 51−1618

木…結果説明・目標設定

木…結果説明・修了式

川にごみを捨てないで
町南部を流れる箱川水路(※)は、町民の生活･農業用水路として欠かせない重要な
水路です。しかし、最近ごみの不法投棄が目立つようになってきました。それらの
ごみは箱川下分地区で堆積し、毎日、区長さんの手で引き上げられています。
「少しだけなら…」「これぐらいはいいだろう」など理由は様々だと思いますが、
もう一度考えてみてください。『ごみを捨てることは皆さんの心も一緒に捨ててい
る』ことと同じです。ごみの処分は決められた曜日に、決められた方法で行ってく
ださい。
※箱川水路とは、辛上地区の田手川から取水し、田手村〜吉田〜上豆田〜下豆田〜
箱川上分〜箱川下分〜下藤の地区内を流れる水路です。
●よく捨てられているもの 庭木の剪定くず、空き缶、空き瓶、ペットボトル、ビ
ニール袋類など
●問い合せ 三田川庁舎内環境課 TEL 53-1111

除塵機に堆積したごみ

10月からパスポート申請・交付が
住民課（三田川庁舎）で!
10月1日(月)から旅券(パスポート)の申請･交付の窓口が役場住民課(三田川庁舎内)に変わります。
●申請･交付場所 住民課戸籍係(三田川庁舎内)
●申請日時 月曜から金曜日までの8時30分〜17時15分(祝祭日、年末年始を除く)
ただし、14時まで申請受理分は当日の申請受理とし、14時過ぎての申請受理分は、翌日の申請受理となります。
●交付日時 申請受理日から6業務日目以降の9時から17時まで(申請日の取扱にご注意ください)
●対象者 吉野ヶ里町に住民登録をしている人。
※勤務地などの都合により、佐賀県庁でも可能な場合があります。
●問い合せ 三田川庁舎内住民課戸籍係 TEL 53-1111

肥前精神医療センター
医療観察法病棟の建設
住民説明会
肥前精神医療センター(下三津西)の医療観察法病棟建設
に伴う住民説明会を次のとおり開催します。
※医療観察法病棟とは、「罪を犯した精神障害者」を、特
別の治療施設に隔離して特別に治療する施設です。
●日時 9月18日（火）20時〜
●場所 東脊振健康福祉センター「きらら館」
●内容 施設建設説明と質疑応答
●問い合せ 東脊振庁舎内福祉課
TEL 52-5111

出張町長室を
開催しています
町では、8月下旬から三田川区域内の各
地区を対象に「出張町長室」を開催してい
ます。多くの皆さんと出会い、対話しなが
ら町づくりや地区の抱える課題等の相互理
解を深め、今後の住民サービスの充実につ
なげていきたいと考えています。ぜひ、多
数の参加をお願いします。日程などについ
ては、区長さんにお尋ねください。
●問い合せ
三田川庁舎内総務課
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水路から引き上げられたごみ

℡53-1111
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東脊振庁舎

県道31号佐賀川久保鳥栖線

さざんか武道館
東脊振中学校
東脊振小学校
中副交差点

●中央公民館 TEL 53-1111
●三田川健康福祉センター（ふれあい館）TEL 52-7831（代表）

計
230
1,229
1,404
1,245
1,950
2,077
8,135

男
70.14%
70.01%
61.66%
69.22%
68.16%
67.28%
67.24%

投票率（％）
女
計
73.71%
72.10%
67.99%
68.93%
59.37%
60.41%
67.43%
68.37%
66.37%
67.20%
65.19%
66.17%
65.28%
66.20%

三田川小学校

国道34号

三田川武道館
三田川庁舎

三田川中学校

町民憩いの家

中央公民館
三田川健康福祉センター
（ふれあい館）

いざというときに備えて

東脊振健康
福祉センター
（きらら館）

町では︑台風や大雨による風水害など

長崎自動車道東脊振I.C

が発生した時︑または発生する恐れがあ

るときの避難場所として︑町の公共施設

等を避難場所として指定しています︒日

ごろから︑お住まいの近くの避難場所が

どこにあるかを調べておき︑万一の場合

にスムーズな避難行動がとれるようにし

ておきましょう︒

台風への備え

第１投票所
第２投票所
第３投票所
第４投票所
第５投票所※
第６投票所
計

男
101
579
653
659
912
985
3,889

投票者数
女
129
650
751
586
1,038
1,092
4,246

●東脊振健康福祉センター（きらら館）TEL 51-1618

JR吉野ヶ里公園駅

町内の投票結果(選挙区･比例代表とも同じ数字です）
選挙当日の有権者数
男
女
計
144
175
319
827
956
1,783
1,059 1,265
2,324
952
869
1,821
1,338 1,564
2,902
1,464 1,675
3,139
5,784 6,504 12,288

・停電に備え︑懐中電灯や携帯ラジオなどの準備︑

※得票総数は、
「政党等の得票総数」
と
「名簿登載者の得票総数」
を合わせた数で
す。政党等の得票数、名簿登載者の得票数については、選挙管理委員会にお問い
合わせください。

携帯電話の充電︑生活用水の確保をお願いします︒

す。投票の際は氏名を正しく記入しましょう。

・台風により︑電柱が倒れたり︑電線が切れたりす

補者の得票数に応じて振り分けることになりま

る場合があります︒近づいたり︑触れると大変危険

ては、だれに投票されたか分からないため、候

ですので︑最寄の九州電力へお知らせください︒

合、氏のみ（または名のみ）書かれた票につい

町内の主な避難場所

国道３８５号

同じ氏（または名）の候補者が２人以上いる場

・アンテナや看板︑ビニールシート等は風で飛ばさ

※なぜ、得票数に小数点以下の数字があるの？

れ ないよう︑しっかりと固定してください︒

一口メモ

得票総数
30.000
420.000
934.000
23.000
16.000
248.000
125.000
3168.387
2697.611
116.000
84.000
7861.998
0.002
7862.000
272.000
8134.000
1.000
8135.000

もしも停電した時は

政 党 等 名
維新政党･新風
社会民主党
公明党
9条ネット
共生新党
日本共産党
国民新党
自由民主党
民主党
新党日本
女性党
得票総数Ａ
按分の際に切り捨てられた票数Ｂ
有効投票数Ｃ(Ａ＋Ｂ)
無効投票数Ｄ
投票総数Ｅ(Ｃ＋Ｄ)
持ち帰り･その他Ｆ
投票総数(Ｅ＋Ｆ)

はじめに︑近所を確認してください

得票数
3,718
3,828
423
7,969
165
8,134
1
8,135

●近所も停電していたら⁝配電線に事故が発生して

党 派
氏 名
自由民主党
川上義幸
民 主 党
川
稔
日本共産党
中尾純子
有効投票数Ａ
無効投票数Ｂ
投票総数Ｃ(Ａ＋Ｂ)
持帰り･その他Ｄ
投票者数(Ｃ＋Ｄ)

参議院比例代表選出議員選挙開票結果(届出順)※小数点第3位まで

います︒復旧までしばらくお待ちください︒

参議院佐賀県選出議員選挙開票結果(届出順)

●近所は停電していない場合⁝リミッターなどが切

結果、開票結果についてお知らせします。

れていないか︑分電盤で確認してください︒それで

第21回参議院議員通常選挙は、7月29日に投開票が行われ、即日開票されました。吉野ヶ里町の投票

も電気がつかない場合は︑九州電力へ連絡してくだ

参議院議員通常選挙 投開票結果

さい︒

投票率は66.20％

三田川中央公園

※第5投票所は、在外選挙人名簿に登録された人を含みます。

・停電した時は、電話が大変込み合います。停電状況は、九州電力ホームページでもお知らせします。
パソコン版ホームページ･･･http://www.kyuden.co.jp 携帯電話サイト･･･http://kyuden.jp
●避難場所に関しては
三田川庁舎内総務課 TEL 0952-53-1111
●停電に関しては
九州電力（株）佐賀営業所 TEL 0120-986-303
※台風等の停電時は、停電情報等を自動音声にてお知らせする場合があります。
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私は︑韓国へ行くのは︑二
度目でした︒去年はあまり友
達としゃべれなかったから少
し不安でした︒だけど今年は
去年とちがって友達と仲良く
できたし︑たくさんしゃべれ
ました︒
韓国で一番楽しみにしてい
たのは︑ホームステイです︒
去年行ったときは二人だった
からこころぼそくもなかった
けど︑今年は一人で行くこと
にしました︒
雙鳳初等学校でみんなと別
れたあと︑ホームステイ先の
人と車に乗りました︒
そしたら急に日本語で﹁ソ
ーイヤです﹂と言われたので
私も︑研修ノートを見ながら
﹁チョヌンさゆりイムニダ﹂
と言いました︒そしたら﹁ア
ー﹂と言われたから通じたん
だと思いました︒そのとき少

お父さんお母さんはとっても
やさしくていろいろと気づか
ってくれました︒妹は始めて
あったときは︑はずかしがっ
て私のそばによってきません
でしたが︑だんだん慣れてき
て﹁ノドカアネ 姉( ﹂)と呼ん
でくれるようになりました︒
たぶん﹁ノドカお姉さん﹂と
いうつもりで呼んでくれてい
たのだろうと思います︒韓国
語の辞書をもっていったにも
かかわらず︑私の方からはな
かなか話しかけることができ
ませんでしたが︑みんな︑な
んとか意志を伝えようと身振
り手振りで頑張りました︒気
持ちが通じた時はとてもホッ
としたし︑嬉しかったです︒
車で広い公園へ連れて行っ

し安心しました︒
ホームステイの人とはじめ
に行ったところは︑梧桐島で
す︒そこには︑歌にあわせて
水が出ていました︒ふん水の
前で写真もとりました︒その
後︑家に行きました︒家は︑
一階がお店で︑その上が家で
した︒荷物を置いた後にご飯
を食べに行きました︒夕食は
焼肉でした︒そのときはぜん
ぜんおなかがすいていなくて︑
半分は残してしまいました︒
そのときは申し訳なかったな
と思いました︒帰るときにレ
ジをした人が︑５千ウォンも
らいました︒それで︑﹁カム
サハムニダ﹂と言いました︒
どうしてくれたか分からなか
ったけど︑うれしかったです︒
そのあと﹁カイモノ﹂とい
われたので︑買物に行きまし
た︒そこでは︑のりとチョコ
レートと写真たてを買っても
らいました︒のりはたくさん
買ってもらったけど︑荷物が
増えるから少しでいいかなー
と思いました︒
そのあとだれもいないお店
で︑ふん水の前でとった写真

トにエサをあげたりして遊び
ました︒その後︑国連墓地へ
行きました︒朝鮮戦争に国連
軍として参加した世界 か国
の戦死した兵士や医療支援の
方たちが眠る場所です︒まだ
歳前後の若い人たちのお墓
がいくつもありました︒今現
在も世界中のどこがで争いが
絶えずにいます︒ か国の国
旗のもとに眠る人たちは︑自
分の尊い命を失ってでも︑平
和を望んでいたはずです︒私
も言葉が通じなくても思いは

卵焼きがとってもおいしかっ
たです︒キムチもちょっとだ
け食べましたが︑やっぱり辛
かったです︒皆︑普通に食べ
ていたのですごいと思いまし
た︒やっぱり韓国は唐辛子の
国だと思いました︒
たくさんのお土産と楽しか
った思い出をもらって︑とう
とうお別れの時間がきました︒
もう少し一緒に過ごしたかっ
たけど笑顔で﹁さようなら﹂
と言いました︒ホームステイ
は私にとって大きな冒険であ
り︑挑戦であり貴重な体験に
なりました︒機会があったら︑
また訪ねてみたいと思いまし
た︒
釜山に戻り︑市内観光の後︑
龍頭山公園へ行きました︒ハ

を写真たてに入れてもらいま
した︒その写真は家に帰って
からかざろうと思いました︒
家にもどったらお姉ちゃん
がいました︒そしたら︑﹁ワ
タシ アネデス﹂と言われた
から﹁お姉ちゃんがいたん
だ﹂と思いました︒帰ったら
ふとんがしいてあって︑時間
をみるともう 時になってま
した︒夜はなかなかねむれな
くて何回も起きました︒
朝みんなは７時に起きたけ
ど︑私は６時からずっと起き
てました︒
朝 は ︑ パ ン とイ チ ゴ で し た ︒
朝はきちんと食べれました︒
お別れのとき少しかなしくな
ったけど最後に﹁アンニョン
ヒケセヨ﹂といってバイバイ
をしたら︑同じようにしてく
れたのでうれしかったです︒
一人でも少しはこころぼそ
かったときもあったけど︑一
人でも楽しかったです︒
この韓国の研修でいい経験
もできたし︑いい思い出もで
きました︒
来年も参加をできたらいい
なぁと思いました︒

22
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ないのかなぁと思いました︒
夜は︑韓国初日だったので︑
なかなか寝れませんでした︒
そして次の朝︑朝食はホテ
ルの食堂で食べました︒日本
とは違う食べ物もあったし︑
同じ食べ物もありました︒朝
食ではあまり辛い物はおいて
ありませんでした︒
バスで仏国寺に見学に行き
ました︒仏国寺の屋根に龍が
彫ってあって︑私はそれを見
てよくこんなに細かいのを彫
ったなと思いました︒
次に古墳公園に行きました︒
古墳公園は王様のお墓があり
ました︒そのうちの天馬塚の
中に入って王様が身につけて
いた︑かんむりや剣や帯など
を見ました︒
私は︑今とちがって昔は土
をもりあげて王様や身分の高
い人のお墓を作っていたんだ
なぁと思いました︒その後︑
昼食を食べてすぐにバスに乗
って４時間かけて全南麗水市
に行きました︒バスの中では
日本のアニメ映画を見ながら
行きました︒麗水のホテルで
は︑韓国２日目の夜だったの
ですぐ寝れました︒
３月 日は︑鎮南館を見学
に行きました︒

20

私がまず韓国の街を見て思
ったことは︑すごく都会だと
いうことです︒たくさんビル
が建っていて︑佐賀よりずっ
と都会のように思えました︒
韓国に着いて最初に行った
ところは︑ナザレ園です︒ナ
ザレ園には戦争で家族がなく
なっているおばあちゃんや日
本に親せきがいないおばあち
ゃんが暮らしていました︒初
めてあったときは 歳位だろ
うと思っていました︒でも年
齢を聞いたとき 歳のおばあ
ちゃんもいたし 歳のおばあ
ちゃんもいたのでびっくりし
ました︒私たちは︑そんなお
ばあちゃんたちに踊ったり歌
ったりお話しをしたり肩をも
んであげたりしました︒ナザ
レ園のおばあちゃんたちはと
っても元気なおばあちゃんで
した︒でも︑日本に帰りたく

通じるということを実感しま
した︒世界中の争いがなくな
り︑平和であってほしいと心
から思いました︒
韓国最後の夜は︑ホテルで
班ごとに出し物をしてのお楽
しみ会でした︒とてもにぎや
かに楽しく過ごしました︒
福岡空港へ着いた時は︑や
っぱりホッとしました︒帰航
式では︑団長さん達から激励
のお言葉をいただきました︒

お知らせ
●﹁訪韓少年の翼﹂に参加し
ては︑今月号で終了します︒
●平成 年度﹁訪韓少年の
翼﹂の団員は︑ 月上旬頃募
集開始の予定です︒
●募集対象者 町内在住の小
学５〜６年生
●韓国訪問時期 平成 年３
月下旬︒ただし︑ 月から３
回程度の事前研修があり︒
詳細については︑子どもクラ
ブを通じて保護者にお知らせ
します︒
問い合せ 中央公民館内社会
教育課
TE︵
L
︶１１１１
10

12

53

高尾和香さん
（東脊振中１年）
今村リーダー︑たくさん怒ら
れたけどとても楽しかったで
す︒二班のみんなもさいこー
です︒すてきな仲間と出会え
てよかったです︒この﹁訪韓
少年の翼﹂に参加して体験し
たこと︑学んだことを一つで
も多く活かすことができるよ
う頑張ります︒

28

19

60

80 92

﹁訪韓少年の翼﹂に参加して④

鎮南館は船や土地のいろい
ろな模型がありました︒どっ
しりと大きな建て物でした︒
そのあと亀甲船記念館に行き
ました︒記念館である船の中
に入ってみると２階に分かれ
ていて︑上階には大砲や武具︑
兵士の人影がずらっと並んで
いて戦闘場面が再現してあり
ました︒その下の階には休憩
室や医務室などが作られてい
ました︒よくできているなぁ
と思いました︒
鎮南館は豊臣秀吉の日本水
軍と戦った李将軍が指揮を取
った場所で︑亀甲船は日本水
軍を苦しめたそうです︒そし
ていよいよ雙鳳初等学校で対
面式です︒
学校では盛大に歓迎しても
てもらいました︒噴水がきれ
いでした︒公園の桜が満開し
ていて︑宜貞達と写真をたく
さんとりました︒
スーパーへ買物に行って︑
プルコギを食べに連れて行っ
てもらいました︒おなかいっ
ぱいになって家に帰って︑ゲ
ームをしてたっぷり遊んで︑
夜 時ごろに宜貞と一緒にベ
ッドで寝ました︒
翌朝︑お母さんが朝ごはん
を作ってくれていました︒ス
ープはとっても辛かったけど︑

20
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らい︑ホームステイ先の家族
の方々が私たちを笑顔で迎え
てくださいました︒交流会で
もお互い出し物をひろうした
りして︑楽しいひと時をすご
しました︒終了後︑各自お世
話になる家族を紹介され一緒
におうちへ行きました︒
私がお世話になったのは︑
キムさんとおっしゃる方でア
ボジ 父( と)オモニ 母( と)私と同
級生のオッパ 兄( ヨ)ドンセ 妹( )
と滞在中いつも私のそばに金
宜貞は明るい女の子でした︒
11

富永さゆりさん
（東脊振中１年）

おんぶかあちゃん
近藤 薫美子

がばいばあちゃんの勇気がわく50の言葉
島田 洋七

●中央公民館･東脊振公民館図書室の開館日/月〜金(９時〜17時)･土(9時〜13時)ただし祝日･年末年始を除きます。

中央公民館の図書室に
新しい本が入りました�

子どもの好き嫌いがなくなる100のレシピ もしも日本人がみんな米つぶだったら
長澤 池早子
山口 タオ

東脊振公民館の図書室に
新しい本が入りました�

図書室は中央公民館２階、
東脊振公民館１階（親子蔵書）、２階（一般書）にあります。

森岡ママは今日も笑顔で丘の上
森岡 まさ子

ナイチンゲールの沈黙
海堂 尊

すみっこのおばけ
武田 美穂

親が子どもになっていく
森 久美子

ペネロペひとりでふくをきる
アン･グッドマン

そらまめくんとめだかのこ
なかや みわ

天命
松本 育夫

レネット 金色の林檎
名木田 恵子

ミッケ!おもちゃばこ
ウォルター・ウィック

あいうえおおかみ
工藤 直子

夢を与える
綿矢 りさ

一瞬の風になれ㈰㈪㈫
佐藤 多佳子

つきよのキャベツくん
長 新太

あなたがうまれたひ
デブラ･フレイジャー

天と地を測った男・伊能忠敬
岡崎 ひでたか

ラスト･イニング
あさの あつこ

不都合な真実
アル･ゴア

真説･阿部一族
升本 喜年

牧場のいのち
立松 和平

「1日30分」を続けなさい！
古市 幸雄

どうしてわかる？
ジョージ･シャノン

1ポンドの悲しみ
石田 衣良

勇気
バーナード･ウェーバー

還らざる道
内田 康夫

ないものねだりのあおむしラブリン
つかさ じゅん

アルケミスト
パウロ･コエーリョ

家日和
奥田 英朗

トモ、ぼくは元気です
香坂 直

いつかパラソルの下で
森 絵都

龍のすむ家
クリス･ダレーシー

孤宿の人
宮部 みゆき

ビロードのうさぎ
マージェリィ･Ｗ･ビアンコ

おいしそうなバレエ
ジェイムズ･マーシャル

幸せな嘘
きむら ゆういち

ともだち
ヘルメ・ハイネ

いのちの授業
日野原 重明

13 YOSHINOGARI

つながってる！「いのちのまつり」 「ありがとう」は魔法の言葉
佐藤 富雄
草葉 一壽
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田川小学校体育館で開催されました。大会には25チー

町民の健康増進と地域･世代･家族のふれあい交流を図ることを目的に、夏休

ムが参加。５パート(１パート５チーム)に分かれ熱戦

み初日の７月21日、「町民ラジオ体操会」が東脊振中学校グラウンドで開催さ

を展開しました。各パートの優勝地区(チーム)は次の

れ、町民300名が参加しました。また、７月23日から８月６日までは、町内全

とおりです。

地区で「巡回ラジオ体操会」を開催。区長さんらの呼びかけにより、総勢
【Ａパート】下三津西Ａ

2,000人が参加しました。

【Ｂパート】目達原Ａ

体操会では、町体育指導委員から体操の基本動作について指導を受けた後、
６時30分からの本番に臨み、参加者は動作の一つ一つを確認しながら汗を流し

【Ｃパート】立野Ｂ

ました。夏休みの生活リズムを整えることができたのではないでしょうか！

【Ｄパート】力田
【Ｅパート】目達原Ｂ

2

地区対抗インディアカ大会

今年度の地区対抗インディアカ大会が７月８日、三

ラジオ体操で健康増進

熱戦が繰り広げられたインディアカ大会

t o

3

w

1 町民300名が参加した「町民ラジオ体操会」
2 3 各地区で開催された「巡回ラジオ体操会」
2 は大曲地区 3 は吉野ヶ里地区

n

思い思いに描いて
小学生を対象にした「ちびっ子お絵描き教室」が８月

1

-

６日から１０日まで、農村環境改善センターで行われま

「栄西茶」が2年ぶりに発売

加。吉野ヶ里保育園などで絵を教えている舟一朝さん

ました。
今回、350ミリリットル入りで４万２千本が製造され、７月末から町内
の小売店、山茶花の湯、さざんか千坊館などで発売されています。家庭や
職場での飲用に、行楽のお供にぜひお買い求めください。

優勝大会が７月21･22日の２日間、大分県別
府市で行われ、町内在住･在勤者で構成され

どを題材に思い思いに描いたほか、カンバスに向かって

小学生を対象にした「ちびっこ茶道教室」が７

自画像の油絵にも挑戦。初めての油絵に、色の使い方な

月24日から27日まで行われました。

どで戸惑う児童もいましたが、舟さんのアドバイスを受

教室には１年生から４年生までの児童20名が

け自画像を完成させました。また、最終日は、県立美術

参加。真島美智子さん(横田)の指導のもと、ふす

館にも足を運び、絵画を鑑賞しました。

まの開け閉めや畳の歩き方、お茶の飲み方など茶

c s

第３回九州クラブ９人制バレーボール男子

茶道の基本を学ぶ

i

ましたが、昨年は、製造段階で澱(おリ)が発生したため、発売が中止され

17年に発売されたペットボトルの「栄西茶」。釜炒り茶のペットボトル

（現代美術造形作家、佐賀市）の指導のもと、やかんな

p

は珍しく、あっさりとした飲み口が好評を得て、７万本が短期間で完売し

三田川･相葉クラブ
が九州一に

「お茶栽培地発祥の地」のＰＲと、栄西茶の消費拡大を目的に、平成

t o

した。 教室には三田川･東脊振両小学校の児童18名が参

道の基本について学びました。

たクラブチーム、「三田川･相葉クラブ」が
優勝しました。
今大会へは５月に行われた県予選で見事優
勝し、佐賀県代表として出場。予選リーグを
１位で通過した当チームは、決勝トーナメン
トも勝ち進み見事九州一に輝きました。

今年摘み取られた釜炒り茶を使用したペットボトルの栄西茶

15

梅野洋キャプテン以下20名で頑張る「三田川・相葉クラブ」

油絵の具を使って自画像を描く子どもたち

お茶菓子を準備する教室生
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感染を予防するには、まず蚊の対策が
重要です。

年金

●緊急地震速報のしくみ
緊急地震速報は、最大震度５弱以上

行政･人権相談

が分かるもの）を提出してください。

の介護体験等を綴った「覚悟の介護」

＊11月号（11月１日発行）に掲載を希

の著者、荒木由美子さんを講師に講演

【蚊が発生する水溜りをなくそう】

と推定した地震の際に、強い揺れ（震

【ふれあい館】

望する場合は、９月21日（金）までに

会を開催します。

●蚊が発生しそうな場所…墓の花立、

度４以上）の地域の名前を強い揺れ

●日時 ９月５日（水）13時30分〜16時

提出してください。

●日時 10月10日（水）14時〜

側溝、古タイヤ置き場など

が来る前にお知らせするものです。

※「ふれあい館」では、奇数月に開催

●掲載料金

●場所 佐賀市文化会館

●植木鉢の受け皿…定期的に水を捨

●｢緊急地震速報｣は、震源近くで地震

します。

●縦５、横17 15,000円

※整理券が必要です。佐賀中部広域

てる

（P波、初期微動）をキャッチし、位

【農村環境改善センター】

＊２色刷り（色の指定はできません）

連合給付課と東脊振庁舎福祉課に用

●雨水ます…ネットを張って、侵入･

置、規模、想定される揺れの強さを自

●日時 10月５日（金）9時30分〜12時

●掲載枠 毎月の掲載位置と掲載枠

意しています。

飛び出すことを防ぐ

動計算します。

※「農村環境改善センター」では、偶

数はその都度決定します。

●問い合せ

数月に開催します。

●問い合せ 三田川庁舎総務課秘書

佐賀中部広域連合給付課

広報係 TEL 53-1111

TEL 40-1134

●ブロックの穴…土やコンクリートで

地震による強い揺れ（S波、主要

年金記録確認第三者委員会
がスタートしました

穴をふさぎ、水がたまらないようにす

動）が始まる数秒〜数十秒前に、素早

●問い合せ

る。

くお知らせします。

三田川庁舎内総務課 TEL 53-1111

確かに納付したにもかかわらず、年

●問い合せ

ただし、震源に近い地域では、｢緊急

金記録や領収書などのない方々のた

きらら館内保健課健康づくり係

地震速報｣が強い揺れに間に合わない

めに、ご本人の立場に立って公正に判

TEL 51-1618

ことがあります。

楽しい子育て講座
遺言･各種契約等無料相談

第4回町民ゴルフ大会

●期日 ９月12日（水）、26日（水）、

●日時 11月25日（日）

断する仕組み「年金記録確認第三者

●問い合せ 気象庁地震火山部管理

●日時 10月１日（月）、３日（水）

10月10日（水）24日（水）11月７日

●会場 日の隈カンツリークラブ（神埼市）

委員会」がスタートしました。

課 TEL 03-3212-8341（代表）

10時〜16時

（水）21日（水）計6回

●参加資格 町民･町内事業所勤務者

●場所 佐賀公証役場

●時間 10時〜11時30分

●プレー料 7,600円（ビジター）

（佐賀市駅前1丁目 朝日生命ビル）

●場所 東脊振幼稚園大ホール

●参加費

●相談内容

●内容 バスハイク、戸外遊び、絵本

3,000円（全員に参加賞あり）

●遺言の作成に関すること

読み語り、親子ふれあい遊びなど

※当日、別会場で表彰式･懇親会を行

環境

この判断が尊重され、皆さまの年
金の額に反映されます。
まず、社会保険事務所で、ご自身の
年金記録の確認が必要です。確認の

井戸水水質検査

相談

今回は東脊振区域が対象で、三田川

結果、社会保険事務所より「記録不存

区域は12月に実施予定です。

在」の回答があり、ご本人も振込通知

【検査容器の配布と回収】

自殺予防･いのちの電話

●金銭･土地建物の貸借、離婚に伴う

●申込締切 ９月７日（金）

います。

子の養育費、財産分与等各種契約

●申込方法 電話またはFAXで、子

※定員になり次第締め切ります。

者や領収書等の証拠をお持ちでない

●容器配布日時

【全国一斉相談】

●問い合せ

ども名、年齢、地区名、保護者名を連

●申込･問い合せ

方で、回答に意義がある場合に第三者

９月10日（月）
、
11日
（火）９時〜11時

●実施日 9月10日（月）から平成20

佐賀公証役場 TEL 22-4387

絡してください。

ゴルフガーデン三田川 TEL 53-1090

委員会に審査を申し込むことになりま

●配布場所

年3月10日（月）までの毎月10日

●申込･問い合せ 中央公民館内社会

町体育協会（温水プール内）

す。

東脊振庁舎総合窓口課前ロビー

●相談電話番号 0120-738-556

TEL 52-1944

●相談内容 自殺予防相談

司法書士総合相談センター

教育課 TEL 53-1111 FAX 52-2521

●容器回収日時

れ、身近なところで対応できるよう、

９月13日（木）、14日
（金）９時〜11時

【佐賀いのちの電話】

困ったこと、悩んでいること、一

全都道府県（全国50か所にある管区

●回収場所

年中無休24時間体制で、電話相談を

緒になって解決をします。泣き寝入

●募集種目

行政評価局・行政評価事務所）に「地

東脊振庁舎総合窓口課前ロビー

受付けています。

りせず、まずはお気軽にお電話くだ

①看護学生 ②防衛医科大学校学生

●日時 ９月29日（土）14時〜16時

方第三者委員会」を発足させました。

【検査項目と料金】

●相談電話番号 34-4343

さい。

③防衛大学校学生

●場所 神埼市中央公民館

●基本10項目 4,500円

ただし、毎月1日はフリーダイヤル

●相談内容

●受験資格

●講演･講師

一般細菌･大腸菌など･硝酸態窒素･亜

0120-400-337

●貸した金を返してもらえない

①高卒（見込み）24歳未満の人

●肝がんにならないために（C型肝

第三者委員会は、総務省に設置さ

全国の最寄りの社会保険事務所で、
７月17日から「地方第三者委員会」

自衛官募集

神埼吉野ヶ里市民公開講座

への申込みを受け付けています。

硝酸態窒素･塩素イオン･有機物など･

●問い合せ 佐賀県司法書士会･リー

●見覚えのない請求を受けて困って

②③高卒（見込み）21歳未満の人

炎）…佐賀大学医学部水田敏彦氏

●問い合せ

PH･味･臭気･色度･濁度

ガルサポート佐賀支部 TEL29-0626

いる。

●受付期間 ①②③９月７日（金）〜

●肝がんにならないために（B型肝炎

佐賀社会保険事務所 ? 31-4191

●鉄･マンガン 各2,000円

●悪質商法や詐欺に遭ってしまった

９月28日（金）

ほか）…佐賀社会保険病院矢野洋一

●多額の借金が返済できない

●試験日 ①10月14（日） ②11月

氏）

●問い合せ

３日（土・祝）、４日（日） ③11月

●ここまで進んだ肝がんの治療…佐

佐賀県司法書士会 TEL29-0626

10日（土）、11日（日）

賀県立病院川添聖治氏

●試験会場 目達原駐屯地

●たいせつな専門医とかかりつけ医

●問い合せ 自衛隊佐賀地方協力本

の連携…久留米大学佐田通夫氏

部鳥栖募集事務所

●問い合せ きらら館内保健課健康

TEL 0942-83-4077

づくり係 TEL 51-1618

三田川庁舎内住民課年金係

●ヒ素･六価クロム 各3,000円

TEL 53-1111

※料金は、容器回収時に徴収します。

保健

日本脳炎に感染しない
ために
日本脳炎は、ウイルスを持った蚊か
ら刺されることで感染する病気で、主

無料成年後見相談

●問い合せ

●日時 9月17日（月･祝）10時〜15時

三田川庁舎内環境課 TEL 53-1111

●場所 アバンセ４階第１研修室
（佐賀市天神3-2-11）

防災

●相談内容
●必要のない住宅リフォームを勧めら
れ、つい契約してしまう。

緊急地震速報
この秋、スタート

募集

●使うはずのない高額な健康器具な

広報紙への有料広告を募集

どを、つい買ってしまう。

吉野ヶ里町の広報紙｢広報吉野ヶ里｣

催し

な症状は頭痛、発熱などがあります。

緊急地震速報は、地震による強い揺

●相続や遺言に不安がある など

では、紙面に掲載する有料広告を募集

昨年度から子供への日本脳炎ワクチ

れを事前にお知らせすることを目指

●問い合せ

しています。

ンの勧奨を止めているため、免疫力の

す新しい情報で、この秋から提供を開

佐賀県司法書士会･リーガルサポート

●申込締切 広報発行日の40日前ま

介護予防講演会

低下が心配されています。

始する予定です。

佐賀支部 TEL 29-0626

でに、申込書と広告の原稿など（内容

神埼市出身で、20年にわたる自身
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雇用保険法が変わります

香月 啓子

脳梗塞病みて不自由の我なれど
黒きパーマの仕上がりに笑む
坂本
三好 徳子

山峡の湯治場訪ね寛げば
虚心になりて月蒼く見ゆ
松葉

プルサーマル地震かみなり地下断層
五号さりてカナカナの鳴く
目達原
中島 南角

露ねしげき草陰に鳴くコオロギの
音もつやめきて秋づける朝
立野
土井 敏明

子

あらき風梢吹きまく竹の音
青田流して南に抜けり
吉田
徳安テル子

友情の交わり深む高校総体
青春の一ページ佐賀の平野に
吉田
中島

みんな

健康は皆の願いあらわして
歩く姿は朝に夕なに
吉田
伊東 米子

子燕の最後の一羽見守りて
餌運び来る親心かな
伊保戸
中島 君子

吉野ヶ里行きの観光バスありて
カーテンゆらす真夏日の朝
横田
宮地カヨ子

ラニーニャのごとくに友は逝きませし
心は空し風が吹きゆく
下三津東
松本メグミ

朝のテレビ見たね聞いたねと意見をも
語り合いゐし姉は逝きにし
新宮田
中山 妙子

●これまでの週所定労働時間による

雇用保険課 適用係
TEL 0942-82-3461

被保険者区分（短時間労働者以外の
一般被保険者／短時間被保険者）を
なくし、雇用保険の基本手当の受給
資格要件を一本化します。

その他

高齢者交通安全アドバイザー
県内では、交通事故の死者の６割
を高齢者が占めています。神埼警察
署では、高齢者と接する機会が多い

●原則として、10月１日以降に離職

10月9・10日 「山茶花の湯」
メンテナンス休館
ひがしせふり温泉「山茶花の湯」

された方が対象となります。

は、皆様によりよいサービスと満足

【これまでは】

を提供するため、年3回、メンテナ

・短時間労働者以外の一般被保険者

ンス休館日を設定しています。

⇒６月（各月14日以上）

10月に次の２日間休館します。ご

・短時間労働被保険者（週所定労働

迷惑をおかけしますが、ご理解いた

時間20〜30時間）

だきますようお願いします。

⇒12月（各月11日以上）

●休館日 10月９日
（火）
、10日（水）

全国の総文祭に参加して
島根の友と再会誓う
目達原

ふるさと

平

【10月1日からは】

●問い合せ

して委嘱しました。法要などにおい

雇用保険の基本手当を受給するため

ひがしせふり温泉「山茶花の湯」

て、交通安全について講話をしてい

には、週所定労働時間の長短にかか

TEL 53-2619

ただき、交通事故防止と交通安全意

わらず、原則、12月（各月11日以

識の高揚に努めます。

上）の被保険者期間が必要

【町内のアドバイザー】

＊倒産・解雇等により離職された方

●山 立哉さん（箱川･妙雲寺住職）

は６月（各月11日以上）が必要です。

●老人クラブへ

●南悦朗さん（横田･西往寺住職）

詳しい条件等は、県労働局職業安定

●牟田文子様（鳥ノ隈）故為一郎様

寄付御礼

部又は公共職業安定所（ハローワー

慶久

空爆に焦土となりし故郷を
母と訪ひゐし日も遥かなり
目達原
中村 悦子

べに

青空にうす紅色のさるすべり
かすかにゆれる立秋の風
上中杖上
渡邊登志子

つま

野菊へと夫行き留守の三日間
わが家の整理思いのままに
上中杖上
生島 愛子

カルシュウム取りて夏季を強めよと
送りてくれた嫁のやさしさ
鳥ノ隈
福岡 ミワ

夏ばての頬の疲れを剃り上ぐる
講師
江
渉
あ ゆ
狩野川や年魚釣人の群れをなし
鳥ノ隈
田中千津子
夏風邪やおもいもよらぬ訃報きく
上中杖上
生島 愛子
君色の風晴れやかに玉の汗
上豆田
伊東
幸
着替えたる農衣きりりと雲の峰
永田ヶ里
井上 春枝
秋立つや美ヶ原花ごよみ
上石動
大坪カツヨ
竹林の風も馳走に夏座敷
上石動
西牟田紀美子
四年ぶり帰省の孫に途惑へる
吉野ヶ里
香田きみえ
も
畑手入れ老のたのしみトマト ぐ
苔野
真島 シツ
来合わせし今宵古湯の大花火
目達原
富永しづ子

住職を「交通安全アドバイザー」と

新エネルギーに関する
アンケート調査
町では、新エネルギーの導入を促
おつく

活造りや岬の宿の夏座敷
田手
大澤ヨシノ
つゆぼうだ
な い
梅雨滂沱視るも無惨に地震の惨
上豆田
大隈 道子
るりとかげ
瑠璃蜥蜴膝に遊ばす露座仏
田手
花田貴光絵
新涼や指ひらひらと手話続く
苔野
金子きぬ子

良い値段レシート見れば中国製
江頭 要子
亡き人のやさしさ浮かぶ雨の夜
田中 信子
うたたねの枕辺曾孫肩ゆする
原 ミツエ
天の川川と信じた幼き日
大隈トミ子
背広着た孫の姿にひと目ぼれ
上瀧 初代
願いごと七夕でなく嫁さんに
武富 直人
世の平和子供の笑顔バロメーター
城野 憲子
全力でがんばる君は光ってる
荒木 靖子
鈴虫が友達だよとささやいて
詫摩 綾子
一歳児プリンと豆腐わからない
三宅
綾
冷やっこ生姜の香り食すすむ
岡村 ハル
自己満足よその孫よりうちの孫
橋本
香
子を比べ一喜一憂パパとママ
橋本 龍子
優勝へ一番乗りだ夏の空
山下麻の葉
歯も元気なにかいい事ありそうだ
金谷 雄峰

進するため、平成16年度に旧東脊振
村区域において「新エネルギービジ
ョン」を策定しましたが、旧三田川
町区域においても、今年度、「新エ
ネルギービジョン」を策定すること
になりました。
この「新エネルギービジョン」策
定は、近年話題となっている地球温
暖化問題に対する対応策として、新
エネルギー導入の可能性の検討を目
的としています。
策定にあたり、新エネルギーに対

たたかれて西瓜おいしい音がする
大塚美代子
聞き上手いいえ貸さない耳もある
小野 正樹
鈍感力つけてトップは幅きかす
向井 初子
カササギの声やさしくて今日も晴れ
中島三千子
セミ幾千ワシワシワシと夏を斬る
井上千代子
飲み放題欲を出しても二号半
園田 示右
応援席声と拍手が波のよう
兵働巳登子
ゆめ花火想いはじけて恋ひと夜
山 スミ子
健康に旬の野菜をたっぷりと
江口カズヨ
生き方を比べられても困る亀
城野 浩二
想い出は何色ですか日記帳
松尾寿美子
農作業何年やっても深い奥
古川 清治
熱の児へ母の添い寝が解熱剤
松尾 利朗
飼い主に運をあずけるもらい犬
中島
肇
女医さんの恥心器ならこわくない
城野くみ子
届かない声風になり雲になり
西 久美子
モンゴルでたっぷり遊ぶ筈だった
西村 正紘
絹漉しのここは平家の隠れ里
真島 清弘
酔芙蓉母はしっかり者でした
真島美智子
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●問い合せ 鳥栖公共職業安定所

する皆様のご意見･ご要望を伺うべく、
三田川区域内から無作為に抽出した
1,500世帯を対象に、「新エネルギ
ーに関するアンケート調査」を９月
中旬に実施します。

ク）にお問い合わせください。

消費生活情報

「2本で1,000円」のはずが･･･
移動販売等での物干しざお購入
に関するトラブル

自動車で「物干しざお、２本で1,000円」と言って巡回し、実際には高額な料金を
請求する、移動販売でのトラブル相談が近隣市町で発生しています。
被害者のほとんどが中高年層で、家事従事者など昼間家にいる人がターゲットにさ
れています。
移動販売していることや、事業者名や連絡先が分からないことから、事業者を特定
できないケースが多く、一度代金を支払ってしまうと、解約や返金などが困難です。
（近隣市町での事例）
軽トラックが「さお竹 ２本1,000円」と言っていたので、呼び止めたところ、「そ
のさおはもう売り切れた」と言って、アルミ（ステンレス）製のさお竹の見本を見せ、
39,000円すると言われた。
契約書を書くよう言われたが、お金がないと断った。ところが、販売員からすごまれ
た。怖かったので、区長に相談した。（70歳代・女性）
（アドバイス）
①声をかけるのは慎重に
②購入する前に価格を十分確認し、不要な場合はきっぱりと断る。
③領収書等を受け取り、その場で連絡先を確認する。
トラブルに遭った場合は、すぐに消費生活相談センターにご相談ください。

調査の趣旨をご理解いただき、ご
協力のほどよろしくお願いします。
●問い合せ
三田川庁舎内企画課 TEL 53-1111

９月の消費生活相談日と場所
役場では、専門の消費生活相談員が、次の日程で相談を受け付け、秘密は厳守します。
●９月６日（木）・20日（木） 10:00〜16:00 三田川庁舎
●９月13日（木）・27日（木） 10:00〜16:00 東脊振庁舎
●問い合せ 東脊振庁舎内商工観光課 TEL 52-5111
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●まちの面積 43.94km2
●まちの人口（8月1日現在）
男性 7,676（＋ 5）
女性 8,203（− 9）
合計 15,879（− 4）
●世帯数 5,539（＋ 24）

9月のカレンダー
日（曜）

行

事

名

旧東脊振村内のゴミ出し日

旧三田川町内のゴミ出し日

1

土 図書室開放 9:00〜13:00 中央公民館･東脊振公民館

2

日 リサイクルセンター開放【詳】 消防団夏季訓練7:30〜東脊振小グラウンド

3

月 健康相談【詳】 温水プール休館日

【燃】1区【牛】２区【空】１区 【燃】A区

4

火 乳児健診【詳】 BCG予防接種【詳】

【燃】２区

5

水

6

木 消費者生活相談【詳】 健康相談【詳】

【燃】1区

【空】１･２区【牛】３区

7

金

【燃】２区

【燃】A･B区

8

土 図書室開放 9:00〜13:00 中央公民館･東脊振公民館

9

日

11 火 ２歳６か月児相談【詳】

毎週月曜
（祝日除く）

健康相談

毎週木曜

【燃】B区

乳児健診

12(水)

13:00〜13:15

きらら館

H18.９月生

母子手帳

【燃】A区

おやこ教室(ワン･ツー体操)

21(金)

10:00〜11:00

きらら館

2歳以上の幼児

水筒(お茶)

2か月児健康相談

25(火)

13:00〜13:15

きらら館

H19.７月生

母子手帳

３歳６か月児相談

28(金)

13:00〜13:30

きらら館

H16. １･２月生

母子手帳 健康調査票

【空】３区【牛】１・２区

【燃】B区
【燃】A区

麻しん･風しん混合ワクチン（1期） 生後12〜24か月児

22 土 図書室開放 9:00〜13:00 中央公民館･東脊振公民館

麻しん･風しん混合ワクチン（2期）

24 月

【燃】１区【新】１区【空】2区 【燃】A区

25 火 ２か月児健康相談【詳】 温水プール休館日

【燃】２区

脳

炎

指定医療機関

【燃】B区

小森医院

【燃】A区

27 木 消費者生活相談【詳】 健康相談【詳】

【燃】１区

【新】１・２区 【空】３区

28 金 ３歳６か月児相談【詳】

【燃】２区

【燃】A･B区

吉野ヶ里町上豆田
TEL52-1136（要予約）

たけうち小児科医院
神埼市神埼町本堀
TEL52-2524

29 土 図書室開放 9:00〜13:00 中央公民館･東脊振公民館

山田こどもクリニック
神埼市神埼町田道ヶ里
TEL55-6566

30 日

所

対

象

者

20歳以上の女性(前年度受診者は除く)

今年度検診希望者へは、7月頃、受診票を送付していますので、記入後、会場へお越しください。受診票をお持ちでない人は、当日会場でお渡しします。

9:00〜10:50

場

平成13年４月２日〜
平成14年４月１日生まれ
ワクチンの副作用のため、現在、
予防接種勧奨を控えています。

実施曜日

所

ふれあい館
きらら館

対

象

月

日

９月２日
（日）
９月９日
（日）
９月16日
（日）

月･火･水･金
木･土
月･火･水･金
木・土
月〜金

実施時間
9:00〜12:00
15:30〜17:00
9:00〜12:00
9:00〜12:30
14:30〜18:00
9:00〜13:00
8:30〜11:00
14:00〜17:30

土
8:30〜11:00
＊初回対象者には通知します。未接種の場合、対象年齢内であれば、
希望により受けることができます。

●問い合せ
保健課健康づくり係 東脊振健康福祉センター（きらら館） TEL 51-1618

9月19日(水)

本

生後３〜90か月児

日曜･祝日在宅当番医

＊予防接種法の改正により、麻しん・風しん混合ワクチンは18年
４月から、ワクチンと対象年齢が変わり、予診票も変わりました。
予診票が必要な人は、連絡してください。
９月17日
●予防接種（通年接種分）委託医療機関
（月）

23 日

受付時間

対 象 年 齢

三種混合（ジフテリア・百日
咳・破傷風混合ワクチン）

日

26 水 楽しい子育て講座【詳】

持参するもの／母子手帳・予診票

予防接種（ワクチン）の種類

おやこ教室（ワン･ツー体操）【詳】

10月18日(木)

H19年５月生まれ及び
母子手帳 予診票
生後６ヶ月未満の未接種児

【燃】２区

【燃】A･B区

9月12日(水)

きらら館

母子手帳 健康相談票

【燃】２区

10月9日(火)、10日(水)

13:00〜13:15

H17.１･２月生

21 金 秋の交通安全県民運動（9月30日まで）

乳がん検診
(要予約)

４（火）

きらら館

【新】３区【空】１・２区

予約開始日

母子手帳

13:00〜13:15

【燃】１区

日（曜）

H19.２月生

11(火)

20 木 消費者生活相談【詳】 健康相談【詳】

名

きらら館

２歳６か月児相談

19 水 乳がん検診予約開始（10月18日検診分）【詳】

きらら館

【７か月児】
13:15〜13:30

【粗】３区

【燃】２区

診

４（火）

水筒（お茶）

H19.５月生

【空】２区

18 火 温水プール休館日

10月18日(木)

一般町民

水筒(お茶)

【燃】1区【新】２区【空】１区 【燃】A区

9:30〜10:30

ふれあい館

２歳未満の乳幼児

17 月

子宮がん検診

乳児健診

乳幼児個別予防接種

場

きらら館

きらら館

16 日 吉野ヶ里町敬老会【詳】

ふれあい館

持参するもの

10:00〜11:00

15 土 図書室開放 9:00〜13:00 中央公民館･東脊振公民館

受付時間

者

10(月)

【燃】２区 【粗】２区 【燃】A･B区

日（曜）

象

おやこ教室(ドレミ広場)

14 金

10月9日(火)、10日(水)

9:00〜11:00

対

【燃】A区

【燃】１区

名

13:00〜15:00

場 所

【燃】1区【牛】１区

13 木 消費者生活相談【詳】 健康相談【詳】

診

9:00〜11:00

【４か月児】
13:00〜13:15

乳がん検診予約開始（10月９,10日検診分）【詳】

がん検診

受付時間

＊母子手帳交付については、東脊振健康福祉センター「きらら館」にて随時交付します。

【燃】B区

12 水 乳児健診【詳】 楽しい子育て講座【詳】

者

40歳以上の女性
(前年度受診者は除く)

今年度検診希望者へは、7月頃、予約申込についての案内をしています。受診票は予約申込後に送付しますので、必ずお申込ください。
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日（曜）

BCG予防接種

おやこ教室（ドレミ広場）【詳】

検

行 事 名

【燃】A区

10 月 健康相談【詳】 温水プール休館日

検

●問い合せ
保健課健康づくり係 東脊振健康福祉センター（きらら館） TEL 51-1618

保健行事

●予防接種（期間限定接種分）委託医療機関
予防接種の種類…三種混合(ジフテリア･百日咳･破傷風混合ワクチン)
実施日…９月３日(月)〜９月７日(金)、９月25日(火)〜9月28日(金)

指定医療機関

実施曜日

松本医院

吉野ヶ里町下三津東
TEL52-4185

西谷クリニック

吉野ヶ里町大塚ヶ里
TEL52-3139

実施時間
13:30〜14:30

９月23日
（日）
９月24日
（月）

当番医療機関
小森医院

古賀内科

吉野ヶ里町豆田
TEL52-1136
【小・内】

神埼市千代田町境原
TEL44-2311
【内･小･胃】

たけうち小児科医院

中下医院

神埼市神埼町本堀
TEL52-2524

【小】

中尾胃腸科医院
神埼市神埼町駅通り
TEL52-3295【外・整外・胃・内】

山田こどもクリニック
神埼市神埼町田道ヶ里
TEL55-6566
【小】

最所医院
吉野ヶ里町吉田
TEL52-2452 【内･胃･呼】

神埼病院
神埼市神埼町田道ヶ里
TEL52-3145 【外･整･胃】

神埼市千代田町
TEL44-2488

江
【内】

神埼クリニック
神埼市神埼町1丁目
TEL53-1818
【内･胃･呼】

和田記念病院
神埼市神埼町尾崎
TEL52-5521
【内･胃･小】

栗並医院
神埼市神埼町枝ヶ里
TEL52-2977
【内】

福嶋内科医院
神埼市千代田町境原
TEL44-2141
【内・小】

９月30日
（日）

松本医院

橋本病院

吉野ヶ里町下三津東
TEL52-4185
【内･小】

神埼市神埼町本告牟田
TEL52-2022
【外･内】

10月７日
（日）

ひらまつふれあいクリニック

しらいし内科

吉野ヶ里町目達原
TEL51-1110
【内・胃】

神埼市神埼町城原
TEL52-3848
【内・循】

10月８日
（月）

ならもと内科医院

南医院

神埼市神埼町本堀
TEL52-1525
【内】

神埼市千代田町直鳥
TEL44-2777
【外･胃･整】

【外】外科【整外】整形外科【内】内科【胃】胃腸科
【小】小児科【脳】脳神経外科【呼】呼吸器科
＊診療時間は、９時〜17時です。

月･火･木･金
13:30〜17:00
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第 回

9
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No.019

吉野ヶ里町敬老会

9

16

9月

今年も
笑いすぎに
注意しましょう！

19
【吉野ヶ里炎（ひ）
まつり劇団】
（写真上）
地元吉野ヶ里町の市民劇団
で、昨年の敬老会や合併１
周年イベントなどにも出演。
毎回、素人とは思えぬお笑
いセンスと佐賀弁で、大笑
いすること間違いなし。笑
い過ぎに注意してください。
【星 きよし】(写真左）
氷川きよしさんのものまね
でおなじみ。ご本人に負け
ず劣らずの歌唱力を持つ実
力者！

2

日（日曜日）

場所：三田川健康福祉センター「ふれあい館」大広間
受 付 午前10時から ＊金婚者の受付は９時から
敬老会対象者 昭和７年４月１日以前生まれの人
開 式 午前11時から
会 場 三田川健康福祉センター「ふれあい館」大広間
送 迎 東脊振健康福祉センター「きらら館」から
敬老会会場まで送迎バスを運行します。
演 芸
●星 きよし（氷川きよしのものまね）
●吉野ヶ里炎（ひ）まつり劇団（佐賀仁○加）
問い合せ 吉野ヶ里町役場福祉課（東脊振庁舎）TEL 52-5111

22

