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知っておきたい選挙のこと

鬼は外！

泣きながら、震えながら投げた豆。
こぼした数が多いけど、
鬼は痛いと泣きました。
（2月2日 吉野ヶ里保育園）

広報よしのがりを
スマホでお届け！

３月25日（日）は町長・町議会議員選挙の投票日。

投票！その前に。
知っておきたい選挙のこと
選挙をよく知り、よりよい暮らしや
社会づくりに参加しましょう。

選挙とは～地方選挙の場合～
選挙とは、投票によって首長や議員を選ぶことで
す。
選挙で選ばれた首長は予算や条例等の議案の提出
などの役割を、議員は提出された予算や条例を議決
する役割を担っています（下図参照）。
日本は議会制民主主義をとっているので、選挙に
よって住民の代表者を選出し、政治の具現化（理想
などを具体的に形あるものにすること）をその代表
者に委ねています。この意味では、首長や議員は住
民を「代表」するものであり、住民全体の公益を代
表することが求められます。
私たちの代表を選ぶための選挙。有権者のもつ大
切な１票を有効に生かすために、選挙について学ん
でいきましょう。
選挙運動とは
選挙運動は、有権者が候補者の政見、政党の政策
などを知り、１票を投じる判断の基礎となるもので
す。しかし無期限に自由を認めると、その選挙が候
補者の財力などによって歪められるおそれがありま
す。そこで、選挙の公正・公平を確保するために、
公職選挙法で一定のルールが設けられています。
選挙運動とは次の要件を全て満たすものです。
①選挙が特定していること
②特定の候補者のためにするもの
③当選を目的としてなされる行為
④投票獲得に直接又は間接に有利な行為
選挙の仕組み(町の場合)
住

民
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予算・条例等の議案の
提出など

選挙運動のできる期間（３月20日〜３月24日）
立候補届が受理された時から、選挙期日前日まで
です。届出が受理される前の選挙運動は事前運動と
いわれ、禁止されています。また、選挙期日当日の
選挙運動が禁止されていることにも注意してくださ
い。
選挙運動のできない人
職務や地位の影響等を考慮して次の人は選挙運動
が禁止されています。
●選挙事務関係者
●年齢満18歳未満の人
●特定公務員（選挙管理委員会の委員や職員、裁判
官、検察官、会計検査官、公安委員会の委員、警
察官、収税官吏及び収税職員）
●選挙犯罪により選挙権・被選挙権がない人
※公務員や特定行政法人などの役職員、教職者など
も、その地位を利用して選挙運動をすることは禁
止されています。ここでいう公務員は特別職・一
般職を問わないので、区長も含まれます。
選挙運動の方法
選挙運動の方法は、大別すると、
「文書図画（印
刷物などの視覚で訴えるもの）によるもの」と、
「演
説その他の言論によるもの」とに分類されます。
●文書図画
文書図画には次のようなものがあります。
公営ポスター

各候補者の顔写真・氏名・政見などが
記載されたポスターを公営のポスター
掲示板に掲示。

選挙公報

選挙管理委員会が配布するもの。候補
者の氏名・経歴・政見などが記載。

ビラ
（町長選挙のみ）

町長選挙のみ、候補者が発行するもの。
候補者の重要政策などが記載。街頭演
説や事務所などで配布される。

インターネット等

候補者や政党のホームページで政策や
活動について調べることができる。

選挙運動はがき

候補者から有権者へ直接送られるもの。
氏名・経歴・政見などが記載。
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●インターネット選挙運動の可否一覧（町長・町議会選挙で該当するものを抜粋）
候補者

第三者
（誰でも）

○

○

○

○

政策動画のネット配信

○

○

選挙運動用電子メールの送信

○

×

選挙運動用ビラ・ポスターを添付したメールの送信

○

×

送信された選挙運動用電子メールの転送

△

×※３

ウェブサイト上に掲載した・電子メールに添付した内容を紙に印刷して頒布

×

×

ウェブサイト等・電子メールを用いた落選運動

○

○

ウェブサイト等・電子メールを用いた落選運動以外の政治活動

○

○

選挙運動用の広告

×

×

挨拶を目的とする広告

×

×

できること/できないこと
ウェブサイト等を用いた
選挙運動

電子メールを用いた
選挙運動

有料インターネット広告

※１
※２
※３

ホームページ、ブログ等
ＳＮＳ（フェイスブック、ツイッター等）

※１

※２

メッセージ機能を含む。また、選挙期日の前日まで更新でき、選挙当日もそのまま画面に表示しておくことができる。
新たな送信者として、送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要。
有権者は候補者・政党等から送られてきたメールを転送することもできない。

●インターネット選挙運動
上図のとおり、選挙運動が行えます。ウェブサイ
ト等とは、①ホームページ、②フェイスブック、ツ
イッター、ラインなどのSNS、③動画共有サービス、
④動画中継サイトの手段をいいます。電子メールは、
予め同意を得ている相手に送信できます。
禁止されること（例）
①有権者がメールを使って選挙運動をすること
電子メールを使って選挙運動ができるのは、候補
者・政党等に限られます。
②年齢満18歳未満の人が選挙運動すること
③ホームページや電子メール等を印刷して頒布する
こと
④選挙運動期間外に選挙運動すること
選挙当日に、過去の選挙運動の記事を拡散させる
と違反となります
（フェイスブックのシェア等が該当）
。
●演説その他言論による選挙運動
言論による選挙運動は、有権者にとっては候補者
の人物や政見を知るのに役立ち、また、候補者にとっ
ては有権者に直接訴えることができます。
個人演説会

候補者が施設で演説をすること。

街頭演説

候補者が、街頭や公園・空き地などで
演説すること。

連呼行為

短時間に一定の短い文言を連続反復し
て呼称すること。演説会、街頭演説、
選挙カーで行うことができる。街頭演
説や選挙カーでは、８:００～20:００までの
間しかできない。

自由にできる選挙運動
個々面接など

道路などでたまたま知人などに会った
時に、その機会を利用して投票を依頼
すること。会場や工場の休憩時間など
を利用して、選挙運動を行うこと。

電話による選挙運動 自由に行える。

禁止されている行為
●戸別訪問
何人も、投票を依頼することや、投票を得させな
いために戸別訪問することは禁止されています。選
挙運動の期間前、期間中を問わず禁止されます。
選挙運動のために、演説会や演説があることを告
知することや、特定の候補者の氏名を言い歩くこと
も戸別訪問になります。
●飲食物の提供
候補者は、有権者に対し湯茶とお茶うけ程度の菓
子を提供することを除き、飲食物の提供が禁止され
ています。ただし、選挙運動に従事する者及び選挙
運動のために使用する労務者に限り、限られた数と
単価の弁当を提供できます。
選挙運動は、法律で細かく制限されます。これ
は、有権者が候補者を公平に選ぶためでもありま
す。
もしも、自分にとってベストな候補者がいなけ
れば、ベターな候補者を選ぶなど、棄権すること
なく、大切な１票を有効に生かしましょう。
吉野ヶ里町の未来は、あなたの１票にかかって
います。
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３月25日（日）は町長・町議会議員選挙の投票日。

いざ！投票！
大事な１票投じよう！
私たちの声を反映させるための大切な選挙です。
大切な１票を投じてください。

問

選挙管理委員会事務局（三田川庁舎総務課内） ☎53-1111

投票できる人
●平成12年３月26日までに生まれた人
●平成29年12月19日までに吉野ヶ里町に転入届をし
た人
※町長・町議会議員選挙では吉野ヶ里町を転出する
日をもって投票権を失います。
選挙当日の投票所
投票所と対象地区は別表のとおりです。入場券に
記載していますので、確認のうえお越しください。
指定された投票所以外では投票できませんので注意
してください。
※平成30年３月10日以降に、町内の他の区域に「転
居」した人は、転居前の区域の投票所（投票所入
場券に記載）で投票してください。
●投票所一覧
投票所

4

対

象

区

域

第１投票区
坂本公民館

小川内、永山、坂本、松隈

第２投票区
東脊振庁舎

上石動、下石動、西石動、上三津東、山田、
原谷川、寺ヶ里、下三津西、三津住宅、肥前
医療センター病棟、肥前医療センター宿舎、
肥前職員寮、下三津東、在川、大曲、松葉、
大曲アパート

第３投票区
横田公民館

横田、川原団地、大曲宿舎、永田ヶ里、中の
原団地、大塚ヶ里、辛上

第４投票区
目達原公民館

新宮田、目達原、目達原西団地、目達原東団
地、上中杖上分、営内

第５投票区
中央公民館

苔野、吉田、若楠園、萩原、萩原団地、鳥ノ
隈、吉野ヶ里、田手村、田手宿、力田

第６投票区
ふれあい館

衣村、伊保戸、曽根、上中杖、下中杖、上豆
田、上豆田団地、下豆田、箱川上分、箱川下
分、乙ノ馬手、下藤、田中、立野、エレクト
ロ、立野団地

広報
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投票時間

７:00～20:00

投票所入場券
はがきで個人あてに郵送します。届いたら、住所、
氏名、投票所を確認し、投票当日忘れずに持参して
ください。入場券が届いていない場合でも、選挙人
名簿に登録されている人は投票できますが、本人確
認のため、免許証等の提示を求めることがあります。
ご了承ください。
投票方法
投票は町長選挙、町議会議員選挙の順で行います。
①投票所の受付名簿対照係に入場券を渡してくださ
い。なお、代理投票を希望する人は、この時にお
申出ください（入場券は選挙人名簿と対照後、返
却します）。
②投票用紙交付係に入場券を提示して、町長選挙の
投票用紙（薄いピンク色）を受け取ってください。
③投票用紙に、町長選挙の候補者一人の氏名を記入
します。
④町長選挙の投票箱に投函します。
⑤投票用紙交付係に入場券を渡して、町議会議員選
挙の投票用紙（あさぎ色）を受け取ってください
（入場券は、ここで回収します）。
⑥投票用紙に、町議会議員選挙の候補者一人の氏名
を記入します。
⑦町議会議員選挙の投票箱に投函します。
代理投票
身体的な障害や怪我などにより、自分で候補者の
氏名を書くことができない人のために、代理投票制
度があります。代理投票を希望する人は、投票所受
付にお申し付けください。投票の秘密は固く守られ
ます。
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不在者投票の流れ 不在者投票は郵送で行うため時間がかかります。
利用する場合は早めに請求書を送付してください。
①投票用紙を請求（郵送）

町のホームページや最寄りの選挙管理委員会で書式を取得。記入したものを郵送。
※メールやFAXで請求できません。
※本人の自書のみ有効です。

②投票用紙等を受け取る。

吉野ヶ里町
選 挙 管 理
委 員 会

※中に入っている封筒を開封すると投票できないので注意！
有

権

者

③届いた書類一式を持参

最寄りの選挙管理委
員会で投票

投票上の注意
●投票用紙には候補者１人の氏名のみを記入し、そ
れ以外の文字や記号は書かないでください。
●候補者の氏名は、投票所に掲示してある一覧表を
よく確認して記入してください。
※次のような場合は投票が無効になります。
●所定の用紙を用いない投票
●二人以上の候補者の氏名（政党名）を記載した投票
●候補者の氏名（政党名）のほか他事を記載した投票
（例）
「○○さんへ」
「○○さんに」
「当選」など
●候補者の誰を書いたのか確認し難い投票

期日前投票

投票日当日に、投票に行けない人は期日前投票制
度があります。
期間

３月21日（水・祝）～３月24日（土）
８:30～20:00

場所

町民集会所（中央公民館裏）

持参するもの
●入場券
※届いていない場合でも、選挙人名簿に登録されて
いれば投票できます。
投票までの手続き
投票所で、宣誓書（入場券裏に記載）を記入して
いただきます。投票方法は、当日と同じです。

④選管が投票済みの投票用紙を郵送

不在者投票

～投票用紙の請求はお早めに！～

病院や施設での不在者投票
病院や老人ホームなどに入院（所）中の人は、そ
の病院･施設が不在者投票のできる施設として指定
されている場合、施設内で不在者投票をすることが
できます。この場合、病院や施設の職員に不在者投
票がしたい旨を伝えてください。
滞在地での不在者投票
仕事の出張などで、遠方に滞在している人は滞在
先の市区町村で「不在者投票」ができます。
投票までの流れ
有権者は「不在者投票宣誓書兼請求書」を自書し、
吉野ヶ里町選挙管理委員会へ郵送します。選挙管理
委員会は、滞在地に投票用紙一式を郵送します。有
権者はこれを持って滞在地最寄りの選挙管理委員会
で投票を行ってください（詳細は上記フローをご確
認ください）。
※不在者投票は郵便を利用するため時間がかかりま
す。早めにお申出ください。
開票所（選挙会会場）
開始 ３月25日（日） 21:00～
場所 東脊振健康福祉センター「きらら館」
※参観人スペースから自由に見ることができます。
入場券について
投票所入場券は、投票の日時や決められた投票
所を有権者の皆さんにお知らせし、投票所での本
人確認を行うためのものです。なくさないように
注意をお願いします。入場券をなくしてしまった
場合やまだ届いていない場合でも、選挙人名簿に
登録されていれば、投票できます。その際は、運
転免許証など本人確認書類を持参していただくと、
手続きがスムーズです。なお、入場券の発送は告
示日（３月20日）から始まります。
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第11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９日（土）、吉野ヶ里町青少年育成町民会議（多良正裕会長）が中央公民館で「第11回少
年の主張大会」を開催しました。多くの来場者のなか、町内の小・中・高校生24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。

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

東脊振小学校 小田

悠貴

優 秀 賞

三田川小学校 大隈

千桜

小学校５年生の部

最優秀賞

みんなに知ってほしい認知症
東脊振小学校

小田

悠貴

最優秀賞

三田川小学校 於保

南海

優 秀 賞

三田川小学校 生島

侑輔

三田川中学校 生島

優希

優 秀 賞

三田川中学校 福田

光琉

た時、トイレにいった祖母が部屋に
もどってこなかった事です。ぼくが、
様子を見に行ったら、トイレにはい
う言葉を聞きます。では、認知症と
はどういう病気かみなさんは知って
いますか。
認知症とは、次々に色々な事を忘
れていってしまうことです。認知症

中学校２年生の部
最優秀賞

三田川中学校 太田

彩花

優 秀 賞

東脊振中学校 湯田

佳凜

が進んでいくとちょっとした忘れか
ら大きな忘れになって他人にも迷わ
くをかけてしまう事があるのです。
ぼくの祖母が認知症になってから

高校生の部
最優秀賞

神 埼 高 校 森

健登

優 秀 賞

三 養 基 高 校 内田

麗奈

優 秀 賞

神埼清明高校 宇山

佳帆

６年近くたちます。ずっと周りの人
に助けてもらいながら、一人ぐらし
を続けたけど、この夏母の兄の所に
行くことになりました。
認知症になった祖母は、何回も何
回も、
「今日は、学校休みなの？」と
聞いてきたり、その他にも同じこと
を何度も言われたりしました。母か
らは、
「遊びながらでもいいからおば
あちゃんを見ていてね」と言われた
事もあります。だけど、ゲームをし
たい時やテレビを見たい時もあって、
ずっとお世話をするのは無理でした。
祖母は、いつも笑っている人でや
さしくてぼくをたくさんかわいがっ
てくれました。でも、大好きだった
祖母にぼくはやさしく出来ず、イヤ

2018.3

の時は、自分のしたいことを優先し
一番こわかった事は、祖母の家で

今、テレビなどでよく認知症とい

最優秀賞
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たのだろうと後かいしましたが、そ

母が片づけをぼくがテレビを見てい
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で、もっとやさしくしてあげなかっ

てしまいました。

小学校６年生の部

▲表彰式

だなと思う事も正直ありました。後

ない。玄関にくつがないことで気づ
きました。あわてて外に出たけど、
祖母の姿は見あたりませんでした。
母に伝えて二人で必死に探し回りま
した。結局、近所の人の家にいたけど、
探している間、川に流されたんじゃ
ないか、変な人について行ったんじゃ
ないか、散歩しに行って帰ってこれ
なくなったんじゃないかと色々な事
が頭をよぎりドキドキがとまりませ
んでした。その後は、祖母が外に出
る時は、そっと遠くからどこに行く
のか見守ることにしました。
認知症は、自分にとって大切な住
所、電話番号、名前さえだんだん分
からなくなる。その事を理解してい
たのか分からないが、祖母の部屋の
あちこちから、たくさんのメモが見
つかりました。そのメモには、住所・
名前・薬を飲んだ日・家族の名前が
書いてありました。祖母も忘れたく
なかったんだと思います。
ぼくは、少しずつ変わっていく祖
母を６年間ずっと見てきました。こ
れからもずっと見守るつもりでした。
夏休みのある夜、母に話があると
言われていやな予感がしました。ぼ

くは、母に「おばあちゃんの事？」

の時は、普通の人と変わらない付き

ちが、オリンピックと同じように色々

と聞きました。最近母の様子がいつ

合い方をしてほしいです。

な競技で競います。私はパラリンピッ

もと違っていたし、祖母は体調をく

みなさんの理解があれば互いに楽

ずしていたから、最初は入院だと思

しく暮らせる時間がきっと増えるは

いました。けれど、祖母が母の兄の

ずです。

くて、ぼくはうずくまって泣きまし
た。母も声をあげて泣きながら、た

小学校６年生の部

ごい記録を出している人もいます。

最優秀賞

人それぞれの顔と体
三田川小学校

くさん考えて、悩んだけど祖母の幸

於保

もちろん、それだけの努力はしてい

南海

るから」と人から言われるのは、大

れたので、ぼくは、野球に例えて、
「お

きな間違いだ、と思います。

母さんは、６年間フル出場したから、

2020年、東京オリンピック・パラ

兄ちゃんに監督が選手交代決めたん

リンピックが開催されます。みなさ

だよ。その監督はおじいちゃんだっ

祖父は、去年の元旦に亡くなった。
ぼくは、祖父が母の兄にお願いした
んだと思いました。ぼくもさびしく
て、悲しくて辛かったけど、祖母の
事を考えると母の兄と一緒に暮らし
た方が安心だし、幸せだと思いまし
た。それからは、出来るだけ祖母と
過ごしたいと思い、ぼくの家にも連
れてきました。一緒にラジオ体操を
したり、買い物をしたり、ご飯を食
べたりしました。祖母はいつも笑顔
で楽しそうでした。ぼくももちろん
楽しかったです。
だけど、とうとう祖母とのお別れ
の時が来ました。祖母には、自分の
家に戻って来られない事を話してい
なかったから、
「いってらっしゃい」
と送りだしました。最後にあく手を
した祖母の手が温かくてサラサラし
てとても気持ちよかったことを覚え
ています。ぼくは、必死になって涙
をこらえて見送りました。
この経験でたくさん学んだ事をみ
んなに伝えたいと思いました。一番
大事な事は、家族が認知症という事
を認め受け入れる事です。次は、周
りの人に理解をしてもらい、協力し
てもらう事です。普通の人より忘れ
るスピードが速かったり、手順が違っ
たりするけど、助けてもらえば普通
の生活が出来るので困っていたら声

間だと思います。人は顔や体で判断
ら思いました。
「『しょうがい』があ

した。そして、
「どう思う？」と聞か

はげましました。

ると思いますが、やっぱり人間は人
するものではないとテレビを見なが

せを思い決断した事を話してくれま

たと思うよ」と母が一番辛いと思い

「しょうがい」があっても、競技をし
ている姿を見ると、普通の人よりす

家に行くという話でした。母の兄の
家は神奈川だから、想像もしていな

クをテレビで見たことがあります。

みなさんは、人の視線を感じたこ
とはありませんか。私は人の視線を
感じることがあります。理由は、私
の弟は耳が聞こえない難聴だからで
す。
人それぞれ、顔や体は違います。
生まれつき目が見えない、生まれつ
き足がない、生まれつき耳が聞こえ
ない、生まれつき心臓が悪い、など
様々です。このことを「しょうがい」
と言います。私の弟は、その中の一
人です。弟は生まれつきの難聴で、
補聴器を両耳に付けています。スー
パーなどに行くと、すれちがった人
が振り返って二度見されることがよ
くあります。たまに、お出かけすると、
ダウン症の人と会うことがあります。
そのような「しょうがい」がある人

ん、オリンピックだけでなく、ぜひ
パラリンピックも見て下さい。
「しょ
うがい」があっても、私たちと同じ
人間だということを、自分の目で確
かめて下さい。
私は、
「しょうがい」がある人が、
二度見されたり、ひそひそ話をされ
たりすることがない社会を望んでい
ます。された人だけでなく、その人
の家族もとても嫌な気持ちになるこ
とをみなさん、理解して下さい。
そして、
「しょうがい」がある人が
安心して暮らしていけるような社会
になっていくといいなと思います。
中学校１年生の部

将来の夢

最優秀賞

三田川中学校

生島

優希

がいると、ほとんどの人が振り返っ
て見ていますが、私はそのようなこ
とは、
していけないことだと思います。
私は、二度見されるかもしれない
と思うと考えることがあります。そ
れは、
「別に見る理由はない」という
ことです。人間はみんな同じで「しょ
うがい」があることを変だと思うこ
とはおかしいと思います。同じ人間
なのに、自分と違うからと言って、
おかしいと思うのは、逆におかしい
と 私 は 思 い ま す 。私 は そ の よ う な
「しょうがい」があることは、その人
だけが持つ個性だと考えています。

をかけ、見守ってほしいです。認知

みなさんは、パラリンピックを知っ

症は年々増加しています。みなさん

ていますか。パラリンピックとは、

の家族にもいるかもしれません。そ

世界中の「しょうがい」がある人た

私の将来の夢。それは、助産師に
なることです。助産師の仕事は、赤
ちゃんをとりあげること。そして、
妊婦、じょく婦、新生児の保健指導
をすることです。産まれたばかりの
赤ちゃんやお母さんが、これから一
緒に暮らすためにサポートをします。
私がこの仕事に興味を持ったのは、
あるドラマがきっかけです。そのド
ラマでは、助産師が産婦人科の医師
と一緒に、無事に赤ちゃんが産まれ

2018.3 広報
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るように最善をつくしていました。

ました。そして、それと同時に、将

をしないのか聞いてみました。する

そして、赤ちゃんが産まれた後もお

来少しでもその数を減らす手助けが

と、返ってきた言葉は思いもよらぬ

母さんや家族に寄り添い、幸せにな

できたらなあとも思いました。

ものでした。
「だって、練習せんでも

れるように精一杯頑張っていました。

妊娠中の母親のサポートや生命の
誕生という神秘的な瞬間の立ち会い、

すると同時に、ただただ悔しく怒り

になりたいと思うようになりました。

出産後のお母さんや赤ちゃんの保健

がこみあげてきました。涙が出そう

そして、母子共に健康で、幸せな暮

指導など、さまざまな場面に対応す

で、でもここで泣いたらもう勝てな

らしができるようにサポートするこ

る助産師の仕事は簡単なことではな

いような気がして必死にこらえまし

とが私の夢です。

いと思います。しかし、母親の「周

た。でもその友達が言っていること

私は、二つ上の姉、私、一つ下の

りの人の支えがあったから頑張れた

が決して間違いではないということ

双子の弟の四人兄弟です。私達四人

んだよ。だから、今、幸せな暮らし

をわかっている自分もいました。だ

は、年齢も近いので、私達四人が小

ができているんだよ。」という言葉を

からこそ絶対にこの友達よりも速く

さい頃は、母親は大変だったと思い

一人でも多くのお母さんが、笑顔で

走れるようになりたいと強く思うよ

ます。一つ下の双子の弟を育てる時

言えるような環境づくりの手助けが

うになりました。しかし、どんなに

に苦労したことを母親に聞いたこと

できたら、とてもうれしいことです。

練習を頑張ってもその友達のタイム

がありますが、母は、
「赤ちゃんが二

私もたくさんの人に支えてもらいな

に追いつくことができません。練習

人いて大変だった」と、言っていま

がら、今の幸せがあります。私も将

をしていない友達が私より速いので

した。一人の赤ちゃんが泣くともう

来は助産師になって、たくさんのお

す。私は、悔しくてたまらず、それ

一人の赤ちゃんも泣いたり、ミルク

母さんと赤ちゃん、そしてその家族

からさらに部活動に一所懸命取り組

を同時に欲しがったり、おむつを替

をもサポートしていき、みんなが笑

みました。たった100メートル15秒に

えるのも2人分です。一人のお世話

顔でいっぱいになるような助産師に

も満たない一瞬の戦いなのに結果は

が終わったと思うと、もう一人…。

なりたいと思います。

いつも同じ。友達は練習をしていな

昼も夜も休む暇もなく、寝る時間も
なく、どんなにハードな毎日だった
ことでしょう。また、妊娠中も双子
だとリスクも大きく、母親の体の負
担も相当あったようです。考えてみ

いのに、どんどん記録を縮め、私と
中学校２年生の部

努力すること

の差を広げていきました。何故だろ

最優秀賞

三田川中学校

太田

うとそのことだけがいつも頭に引っ

彩花

かかっていました。そして、私は気
づいたのです。あの友達には「才能」

ると、弟たちが赤ちゃんの頃は、私

があるのだと。もったいないと思い

は1歳、姉は3歳です。母は、
「周り

ました。私にも同じ「才能」があっ

の人の支えがあったから頑張れたん

たら、その力を最大限に生かせるの

だよ。だから、今、幸せな暮らしが

に。だから友達が練習をしないこと

できているんだよ」とも、話してく

が本当に理解できず、悔しいばかり

れました。母親の頑張りの裏側には、

でした。結局、その友達の記録に追

家族みんなのサポートはもちろん、
その他の周りの人たちの支えがあっ
たのです。そして、私は、母の話を
聞いて、一人では大変なことでも、
周りの人の支えがあることで乗り越
えられることがあるんだなあと改め
て思いました。今の幸せな暮らしが
できているのは、周りの人のおかげ
でもあるということに感謝をしなけ
ればならないと思いました。
一方で、家族や周りの人になかな
か手助けをしてもらう環境になく、
お母さんが孤独感でストレスを感じ、
虐待をしてしまうという事を聞いた
こともあります。虐待もさまざまな
種類がありますが、現在、児童相談
所に相談されているだけでも、年間
12万件を超えているそうです。私は、
この事実を知ったとき、とても驚き

8

彩花には勝てるもん」。私はびっくり

その一生懸命さに感動して、助産師
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あなたにとって「努力」とは何で
すか。自分の人生に大きな影響をも
たらすもの、自分に自信をつけてく
れるものなど人それぞれだと思いま
す。私にとって「努力」とは自分を
成長させてくれるものです。このよ
うに考えるようになったのは、次の
ような体験をしたからです。
私は中学校に入学し、陸上競技部
に入部しました。陸上競技には、た
くさんの種目があります。私はその
中から100メートル走を専門競技に選
択しました。一緒に入部した友達も
同じく100メートル走を選びました。
同じ時期に練習を始めたはずなのに、
私はその友達のタイムになかなか追
いつくことができませんでした。あ
る日の部活中、その友達は練習をせ
ずに遊んでいました。私は何故練習

いつけないまま、大会のシーズンが
終わりました。冬になると、体力づ
くりのための走り込みが始まりまし
た。
もともと体力がない私には、地獄
のような毎日でした。それでもなん
とか頑張って冬を乗り切りました。
春になり、久しぶりに短距離を走る
と、なんだか体が軽く、風を切って
走っているのがとても気持ちよく感
じました。そして、先輩にも褒めら
れることが増え、走ることをさらに
楽しいと感じるようになりました。
そして迎えた大会当日。私は今まで
頑張ってきた自分を信じて大会に挑
みました。緊張で胸が押しつぶされ
そうでしたが、今までの練習の成果
を発揮できるよう精一杯走り抜きま
した。結果は、0.07秒、私のタイム

が速かったのです。嬉しさで心が満

皆さんは聞いたことのない病名かも

話してくれます。当時はありがたみ

たされ、今まで努力を続けてきて本

しれません。

も分からず、反抗ばかりしていまし

当によかったと思いました。

僕に心臓病があると分かったのは

たが、今では感謝しかありません。

その後、私はリレーのメンバーに

母のおなかにいるときでした。出産

今は中学から始めた弓道を部活と

も選ばれました。メンバーは３年生

後すぐ福岡のこども病院に搬送され

しても取り組んでいます。最初は嫌々

が１名、私たち２年生が３名でした。

手術しました。現在も年に１度の検

でしたが、練習して結果が出始める

ある日リレーの練習をしていると、

査に行っています。僕がこのことを

といつの間にか夢中になっていまし

先輩にこんなことを言われました。

人に話すと、よく驚かれます。確かに、

た。フットサルやサッカーも、以前

「私は、３年生の仲間とリレーに出た

普段生活している中で病気のことで

とは違う視点から楽しむこともでき

かった。でも、頑張っていた彩花が

支障をきたすことはほとんどありま

ています。

速くなったことが私も嬉しい」。私は

せん。それくらい病気のことを気に

なにか障害があるから前に進むの

その言葉を聞いて、友達のタイムを

せずのびのびと生活しているからで

を止めるのではなく、視点を変え前

抜いたときよりも、大きな喜びを感

す。しかし支障を感じることが全く

に進むことが重要だと僕は考えます。

じました。そして、これまで頑張っ

ないわけではありません。

これは学校生活でも同じです。この

てこられたのは先輩の支えがあった

僕の中で心臓病になって特に辛

年代になるといじめや友達関係で学

からこそだときづきました。すると、

かったのは好きなこと・ものが制限

校に行きにくくなったり、最悪だと

これまでの辛かった練習や、悔しい

され、できなくなったことです。僕

自ら命を絶つ人もいます。しかし、

思いがすっと消えていきました。

は体を動かすことが大好きです。し

困難な状況を違う視点から考え見る

私にとって努力とは、自分が成長

かし、心臓病を持っていることで好

ことで新たな光が見えてくるかもし

していくうえで欠かせないものです。

きなだけ動き回ることができません。

れません。生きている限り、その与

確かに努力をしなくてもできること

生まれついての病気なので、幼いこ

えられた人生を楽しむ権利が僕たち

はありますし、また、努力しても叶

ろから激しい運動は注意されていま

にはあります。僕は好きなことを制

わないこともあると思います。しか

した。しかし僕のわがままで、両親

限されました。しかし、そのおかげ

し、目標に向かって努力し続けるこ

と先生方の了承を得て、５歳のとき

で新たな可能性を見出すことができ

とが大切なのではないでしょうか。

にフットサルを始めることができま

ました。僕に心臓病がなかったらと

私は、結果が出るまでに１年かかっ

した。自分にとっては大好きな運動

考えることもあります。しかし病気

たけれど、自分を信じて努力を続け

ができる、思いっきりボールが蹴れ

あっての僕の人生です。だから僕は

てきて本当によかったと思います。

る、フットサルができる喜び、楽し

生きている限り多くの可能性を見出

努力をしても成果が出ず、諦めそう

みでしかたありませんでした。しか

し、形で残していきたいと思います。

になることもあるかもしれません。

し母からしたらとても心配だったと

それが僕にとって、生きている意味

でも、そこで諦めないことが大切な

思います。それでも母は、無理をし

だからです。

のです。結果よりも、その頑張った

ないことを約束に僕の好きなように

過程こそが自分にとって大きな宝物

させてくれました。本当に感謝して

となるのです。私は今、自分を誇り

います。親の支えもあり、小学生ま

に思います。そして、これから、ま

では楽しくボールを蹴ることができ

た新たな目標を定め、それにむけて

ました。

努力し続けます。

若い経営者の主張大会
県青連会長賞受賞
貞島博文さんが意見発表

しかし、小学校６年生の夏、こど
も病院の担当の医師の一言で僕の人

高校生の部

生は変わりました。それは、
「激しい

最優秀賞

「生きるということ」
神埼高等学校

運動は禁止、体育の授業でさえも無

森

健登

理をしない方がよい」ということで
した。つまり、フットサル禁止とい
うことです。僕の頭の中は真っ白に
なりました。それに加え、12歳とい
う思春期の真っ只中での宣告だった
ので、僕の親に対する反抗は強まり
ました。
「どうしてこんな体に産んだ
の」。毎日のように母にあたっていま

心臓病、これが僕の体の中にいる
厄介なものです。僕は生まれつき心
臓が悪く、今もこの病と闘い続けて
います。病名は完全大血管転位症。

した。なんで自分だけ好きなことを
できないのだろう。そう考えるたび
に母は『健登の命はたくさんの人が
関わって助けてもらったんだよ。』と

アトラクションとして、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
の貞島博文さん（貞島司法書士事
務所）が意見を発表しました。青
年部での活動を経て、自身の目指
すべき姿が見えてきた貞島さん。
「先輩方から受け継いだ地域振興
のバトンをつなげていきたい」と
声高らかに話しました。
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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

１/25

まちトピ

町スポーツ推進委員が
全国・九州地区表彰を受賞

生徒が考えた献立

町スポーツ推進委員の多良寛国さん=永山=が「全
国スポーツ推進委員功労者」に、野口力さん=萩原=・
河口田鶴美さん=目達原=・福光愛子さん=山田=は「九
州地区スポーツ推進委員功労者」として表彰されまし
た。
この表彰は、長きにわたり地域のスポーツ振興活動
に熱心に取り組み、多大に貢献している人に行われる
ものです。皆さん各種スポーツ行事の企画・運営に積
極的に取り組まれ、地域住民の健康づくり・体力向上
に献身的に取り組まれてきました。
受賞おめでとうございます。

町内小中学校の給食に、三田川中学校２年生が家庭
科の「食生活と自立」の授業で作成した献立が取り入
れられました。メニューは、違う食感を楽しむ「ポテ
トサラダ蓮根チップス添え」や、お祝い事の際に食べ
る郷土料理「炒り焼き」など３日間で７種類。佐賀県
産の野菜、旬の食材を取り入れ彩りもばっちりです。
佐藤陽奈さん＝立野＝は「栄養バランスが難しかった。
おいしいです」と笑顔。
給食調理施設クッキングセンター佐賀の紹介ムー
ビー「みんなの給食ができるまで」を見ながら、楽し
くおいしい給食の時間となりました。

左から

（木）

１/26
（金）

三田川小学校体育館で同小学校４年生100人を対象
にブリヂストンサッカー教室が開催されました。この
教室はブリヂストン佐賀工場のリサイクルパートナー
事業の一環として、サッカーを通じてチームワークの
大切さや、人を思いやる心を学んでほしいと毎年実施
されています。
２人、３人と組む人数を増やして、声を掛けあいな
がらボールに慣れ、息の合った動きができるように
なったところで紅白戦を行いました。女子児童が試合
を始めると、男子児童から檄が飛びます。
「いけ！ゴー
ル！」応援でもプレイでも一生懸命の児童たち。
「難
しいけど、楽しい！」と笑顔で答えてくれました。

広報

（金）

（月）

多良さん、福光さん、河口さん、野口さん

サッカーを通じて学ぶ
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１/26 １/29
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真島清弘さんに
内山文化賞

１/29
（月）

わかば川柳会の代表や佐賀番傘川柳会の副会長を務
める真島清弘さん（76）=横田=が、
「第31回内山文化賞」
を受賞しました。同賞は佐賀市文化連盟から芸術文化
の向上に貢献した人に贈られるものです。真島さんは、
約50年にわたり佐賀番傘川柳会の運営や発展を支え、
川柳の普及に寄与したとして表彰されました。受賞を
受け「襟を正して、さらに頑張らないといけない気持
ち。健康が続く限り、邁進していきたい」とコメント。
また、
「自分の気持ちを自由に表現できるのが川柳。
多くの人と出会い、つながりができた」と長年の活動
を振り返りました。

将来の決意新たに

２/１ ２/７
・
（木） （水）

声援受けて駆ける

２/16 2/18
〜
（金） （日）

今年も「第58回郡市対抗県内1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
272.8kmを駆け抜けました。
吉野ヶ里町は神埼市と合同で出場（町在住の選手は
19人）。大会初日道のりは、基山町から嬉野市までの
11区間101.7㎞です。第３区間の三田川庁舎前には、
三田川小学校児童など多くの人が集まり、選手たちに
声援を送りました（写真は吉村仁志選手=西九州大学
=）。
今年の神埼・吉野ヶ里チームは、前大会より順位を
２つ上げ、８位になりました。

地域で自分らしく
生きるために

タグラグビーで
笑顔たくさん

２/３
（土）

（一社）神埼市郡医師会が神埼市中央公民館で､ ｢在
宅医療と介護の連携」をテーマに市民公開講座を開催
しました。
講演は、江頭歯科医院の江頭秀明院長、神埼薬局の
千代延誠治薬剤師、こすもす苑の小川由紀美ケアマ
ネージャー、神埼市役所高齢障がい課の中島貴尋さん
ら４人の講師により、それぞれの職種の立場から、現
時点での取り組みを話されました。
会場には、住民や関係者等多数の方が参加され、本
テーマへの関心の高さが感じられました。
当町と神埼市は、神埼市郡医師会に在宅医療・介護
連携推進事業を委託しています。今後も各関係機関及
び多職種が連携した事業の推進が期待されます。

まちトピ

町内の中学校で立志式が行われました。今回立志式
を迎えた生徒は、東脊振中学校63人、三田川中学校88
人。先生・生徒や保護者が見守る中、生徒たちはステー
ジに立ち、将来の夢やなりたい自分と決意の言葉を声
高らかに宣誓しました。
三田川中学校では記念講演が行われ、同中出身のピ
アニスト・八谷晃生さん（26）=田手村=が登壇。演
奏を交えながら「やれることとやりたいこと」と題し、
夢を持つことの大切さを話しました。

2/20
（火）

九州電力キューデンヴォルテクスが、東脊振小学校
で「タグラグビー教室」を開催しました。タグラグビー
とは、タックルのような身体接触がなく、誰でも安全
に楽しむことができるボールゲームです。同チームの
吉岡コーチの指導のもと、５年生73人が体験。児童は
ミニゲームを通じ、パスの仕方や動き方のコツを覚え
ていき、試合に挑戦しました。シンプルなルールで、
激しい接触もないので、皆で楽しくプレーすることが
でき、運動場のあちこちで笑い声や歓声が上がってい
ました。
「皆と楽しく対戦できて嬉しかった。またやりた
い！」と笑顔で答えてくれたのは深堀悟史さん。なお、
タグラグビーの道具一式は、小学校へプレゼントされ
ました。

2018.3 広報
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TOPICS
高齢者の事故多発！

問

総務課交通防災係
（三田川庁舎） ☎37-0330
神埼警察署
☎52-2114

※

高齢者が第一当事者 となる交通事故が佐賀県内ワーストに…
※第一当事者とは、過失大の直接事故の原因を作った当事者

行トピ

運転の際は次のことに気を付けましょう。
◦横断歩道を渡ろうとしている人がいれば、車両は
必ず停止し、歩行者を横断させなければ、交通違
反となるので注意してください。
◦運転中の携帯電話は危険です。
絶対にやめましょう。
◦車 間距離を十分に取って、追突事故を防止しま
しょう。
◦シートベルトは必ず着用しましょう（後部座席を
含む）。
◦夕暮れ時の早めのライト点灯をお願いします。

平成29年中に県内で発生した交通事故のうち、高
齢者が関係する交通事故の居住地別（町内に住所が
ある人）発生件数が、
「人口1万人当たり県内ワー
スト」また、発生地別（町内で発生）件数について
も依然として多発していることから、交通事故を減
らすには皆様のご協力が必要です。一人一人が交通
ルールを守り、特に交差点・右左折時にはくれぐれ
も注意し、時間に余裕をもって交通事故を起こさな
い、遭わないよう安全運転に心がけてください。

「みっつの３」
運動で事故
をなくそう

①３秒間の車間距離
②３秒、30ｍ（方向指示器）の徹底
早めの合図は周囲への思いやり運転。

③３分前の出発

「焦らず」
「急がず」
「安全確認」

吉野ヶ里町内人身事故交差点マップ

至東脊振インター

至鳥栖

6

（平成29年度中）

中副交差点
385

久留米分岐交差点

鶴交差点

6

吉野ヶ里公園駅前交差点
吉野ヶ里公園

吉野ヶ里公園駅

12

陸上自衛隊
目達原駐屯地

4
19
神埼駅

有料広告

12
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＝10〜25件
＝５〜９件

飯町交差点

34

苔野交差点
吉野ヶ里町田手交差点

＝１〜４件
11件〜
５〜10件
１〜４件
※交差点付近の事故も含む

行政トピックス

国民健康保険加入の皆様へ

②入院時食事代の自己負担額が変わります
入院中の食事代について、住民税課税世帯は１食
あたりの自己負担額が360円となっていますが、平
成30年4月より「1食460円」に改正されます。

土地改良区・農業再生協議会
臨時職員募集
必要書類

履歴書（写真添付）

募集期間

３月５日（月）～３月12日（月）
8:30～17:15 ※土・日・祝を除く。
※郵送の場合は３月12日消印有効。

勤務地
土地改良区
農業再生協議会

業務内容

東脊振庁舎
２階農林課

募集人員

有料広告

法、戒名彫刻
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

勤務形態

雇用期間

月13日程度
１日７時間45分 平成30年度
４月～３月
月15日程度

農林課（東脊振庁舎）

☎37-0347

休 日

社保

雇保

土、 日、
祝日

×

〇

１日７時間45分

※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

賃 金

日給6,300円
１人

申・問

◦応募者多数の場合は、書類選考及び後日の面接等
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。

２人
事務補助

保健課 国民健康保険係
（東脊振庁舎） ☎37-0345

行トピ

平成30年4月からの制度改正について
①都道府県と市区町村が一体となって国保を運営し
ます
【変わること】
◦財政運営の責任主体（市区町村から都道府県に移行）
◦保険証や限度額証などの様式（平成30年８月より
変更）
◦保険証の更新時期（４月から８月に変更）
 更新分の保険証は３月にはお送りしませんの
で、現在お持ちの保険証を７月までお使いくださ
い。更新分は7月下旬に郵送します。
【変わらないこと】 現行どおり町で行います。
◦保険証の交付、各種申請、届け出
◦国民健康保険税の賦課・徴収
◦高額療養費、出産育児一時金、葬祭費等の給付

問

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。

2018.3 広報
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健康づくり
高齢者の肺炎球菌予防接種
接種費用

次の対象者は、
平成30年３月31日までが接種期間です。
年齢

問

2,500円（接種医療機関の窓口で支払い）

持っていく物

平成29年度の接種対象者

65歳

昭和27年４月２日～昭和28年４月１日生

70歳

昭和22年４月２日～昭和23年４月１日生

75歳

昭和17年４月２日～昭和18年４月１日生

80歳

昭和12年４月２日～昭和13年４月１日生

85歳

昭和７年４月２日～昭和８年４月１日生

90歳

昭和２年４月２日～昭和３年４月１日生

95歳

大正11年４月２日～大正12年４月１日生

100歳

大正６年４月２日～大正７年４月１日生

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。

イラスト

健康づくり

※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。

生まれて
きてくれて

ありがとう

保護者氏名
野口

剛

高松

出

生

児

１月31日（水）、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）

地区（大字）

保護者氏名

出

児

地区（大字）

立野

堀川

征将

陽葵（ひなた）ちゃん

吉田

德充

蓮心（はすみ）ちゃん

吉田

江島

友和

駈（かける）くん

田手

河野

圭悟

有真（ゆうま）くん

豆田

山口

亮佑

葉月（はづき）ちゃん

松隈

進

太介

いろは

大曲

松尾

望花

美花（みか）ちゃん

三津

筒井

義和

稀心（きこ）ちゃん

大曲

福田

将一

紗蘭（さら）ちゃん

大曲

髙栁

雅臣

真那（まな）ちゃん

立野

塚本

裕樹

裕翔（ゆうと）くん

大曲

香月

哲平

琥徹（こてつ）くん

立野

眞木

寛

雄一（ゆういち）くん

箱川

井上

健信

結心（ゆうしん）くん

大曲

甲斐

慶哉

慶太郎（けいたろう）くん

吉田

内堀

瑛太

杏美（あみ）ちゃん

立野

田中

大朗

遥稀（はるき）くん

大曲

西村

大地

一心（いっしん）くん

立野

田中孝一郎

詠麻（えま）ちゃん

大曲

竹下

博文

玄真（はるま）くん

吉田

佐藤

栄作

紬（つむぎ）ちゃん

三津

大橋

貴裕

ひな

大曲

増田

拓也

瑠愛（るあ）ちゃん

豆田

島田

健史

莉緒（りお）くん

吉田

吉田

亘児

愛梨（あいり）ちゃん

田手

加藤

大器

衣真（えま）ちゃん

立野

松石

奨平

瑛虎（えいと）くん

大曲

牛嶋

茜

颯（いぶき）くん

立野

対 象 者
交付日時

注意事項

広報

生

由依（ゆい）ちゃん

ちゃん

ちゃん

平成30年度福祉タクシー利用助成券の交付
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保健課健康づくり係
（きらら館） ☎51-1618

 障手帳１～３級、療育手帳Ａ、精神障
身
害者保健福祉手帳１・２級を持つ在宅者
４月２日（月）から
8:30～17:00

問

福祉課障害者支援係
（東脊振庁舎）☎37-0343

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 1人1冊（500円×24枚綴）を交付します。
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。

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

2018.3

健康づくり
無料子宮頸がん検診のお知らせ
対象者
①佐賀県内にお住まいで、20歳～39歳の女性
※年齢の基準日は平成30年３月31日現在。
②過去に子宮頸がん検診を受診したことがない人
または前回受診後３年以上経過している人
日時

申・問

（公財）佐賀県健康づくり財団
健診部健診企画渉外課

☎37-3303

会場 〒840-0054 佐賀市水ヶ江１丁目12-10
佐賀メディカルセンタービル２階（旧好生館跡地）
公益財団法人佐賀県健康づくり財団 佐賀県健診・
検査センター
※平成30年１月からは、同センター内にプライバシー
確保に配慮した男女別エリアを設け、受診しやすい
環境を整えました。
料金 無料（自己負担はありません）
定員 40人【予約先着順】
申込期限 ３月23日（金）
受付時間 平日9:00～15:00

３月24日（土）※要申込み
9:00～
子宮頸がん検診
受診後～ 子宮頸がん検診基礎講座

問

健康づくり

お子様の予防接種はお済みですか!?

保健課健康づくり係
（きらら館） ☎51-1618

３月１日（木）から３月７日（水）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。
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

対象者

B型肝炎

回数

生後２～12か月（１歳未満）

ヒブ

３回
４回

生後２～60か月（５歳未満）

小児用肺炎球菌

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）

４回

麻しん
風しん（MR）

１期：１歳～２歳未満

１回

２期：年長児

１回

水痘（みずぼうそう）

１歳～３歳未満

２回

日本脳炎

３歳～７歳半まで
※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

３回

２種混合

11歳～13歳未満

１回

趣味の講座案内

P

健康づくりマップ
吉野ヶ里DE

申・問

公民館 ☎37-0341 東脊振公民館 ☎52-3499
糸kouminkan@town.yoshinogari.lg.jp

公民館では生きがいづくり・ふれあい交流の場として、趣味の講座を開催しています。
一緒に楽しいひと時を過ごして、趣味を見つけてみませんか？
講座名（講師）

童謡唱歌体験講座
童謡唱歌を歌ってみよう
（木下伸一先生）

受付期間
申 込 み

開催日・場所

内容

3月17日（土）･24日（土） 昔懐かしい童謡･唱歌を一緒に歌いま
13:30～15:30
しょう。うたの基礎から学びます。
東脊振公民館 大ホール ともかく声を出してみましょう。

材料代

準備する物

定員

無料

声を出す勇気

15人
【先着順】

３月５日（月）～16日（金）
電話、Ｅメールで受付。①名前②地区名③電話番号 を教えてください。
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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

【３月の催し】
日にち

時

間

行

事

対

３日（土）

１４:００～１６:００ 「工作室開放デー」

５日（月）

11:００～１２:００ 「マンデイ親子のつどい」

10日（土）

１４:００～１６:００

１２日（月）

象

定

員

材料代等

小学生以上

無料

未就学児親子

無料

「トレバー先生とフレンチトーストを
作ろう！」

申込締切

小学生以上

12人

100円

定員になり次第

１０:３０～１１:３０ 「フルーツ親子広場」

未就学児親子

10組程度

無料

定員になり次第

１７日（土）

１４:００～１６:００ 「ピンポン開放デー」

小学生以上

無料

定員になり次第

１９日（月）

１０：３０～１２:００ 「ドレミ広場」&「避難訓練」

町内在住の
未就学児親子

無料

23日（金）

１４:００～１５：００ 「環境講座」

どなたでも

無料

２４日（土）

１３:００～１６：３０ 「児童館ライブ♪」

どなたでも

無料

27日（火）

１４:００～１５：００ 「児童実行委員修了式」

どなたでも

無料

＊「トレバー先生とフレンチトーストを作ろう！」の受け付けは３月1日（木）からです。三田川小中学校のALTトレバー先生と一緒に、英語で話しながらクッ
キングしましょう♪
●19日/「避難訓練」は「ドレミ広場」が終わってからそのまま行います。町の消防車がやって来る予定です。水消火器を使って消火訓練をしましょう！
●24日/
「児童館ライブ♪」は、ダンス、バンド演奏、赤熊太鼓・・加えて今年はけん玉パフォーマンス。フィナーレは、
『ダンシングヒーロー』をみんなで踊りましょ
う（^^♪ 多くの人の来館をお待ちしています♪

お箏

1月19

日

たのしかった！

子

箏風会（中原教室）の皆さんが、東脊振幼稚園と吉野ヶ里保育園の子ども達に箏を演奏しました♪
「アンパンマンのマーチ」、
「さくら」などの演奏と「かさじぞう」の読み語り、箏に触れる体験も行い、
子ども達は「楽しかった～」と笑顔でした。

育

太極拳を体験しました♡

１月25

日

木

て

中国出身の張先生を招き、中国の一人っ子政策での一人っ子の人格を
ヒントに、人格形成の基礎になる幼少期の子育てでの大事なことなど、
興味あるお話をたくさんしていただきました。後半は、太極拳で、体を
動かしリフレッシュしました。

保健行事
行

事

名

定期健康相談
ワン・ツー体操
４か月児健診
７か月児健診

◆母子手帳は、きらら館で随時交付します。妊娠届出
書と印鑑、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。

日（曜）

受付時間

毎週月曜日

９:00～11:00

1（木）
6（火）

所

きらら館

対

象

者

持参するもの

一般町民
おおむね１歳半以上の幼児と保護者
平成29年11月生

13:15～13:30

平成29年8月生

飲みもの（水筒）
母子手帳 バスタオル

平成29年3月生

母子手帳

13:00～13:15

平成27年7・8月生

母子手帳 健康相談票

13:00～13:15

平成30年１月生

母子手帳 バスタオル

13:00～13:３０

平成28年7・8月生

母子手帳 健康診査票

7（水）

13:00～13:15

２歳６か月児相談

13（火）

２か月児相談

29（木）

１歳６か月児健診

23（金）

こどもの個別予防接種について

2018.3

保健課健康づくり係（きらら館）☎51-1618

10:20～10:30

12か月児相談

広報

場

問

13:00～13:15

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。

16

金

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

子育て
【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。
申 ・ 問 総務課秘書･広報係

☎37-0330

糸kouhou@town.yoshinogari.lg.jp

にしむら

西村

かもはら

蒲原

悠汰くん

わたる

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】

ゆう君お誕生日おめでとう☆
弟が可愛くて仕方がないお兄
ちゃん♡これからも優しいお
兄ちゃんでいてね♪

𠮷田

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】
2歳おめでとう☆宝物をポッ
ケに詰めて柚姉ちゃんとトト
ロ観て楽しいね！たくさん
咲って過ごそうね！

立野

下豆田

ゆう た

平成25年3月15日生まれ

よし だ

吉田
もと

お誕生日おめでとう!!これから
も沢山遊んで、沢山食べて元
気にすくすく大きくなってね
☆

永田ヶ里

ゆう ま

よこ お

悠真くん

横尾

平成29年３月27日生まれ

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】

【家族からのメッセージ】

1歳のお誕生日おめでとう♡
4月からは保育園だね♪
お友達と仲良く、これからも
たくさんの笑顔を見せてね♪♪

1歳の誕生日おめでとう！
ニコニコ笑顔が大好きです♥
優しく元気な子に育ってね！

しお だ

塩田

のぞむ

永田ヶ里

望くん

平成28年3月29日生まれ
【家族からのメッセージ】
あっという間の2歳！お誕生
日おめでとう！
これからも兄姉仲良く楽しく
すごそうね♡♡

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】
3歳のお誕生日おめでとう♡
優しいお兄ちゃんで大好きだ
よ♫これからも沢山思い出作
ろうね♡

図書室だより
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

著者名

屍人荘の殺人

今村

昌弘

図書館は逃走中

デイヴィッド・ホワイト
ハウス

クックパッドの毎日ごはん

クックパッド株式会社

安楽死を遂げるまで

宮下

洋一

こなものがっこう

塚本

やすし

おもちのかみさま

かとう

はじめてのおとうさんはウルトラマン

みやにし

おやすみなさいのおともだち

ハインツ・ヤーニッシュ

まふみ
たつや

※すべて吉野ヶ里町東脊振公民館でも取り寄せ可能です。

☆おすすめ本☆

て

図書名

育

≪中央公民館に新しい本が入りました！≫

子

●開館時間
●休館日

『僕と妻の1778話』

眉村 卓／著

妻が、悪性腫瘍のため余命１年と告げられた。
作家の夫は、妻に余計な心配をかけないように
する以外、できることはない。せめて、毎日気
持ちの明るくなるような話を書いて、読んでも
らおうと考えた―。１日１話を妻に捧げ、
「最終
回」まで。全1778話になった夫婦の歳月のな
かのメモリアルセレクション52編。５年頑張っ
た妻が亡くなった日までの、感動の創作秘話も
収録。

☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆

子どもに大人気！『科学漫画サバイバルシリーズ』

オールカラーの漫画で読みやすく、主人公たちが次から次におこる問題や疑問に
対して冒険や実験を繰り返し解決していきます。また、章ごとに科学知識としてプ
チ情報もあり、自然と知識が身についていきます。
生物・人体・技術・宇宙・地球・自然・災害などのジャンルに分かれており、今
では60冊以上のサバイバルシリーズが出版されていて、吉野ヶ里町公民館図書室
でも約40冊所蔵があり、子どもたちに大人気です！
子どもだけじゃなく大人が読んでも勉強になる『科学漫画サバイバルシリーズ』。
ぜひ手に取ってみてください！
※吉野ヶ里町公民館図書室にないシリーズでも他の図書館から借りる“相互貸借制度”があります。詳しくは職員までお問い合わせください。
☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆ ★ ☆
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お知らせ

申 ＝申し込み先
問 ＝問い合せ先

年金係からのお知らせ

春季全国火災予防運動

お知らせ

控除証明書の発送
この運動は、火災が発生しやすい
平成29年10月１日から12月31日 時季を迎えるにあたり、火災の発生
までの間に、初めて国民年金保険 を防止し、高齢者を中心とする死者
料を納付された人に対し、社会保 の発生を減少させるとともに、財産
険料（国民年金保険料）控除証明 の損失を防ぐことを目的としていま
書が平成30年２月に日本年金機構 す。
より発送されています。
平成29年度全国統一防火標語
○国民年金保険料は、全額が社会保 『火の用心 ことばを形に 習慣に』
険料控除の対象です。年末調整や 実施期間 ３月１日（木）～７日（水）
確定申告で、国民年金保険料を申 ※住宅用火災警報器の設置は義務で
告する際に使用できます。
す。また、いざという時のために
○平成29年１月１日から10月２日ま
点検とお手入れを忘れずに！
での間に国民年金保険料を納付さ 問 佐賀広域消防局 予防課
☎33-6765
れた人の控除証明書は、平成29年 
10月末に年金機構より発送されて
います。
平成29年度佐賀県
免除申請について
がん患者・家族集いの会
国民年金は、所得が少ないときや 日時 ３月12日（月）
失業等により保険料を納付すること
受付12：30～
が困難な場合、保険料の免除申請を 場所 佐賀県健康づくり財団３階
することができます。
対象 がん患者、その家族30人
申請時点の２年１か月前の月分ま 内容 しおり作り、親睦交流会
で申請ができます。必要な添付書類 料金 300円（お茶菓子つき）
など、詳しくは、下記の申請先まで 申込期限 ３月７日（水）
お問い合わせください。
※電話受付は月・水・金のみ
◆ご注意ください◆
申・問 佐賀県がん総合支援センター
申請が遅れると障害年金などを受 
☎0120-246-388
け取れない場合があります。
※申請期間に対応する前年所得に基
づき、審査を行いますので、免除
が承認されない場合があります。
申・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

有料広告

ご要望には、
お客様の
精一杯ご相談に
応じます！

「フランスベッド鳥栖大開放市」。ベッドやソファ、健康器具、電動三輪車などを
100点以上展示しております。当日のみの割引きセールや型落ち商品等お得に買える
この機会に是非ご来場ください。「TOSU」スタジオでは、シニア向けの電動ベッド
や電動三輪車、いす等シニアが元気に暮らせる商品を展示・販売しております。

フランスベッド販売株式会社「ＴＯＳＵ」
佐賀県鳥栖市東町2丁目896-4

18

YOSHIN

広報

2018.3

☎ 0942-87-7780

(営)10：00〜17：00

肥料販売中

野菜などの栽培用に適した速効
性肥料「三神豊作」を販売してい
ます。
肥料種類 汚泥発酵肥料
価格 15㎏入り75円
販売日 毎週木曜
13:00～16:00
※時 間内であっても
お買い求めになれ
ない場合がありま
す。
販売場所
三神地区環境事務組合事務局
神埼市千代田町栁島1290番地
問 三神地区環境事務組合事務局

☎34-6555

防災行政無線を用いた
情報伝達訓練の実施

地震・津波や武力攻撃などの発
生時に備え、次のとおり情報伝達
訓練を行います。この訓練は全国
瞬時警報システム（Ｊアラート）
を用いた訓練で吉野ヶ里町以外の
地域でも様々な手段を用いて情報
伝達訓練が行われます。
※Ｊ アラートとは地震・津波や武
力攻撃などの緊急情報を国から
人工衛星などを通じて瞬時にお
伝えするシステムです。
日時 ３月14日（水）11：00頃
内容 防災無線による放送試験
気象・地震活動の状況によって
は訓練が中止になることもありま
す。
問 総務課 交通防災係

☎37-0330

鳥栖PRスタジオにて 大開放市開催！

鳥栖PRスタジオ 鳥栖市轟木町1700番地

「大開放市」フランスベッド販売㈱ 3/10・11
招待状／九州PRスタジオ
※このク−ポンが招待状の代わりとなります

「大開放市」フランスベッド販売㈱ 3/24・25
招待状／九州PRスタジオ
※このク−ポンが招待状の代わりとなります

営業時間

10：00〜17：00

OGARI INFORMATION
選挙人名簿閲覧について

町営住宅空き室情報

閲 覧 者

朝日新聞社東京本社

目

政治や選挙などに関する有権者の
意識を客観的に測定、分析して報
（政治活動）
。
道し、もって公選法第1条に定め 支持者名簿作成のため
るところの民主政治の健全な発達
を期する（調査研究）。

的

伊東

健吾

１月19日

対象範囲

第５投票所（中央公民館）より、 永山、松隈地区より193人
有権者４人
三田川地区全域8,305人

問 選挙管理委員会（三田川庁舎総務課内）


☎37-0330

献血バス（400㎖献血）がまいります
日時

３月19日（月）
９:00～12:00、13:30～16:00
場所 きらら館
可能年齢 18歳～64歳（60～64歳の
間に献血を経験された人に限り69
歳まで可能）



☎32-1011

ペットボトル

1,190

ペットボト
ルキャップ

35

190
古

着

1,100

3,330

110

185

630

620

189,148 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。

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

３DK

５
12

３DK

４

３DK

18

3LDK

１

２LDK

２月22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

金額（円）
0
0
0
0
0

贈呈品

１

10,400

その他

0

0

月

計

１

10,400

累

計

28

180,890

問 総務課（三田川庁舎）☎37-0330

み

繁美

☆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４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。

有料広告

有料広告

・相続手続（家や田や畑が亡くなった方の名義になっている）
・遺言書（死んだら、家や土地の名義はどうなるだろう）
その他

中の原団地
（A・B棟）
中の原団地
（Ｄ棟）
立野団地

空室（件）

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

6,220 8,500

川原団地

間取り

お知らせ

よしのがリサイクル （１月搬出分・単位：㎏）
雑

宅

◆献血をご遠慮いただく場合
【平成30年１月】
種 別
件 数
○男女ともに体重が50kg未満
慶 祝
0
○３日以内に抗生剤を服用、歯石除
弔 慰
０
去を受けた
協賛金
0
○海外から帰国後４週間経たない
見舞金
0
○検診医の問診により献血を控える
会 費
０
よう診断された

問 佐賀県赤十字血液センター

聞

住

１月24日～26日、29日、31日、
２月１日、２日

閲 覧 日

新

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。

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。
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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

引っ越しサービスの
トラブルにあわないために

就職や進学、転勤に伴って、例年３月から４月にかけ
ては引っ越しサービスを利用する人が特に多い時期です。
一方、
引っ越しサービスに関する苦情も少なくありません。

司法書士による無料相談会 要予約

３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）

トラブル事例

新築した新居へ引っ越した。引っ越し業者に何度も注
意したにもかかわらず、事業者は養生もせずに強引に階
段を使って冷蔵庫を２階へ上げようとしたため、階段の
一部や床に傷が付いた。事業者は修理するというが、やっ
と建てた家なのに傷を付けられて許せない。

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

アドバイス

他にも「荷物を失くされた」
、
「引っ越し当日に追加料
金を請求された」
、
「苦情を申し出たが誠実に対応してく
れない」など相談が寄せられています。トラブルにあわ
ないために、下記に注意しましょう。
⃝見積りは複数の事業者に依頼し、価格だけでなく荷物
を運搬する体制などのサービス内容も確認しましょう。
また、見積り時に受け取った梱包用段ボールについて
は、契約しなかった場合にその返送や代金をめぐって
トラブルになることがあるため、契約先を決めていな
い段階では段ボールは受け取らないようにしましょう。
⃝約款には解約料の発生時期や荷物の紛失・破損、遅延
への対応についても記載されています。これらを必ず
見積り時に確認し、わからないことがあれば問い合わ
せましょう。
⃝引っ越し作業中および作業終了後は荷物や家屋を点検
し、荷物の紛失や破損に気がついた場合はすぐに事業
者に連絡しましょう。

労福協無料法律相談会

日時 ３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 ３月５日（月）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

女性のための総合相談日

日時 ３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

もの忘れ相談室

YOSHIN

消費生活相談（近隣市町でも相談可能）

要予約

受付時間

３月28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

9:00 ～ 15:00
場所

お知らせ

月

みやき町（三根庁舎）

☎ 0942-89-1655

日時 ３月22日（木）（毎月第３木曜日） 要予約
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

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

時間外交付

金

神埼市

☎ 37-0107

出張

家計の困りごと相談室

要予約

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

有料広告

学校法人明善学園

三田川幼稚園

☆モンテッソーリ教育 人間形成の為の基礎作り教育です
おしらせ

５月から未就園児対象の（なかよしクラブ）が始まります！
案内ご希望の方はご連絡ください。
〜職員全体が子ども達に関わりを持つことができる
詳しくはホームページをご覧ください。

広報

2018.3

小規模な幼稚園〜

三田川幼稚園 検 索

〒842ー0031
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問い合せ

吉野ヶ里町吉田1074ー2

☎0952ー52ー2908

Fax0952ー52ー3933

☎ 24-0999

OGARI INFORMATION
休日在宅当番医療

【診察時間

月

千本桜のお花見に行こう！

9：00 〜 17：00 まで】

日

３月になり、桜の開花シーズンがやってきました

当番医療機関

ね！吉野ヶ里町にも桜の名所「千本桜」が、旧東脊

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

３月1８日
（日）

西谷クリニック
吉野ヶ里町大曲1507-1
☎52-3139

山田こどもクリニック
神埼町田道ヶ里2394-1
☎55-6566

３月21日
（水）

松本医院
吉野ヶ里町三津751-9
☎52-4185

神埼病院
神埼町田道ヶ里2216-1
☎52-3145

３月25日
（日）

中尾胃腸科医院
神埼町田道ヶ里2284-1
☎52-3295

福嶋内科医院
千代田町境原2496-3
☎44-2141

４月１日
（日）

おおつぼ内科医院
神埼町本堀3199-1
☎52-3130

橋本病院
神埼町本告牟田3005
☎52-2022

４月８日
（日）

栗並医院
神埼町枝ヶ里76-1
☎52-2977

しらいし内科
神埼町城原1256-1
☎52-3848

トレーニングルームだより
ふれあい館トレーニングルーム★

30

NEW

分 特別レッスン実施♪

「からだ整え体操」

振村施行100周年を記念して作られた「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

各30分

使いすぎやうまく使えていない筋肉は硬くなり姿
勢の歪みにつながります。筋肉の弾力を取り戻し正
しく使えるようにして、心身の調子を整える体操で
す。

「からだ整え体操」は部位別に行います♪

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「100周年記念
塔の千本桜」へ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）

水曜日

金曜日

上肢（肩など）

体幹（腰など）

下肢（膝など）

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 ふれあい館
月・水・金 8:30～17:00
☎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

☎37-0350

ちょこっと防災講座⑪
「もしも」に備えて地震保険
地震保険は、地震等による被災者の生活の安定に
寄与することが目的です。単体ではなく、火災保険
に付帯する契約なので火災保険への加入が前提とな
ります。住居用の建物及び家財が対象です。
補償は、100%（時価額が限度）
60%（時価額の60%が限度）
30%（時価額の30%が限度）
５%（時価額の５%が限度）の４種類。
火災保険だけでは、地震を原因とする火災による
損害や地震による延焼、拡大した損害は補償されま
せん。火災保険のみの加入においても中途から地震
保険に加入することができます。
検討してみてはいかがですか。
問 総務課交通防災係（三田川庁舎）

お知らせ

月曜日

問 保健課健康づくり係（きらら館内）

い期間楽しむことができます。また、100周年記念

問 商工観光課

ぜひ1度
ご参加
ください♪

10:00～、14:30～

せますが、種類が違うため開花時期がずれており長

☎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】
会計課（東脊振）
福祉課

ヘリ墜落事故について
２月５日の夕方、ヘリの墜落に
よる住宅火災発生とのニュースが
流れました。その後、目達原駐屯
地司令から同駐屯地所属のヘリに
よる事故が発生したと連絡が入り
ました。明朝、駐屯地に出向くの
で原因と情報提供をお願いしたい

指摘と情報の公開を申し入れると
ともに、駐屯地がある町への配慮
が足りない旨を申し入れました。
２月10日、小野寺防衛大臣が来
庁。事故のお詫びと原因究明、再
発防止に全力を挙げるとの説明を
受けました。こちらからは、吉野ヶ

と伝え、現場に直行。神埼市千代

里町は駐屯地と共にある。事故当

田町の住宅地で、消火活動のなか

時、駐屯地は事故対応で追われて

☎37-0351

状況を確認。役場に戻り関係課に

おり、防衛省としての配慮がほし

☎37-0343

情報収集と今後の対応を指示しま

かった旨を伝えました。また、今

した。

後町として隊員やそのご家族を含

代表52-5111

住民課（総合窓口係）

町長の窓

Town Mayor's Voice

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

翌朝、目達原駐屯地を訪ね、現

め、駐屯地周辺の住民の精神的な

場の徹夜作業から戻られたばかり

ケアをしていくのが課題と考えて

の副処長に応対いただきました。

おり、安全安心につながるよう情

お詫びの言葉と原因究明調査を始

報交換をこまめに行うことを要望

める旨の報告を受けました。私の

しました。

方からは、亡くなられた隊員への

これからも、防衛省や駐屯地に

哀悼の意を述べ、
「同型機の飛行停

対し騒音問題を含め再発防止を訴

止と他のヘリの安全対策の徹底」

え、安心安全の

学校教育課

☎37-0339

と「情報公開の徹底」をお願いし、

町づくりに努力

社会教育課

☎37-0340

中央公民館

☎37-0341

町として協力できることを行う旨

してまいります。

東脊振公民館

☎52-3499

【中央公民館】

東脊振健康福祉セン
☎51-1618
ター「きらら館」

を伝えました。
役場に戻り、防衛大臣、防衛省、
九州防衛局に対し、連絡の遅れの

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

7,889人（−3）

女

8,273人（−９）

合計

16,162人（−12）
6,199世帯（±０）

※出生数11人


死亡数12人

（1/1～1/31届出）
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４日（日）です。
３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（２月１日現在）

◉世帯数

３月の軽トラ市は

2018.3

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２日（月）です。

多良正裕

編集後記
さ みます。葉っぱの塩加減とあんこの甘さは絶妙で
くらもちの葉っぱ、食べる？食べない？いつも悩

すが、何となく「葉っぱ感」が否めません。葉っぱを
外して食べようとすると手がベタベタになって大変な
ことになります。でも、さくらもちが美味しいのは変
わりなく、あのかわいらしいピンク色は毎年春を感じ
ます！
（杉山）
っきょうがカレーの時にあると嬉しいと話す同僚
は、大きな体に優しい心の持ち主です。先日、
「献
血したぎなんか具合の悪か。歳かなぁ」と笑っていま
した。人の為になると分かっていても痛みを伴う行
為。ためらいなくできるなんて偉い！陽気な彼の血液
は、誰かの体だけでなく心も元気にするでしょう。褒
め過ぎかな。
（八谷）
ってん、変わっとらんもんもあるったい」と、か
の御仁。変わら（変えられ）ないものは、受け継
がれる思い。ほとんどのことは、時の流れと共に変
わっていきます。しかし、
「変わる」と「変える」は
別物。結果は一緒ですが、その過程には意思がありま
す。自分の信念を持って生きていきたい。と、30歳を
目前に改めて決意しました。変わらんもんもあります
が。
（古賀）

ら

ば

句

（講

柳

邦枝

風に舞う洗濯物の乱れ打ち 
刈り上げた蝋梅ほのか花をつけ

川
手） 於保
春枝



野） 香田
暖房を効かせて冬のかき氷

暖めて家族の帰り待っている

幸

京子

田） 伊東
春枝

田） 西尾
曲） 井上
田） 井上千代子



治ったら薬はじゃまなだけなんだ





凍てた手を包んでくれる母の声 
待って待って待っているのに遠い春 

手） 大澤ヨシノ

那須

草津

福山

紀子

公代

幸子

中島三千子
向井

芽

初子

大塚美代子
真島

凉
幸美

真島
角田



俊子

耳栓をこれから私歌います

中島

喜治

ニキビがね私に言った恋だよと

貴行



小池



冬の薔薇固い蕾に可能性

城野くみ子

動） 大坪カツヨ
曲） 権藤
師） 小浜史都女

名月の笠を被りて雨支度



西村

清弘

正紘
真島美智子

真島

真島久美子




不器用な軍手に頼る命綱



祈る手の中に心臓十個分 
不可欠な二重チェックをする機能
客席の妻と目が合う授賞式



とぜんなか
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俳
湯豆腐会ぽこぽこ湯立ち話やみ

 （田

闇汁や想ひの人にふれし箸 
（立
悴む手ボタンひとつに手こずりて （
吉

（豆

薪ストーブ燃やしてほとめく峠茶屋（豆

（大
うつ

雪山に百年塔のよく映る


寒の入り鏡のごとき空の青




日だまりは母の匂ひや桃の花  （田
嬉しくもうれしく無くも八十路春 （
石
（大
野佛の笑らうてをはす春隣


畦道のふくらんでくる四温晴

訂正
  

脊振嶺の社に笹子鳴き交す

２月の権藤貴行さんの歌を訂正します。
誤
脊振嶺の社に笹子鳴き交はす



解説

五十年春の小川になりました

啓子

（上中杖上） 渡邊登志子
葉） 香月

敏明

丸かぶり小さく切って食べたいと老いの我儘息災願う

もー！びっくりさせんでさ！

近くても離れても友達ばい！

徒然な。手持ち無沙汰。さみしい。
口とぜんなかは、口さびしい。
ネイティブは「とじぇんなか」と発音することも。

えっ……。とぜんなかやん……。
どこに引っ越すと？

例文

とぜんなか

正

短 歌
立春の暦めくれど小雪舞う寒中見舞真心こめて 

（松

野） 土井

た

（立

君子

う

（伊保戸） 中島

初音

仕舞ひ湯にゆふらり浸かり短歌を詠む言葉あたため紡ぎつむいで

（目達原） 向井

義夫



オレオレと電話の主は息子の声世相思いて「フルネーム言え」 

（目達原） 中島

後ろ手に麦踏む景もモノクロに広き麦野を走るローラー

丘山のすすきのやさしき昼つかた遠山の鉄塔国分かつごとく佇つ

妙子


（横

田） 牟田

すき ま

生垣の光こぼるる隙間より水仙の花群れて咲きをり

佐賀弁講座

実は４月に引っ越すっちゃん。やけん、
あんまり遊べなくなるかも…。

第8回

親友からの突然の告白

例文

つとむ師匠の

上峰！自転車で 10 分ぐらいのところ。
これからもよろしくね！

退屈でさみしい）

形

（
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吉野ヶ里文芸

「健康で、逞しく、酒に強い体に
生んでくれた母には感謝していま
す」とユーモアたっぷりな英子さ
ん。店内に留まらず、競り会場や
所属する生花商団体のなかでも
ぼいぼいと歯切れよく話していた
だきました。
みや ち

えい こ

英子

さん

=吉田=
1943年１月生まれ（75）

所

業務内容
●PR●

フラワーショップ

吉田277番地
☎・FAX 53-7041
生花販売・配達

サンフラワー

営業時間
定 休 日

10:00〜18:00
日曜・盆・年末年始

全国配達します。アレンジフラワー、花束、鉢物、生花スタンド、
ブリザーブフラワー、シャボンフラワーなどご要望に応じて承ります。

英子さんは20歳で結婚し、宮地家に嫁いでこられました。
当時の宮地産商㈱は、花屋としては開業しておらず、肥料・飼料・
農薬・農業資材の販売を行っていました。家事をこなしながら、
主人や従業員と一緒に力仕事もこなす毎日。２tトラックを乗
りこなし、久留米や博多までの運搬も。
「ぼいぼいぼいで運転
して、ぼいすかぼいで肥料ば運びよったよ」と英子さん。その
働きぶりに、取引先の方々もびっくりされていたそうです。
サンフラワーをオープンしたのは、昭和54年３月。今はな
きサンプラザの一角に生花販売コーナーとして店舗を設けまし
た。そして、昨年12月に自宅横に店舗を移転。気持ち新たに
営業されています。
「小さか頃から花が好きやったけん、花に
囲まれて幸せ。お客さんから喜んでもらう度に花屋の仕事でよ
かったと思う」とにっこり。
花屋の１日は競りで始まります。毎朝７時に佐賀市の市場に
行き、たくさんの花の状態（形・虫・病気など）をチェック。
高品質のものを探します。
「一番大事かとは生産者。見た目は
同じでも、上手な人の花は持ち方が全然違うとよ！」と力説。
買うときは高くても、長持ちするので結局安くつきます。厳選
して入荷した花のアレンジメントも英子さんが行います。大事
にしているのは自分の感性。最近の流行を学ぶため、勉強会へ
の参加も欠かしません。
今年３月で開店40周年目を迎えるサンフラワー。
「今まで大
変なこともあったけど、苦労を苦労と思わず生きてきました。
自分を成長させる試練と思って頑張りました。今では感謝の気
持ちでいっぱいです」と振り返ります。そんな英子さんの元に
は、たくさんの常連さんがやってきます。
「買わんでよかけん、
ちょっと話しに来んね」と
皆 に 声 を か け て い ま す。
「ちょっとの儲けで、細く長
く働き続けていきたかね」。
地域に根付き愛されるお店
サンフラワー。今日も英子
さんとお客さんの元気な笑
い声が響いています。

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 321番地２

住

ふれあい大学、健康健
診結果相談、各教室（ヨ
ガ、大正琴、写真、高
齢者体操など）、介護
予防教室（ガーデニン
グ、いきいき音楽教室、
男のための料理教室、
薬膳料理教室、 いき
いき笑いヨガ教室な
ど）、地域版いきいき
健 康 ク ラ ブ 、認 知 症
サポーター養成講座、
簡 単 福 祉 講 座 、介 護
予防講演会
など

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

宮地

宮地産商（株）

チャレンジウォーキン
グ、各スポーツ大会（ソ
フトボール、リアル野
球 盤、イ ン デ ィ ア カ、
ソフトバレー、グラウ
ンドゴルフ、健康吹き
矢）、聖茶まつり、夏ふ
れあい祭り、町民体育
大会、炎まつり、文化祭、
成 人 式、絵 本 ま つ り、
地区主催行事、クリー
ン デ ー、地 区 の “わ”
事業
など

編集・発行／吉野ヶ里町総務課

ムードメーカー的存在です。ぼい

力

教室・講座

まだ、始めていない人は損してる？
この春から自分のために始めてみませんか!!
「今から始めてみよう」という人はもちろん、
「普段から健康には
気を付けているけど、登録していなかった」という人もどんどん
登録をお待ちしています。
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P

平成30年度対象事業予定

第145号

登録手続き〜ポイント交換
①窓口にて申請書記入⇒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運動や健（検）診受診日を手帳へ記入
③２月 ポイント交換申請及び新手帳受取り
④３月 商品券受取り
※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。

社会教育課
（中央公民館）
☎37-0340

平成30年３月号

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

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

