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特集

熱中症
ならないための
きほんの
﹁き﹂

Feature articles

夏空

青い空、そびえ立つ入道雲、うるさいほどの蝉の声。
今年も夏がやってきました（７月15日撮影）。

広報よしのがりを
スマホでお届け！

特集

口補水液）を１本飲んで倒れる

これを機に農業を引退したお二

応じていただいたのは古川辰雄

ように横になりました。意識は

人。「なんもしきんしゃらんばっ

さん（81）
・鉄子さん（75）夫妻。

しっかりしていたので、しばら

て ん、お っ て も ら わ ん ば」と 鉄

深刻だった当時の様子を話して

くそのまま横になっていました。

子さん。農業をできないのは悔

いただきました。

熱中症だと思っていたら……

しいけれど辰雄さんが大事と素

体はずっしり重く動かなった

「ずってすっごときつかった」

鉄子さんは当時の状況を振り返

鉄子さんは、ご主人の辰雄さ

んに起こったことも話してくれ
ました。

敵な笑顔でした。
ご夫妻は夏になると、たびた
び熱中症の症状になっていたこ

二人がビニールハウスで作業

とから、水分と塩分の摂取に気

夕方４時過ぎ頃、田んぼの畦

をしていた時のこと。お茶休憩

を付けていたそうです。それで

の 草 刈 り を し て い た 鉄 子 さ ん。

を終え、立ち上がろうとした辰

も熱中症になってしまうことや、

１時間ほど作業をしたあたりで、

雄さんが崩れ落ちるようにして

違う病気の可能性もあります。

どうも具合が悪いと感じたそう

倒れてきたそうです。顔色は青

です。帽子を被ってはいたもの

く、ぐったりした様子の辰雄さ

の、止 ら な い 汗。目 の 前 が 真 っ

ん。鉄 子 さ ん が 体 を 支 え、涼 し

しっかりと学び、この夏を乗り

暗になるようで、動悸も激しく

い場所へ連れて行こうとします。

きりましょう。

な り ま し た。数 回 嘔 吐 し、木 陰

しかし、足がつり苦しがってい

で休もうとしますが足が上がり

て、う ま く 歩 け ま せ ん。何 度 も

ま せ ん。全 身 の 力 が 抜 け、体 は

嘔吐しました。やっとのことで

ずっしり重い。「がんばらんば、

休 め る 場 所 へ。鉄 子 さ ん は、症

がんばらんば」と自分に言い聞

状が改善しない辰雄さんを病院

かせながら、這うようにしてやっ

へ連れて行きました。熱中症だ

との思いで木陰に。水路で顔を

ろうと思っていたところ、心筋

洗 い、靴 を 脱 い で 足 を つ け、医

梗塞と診断され驚いたそうです。

師の勧めで持っていた OS1（経

今 は 治 療 を 終 え、写 真 の 笑 顔。

ります。
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熱中症
ならないための
きほんの
﹁き﹂

いよいよ夏本番︒

楽しみなイベント目白押し︒

夏が来るたび耳にする﹁熱中症﹂︒

毎年救急搬送者が後を絶ちません︒

しかし︑熱中症は防ぐことができます︒

きちんと対策して楽しい夏を送りましょう！

熱中症の体験談の取材に快く

広報

2017.8

こ の 特 集 で 熱 中 症 の 怖 さ を、

古川 辰雄さん・鉄子さん =大曲=

特 集 Feature articles

熱中症予防のポイント
WBGT値（暑さ指数）をチェック。
部屋の温度をこまめにチェック。

救急搬送者が増加

（普段過ごす部屋に温度計を置くことをお勧めします）
温度28℃を超えないように、エアコンや扇風機を
上手に使いましょう。

平成28年（５月〜９月）に熱中症で救急搬送

喉が渇かなくてもこまめに水分補給！

された人は５万412人（消防庁発表）
。西日本で

外出の際は体をしめつけない涼しい服装で、日よけ対策も！
無理せず、適度に休息を。

は平均気温が高かったため、前年より救急搬送者

日頃から栄養バランスの良い食事と体力づくりを！

が増加しています。温暖化の影響により、今年も
気温が高い日が続くことが見込まれます。
熱中症とは？

発生数は85人（55.6％）。次いでスポーツ中の99人で

温度や湿度が高い中で、体内の水分や塩分（ナト

10-19歳が58人（58.6％）となっています。屋内では

リウムなど）のバランスが崩れ、体温の調節機能が

その他が184人で最も多く、年代別では60歳以上が

働かなくなり、体温上昇、めまい、体のだるさを感

132人（71.7％）でほとんどを占めています。

じる症状です。ひどいときには、けいれんや意識の
暑さ指数に注意

異常など様々な障害を起こします。

スポーツ活動や労働時の熱中症予防の温度指標と

家の中でじっとしていても、室温や温度が高いた
めに体から熱が逃げにくく熱中症になる場合がある

して「WBGT（Wet-Bulb Globe Temperature）
・通称“暑

ので注意が必要です。

さ指数”」があります。どの程度の環境温度でどのよ
うに運動したらよいかを示しています。昨年、暑さ

搬送者の半数が高齢者

指数は７月上旬から８月下旬まで高水準で推移し、
救急搬送者が増加しました。暑さ指数の予測値が

平成28年中の救急搬送人員の年齢区分では高齢者

31℃以上になると、佐賀県では熱中症注意報を発信

（満65歳以上）が２万5,288人（50％）と半数を占め、

しています。

次いで成人（満18歳以上満65歳未満）が１万8,150人
（36％）、少 年（満 ７ 歳 以 上 満18歳 未 満）が6,548人

熱中症対策

（13％）、乳幼児（生後28日以上満７歳未満）が482

熱中症を予防するには、こまめな水分補給、エア

人（１％）の順となっています。都道府県別人口10
万人当たりの救急搬送人員数では佐賀県はワースト

コン・扇風機を用いた室温調整及び適度な休息を取

５にランクインしています。

ること等が重要です。また、高齢者は暑さを自覚し
にくいため、喉の渇きを感じにくく、小さな子ども

室内でも発症

は汗腺が未熟なため、体温調整がしにくいという特
徴があります。

昨年佐賀県内で熱中症の疑いで救急搬送された人

熱中症は正しい知識を身に付け、適切に予防する

の総数は659人。発生場所は屋外が390人（59.2％）、

ことで未然に防ぐことができます。

屋内は269人（40.8％）となっています。屋外は仕事中・
農作業が153人と最も多く、年代別では60歳以上の

平成28年熱中症疑いによる救急搬送者数と発生状況（佐賀県）
総数659人

その他
138人
（35.4%）

スポーツ中
99人
（25.4%）

屋外
390人

仕事中・農作業
153人
（39.2%）

スポーツ中
36人
（13.4%）

屋内
269人

その他
184人
（68.4%）

仕事中・農作業
49人
（18.2%）

熱中症予防のための運動指針
WBGT値
31℃

運動指針
運動は原則中止

28−31℃

厳重警戒
…激しい運動は中止

25−28℃

警戒
…積極的に休息

21−25℃

注意
…積極的に水分補給
2017.8 広報

3

行動を起こす前に
水分・塩分補給を
体調管理もしっかりと

こまめに
水分補給
せんばよ！

神埼消防署管内では、５月より高齢者を中心に

熱中症の搬送者が出ています。熱中症にならない
ためには、なってしまったらどうすればよいか、
神埼消防署の担当者を取材しました。
省エネよりも命が大事

ら、水分を補給しても出ていくだ

アルコールはほどほどに

けで追いつきません。動く前に飲

熱中症は梅雨時期や涼しくなり

む！とても大事なことです。しか

ます。脳梗塞や心筋梗塞の場合と

かけの時期に警戒心の薄れから

し、お茶や水だけでは熱中症の予

初期症状が似ていますので、特に

なってしまう人が多くみられま

防になりません。お茶の場合は梅

高齢者は油断大敵です。無理せず

す。屋外、屋内、時間帯を問わず、

干しを一緒に食べることをお勧め

119番に電話してください。

いつでもどこでもなる可能性があ

します。必ず塩分をプラスしてく

ることを知ってください。

ださい。スポーツドリンクやOS1

熱中症ではないケースも見られ

周囲への声掛けを

事業主が従業員に、イベント主

高齢になると、喉の渇きに気付

（経口補水液）などが好ましいで

きづらくなるため、急に熱中症に

す。私たち消防士も訓練はもちろ

催者が参加者に対して注意を呼び

なってしまうこともあります。エ

ん、火災現場でも水分・塩分の補

かけることはとても重要です。事

アコンはつけていたけれども、設

給は欠かしません。

業主には、従業員を適切に管理す

定温度が30℃で搬送された人も。

そして、もし異常を感じたら早

屋 外 で 汗 を か い た 後、自 宅 で

めに休むこと。頑張って無理をし

ビールを飲んだ人が寝る前に熱中

てはいけません。

ることが求められています。
スポーツ指導者は集団発症を防
ぐための声掛けをしてください。
きっかけは脱水でも、気持ちの問

症になるケースもあります。アル
なってしまうと進行する一方

題で症状がうつるケースがあるか

熱中症になってしまったら、症

らです。信頼できる指導者の言葉

は水分補給にならないことを覚え

状は進行するだけなので、病院で

は皆を落ち着かせ、症状が感染す

ておきましょう。

の治療が必要です。

るのを防ぎます。

コールの利尿作用で、脱水症状に
なってしまうのです。アルコール

「汗がでない」
「会話ができない」

独居世帯の高齢者は倒れても気

行動を起こす前に補水を

時は、迷わず119番に電話をお願

づいてくれる同居者がいないた

行動を起こす前にきちんと補水

いします。
「たちくらみ」
「足がつ

め、発見が遅れることが多いです。

することが重要です。汗が出てか

る」といった症状でも、意識が薄

日頃から、地域の人と交流を持ち

れるようであれば、電話してくだ

ましょう。地域での声掛けもお願

さい。意識があるかどうかが、大

いします。

きなポイントです。
熱中症になった人へは応急処置
として、動脈を冷やしましょう。
大きな血管が通る脇の下や太もも
が効果的で、冷えた血液を循環さ
せることが重要です。身体の表面
を冷やし過ぎると、血管が縮んで
しまい逆効果です。注意しましょ
う。
佐賀広域消防局神埼消防署警防１課
救急係
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脳梗塞や心筋梗塞の場合も

広報

松村 和人

係長（救急救命士）

2017.8

年々、救急搬送者が増える熱中
症。よく知って自分や周囲を守る
ため、対策しましょう。

特 集 Feature articles

犠牲者を出さないために

応急手当

正しい情報からの状況判断と実践力で
熱中症から身を守りましょう。

熱中症になったら

大きな血管を冷やすと効果的

全国版救急受診アプリ「Q助」

症状の緊急度を素早く判定。救急車を呼ぶ目安に。
急な病気やけがをした時、該当する症

状を画面上で選択していくと、緊急度に

涼しい場所に移動し、大きな血管が通る
首の回り・脇の下・太ももを集中的に冷や
しましょう。冷えた血液を体に循環させま
す。むやみに身体の表面を冷やし過ぎると、
血管が縮んでしまい逆効果です。

応じた必要な対応が表示されます。その
後、119番通報、医療機関の検索や、受
診手段の検索ができます。
スマートフォン用アプリ

防災ネットあんあん

熱中症情報（暑さ指数予測値）を配信

利用登録者へ佐賀県内の防災情報などを

配信します。熱中症の他に、気象情報や防
犯情報もお届け。自分や家族、地域の安心
安全のためにも是非ご利用ください。
問

佐賀県消防防災課

☎25-7027

〈QR コード〉

メール登録方法
携帯電話などからア
ドレスを直接入力す
るか、または QR コー
ドをご利用ください。

持病をお持ちの人やお子さんは、かかり
つけの医師とあらかじめ相談し、熱中症に
ついてアドバイスをもらっておきましょ
う。

熱中症の救急処置

救命講習会

救急の日記念イベント開催
日時

９月９日（土） 13:00 〜 17:30

内容

応急手当講習会・公開講座

場所

（め ま い・こ む ら 返 り・頭 痛・吐
き気・身体のだるさ・意識障害・
けいれん・身体が熱い など）

三田川武道館・中央公民館

※どなたでも無料で参加できます。
問

熱中症を疑う
症状はありますか？

神埼消防署救急係

YES
意識は
ありますか？

☎52-3291

INTERVIEW

徹底した体調管理で防ぐ
有限会社 山田造園
専務取締役 山田卓也さん

建設業労働災害防止協会の安全会議や講習会に定期的に参加

YES

NO

涼しい場所
へ避難し、
体を冷やす。
YES

救急車を呼ぶ。

水分を自力で摂取
できますか？
YES

NO

しています。
「熱中症に関する健康状態自己チェックシート」で
毎日の健康状態をチェックし、現場には熱中症対策キットを持

水分・塩分を
摂取する。

参します。仕事中は一度もトイレに行かないほど汗がでるので、
大量のお茶と塩分タブレットも準備。暑い時には30分、１時間
おきに休憩をとり、体調の確認をその都度行います。倒れたり
しても救助できるよう、１人では現場に行かないよう指導して
います。熱中症は命に係わるので、大きな動脈を冷やす等の応
急処置も学んでしっかり対応しています。

YES

病院へ

そのまま安静にして
十分に休息をとり、
回復したら帰宅
しましょう。

2017.8 広報
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まちかとトヒクス
Machi-topi

ッ

吉野ヶ里町のできごとや、
活躍する町民の皆さんなどを紹介します。

Yoshinogari
６/10
（土）

三田川ミニバス
学童オリンピックでV

６/17
（土）

６/18
（日）

まちトピ

三田川ミニバスケットボールクラブが「第32回佐
賀新聞学童オリンピック大会」で優勝しました。佐
賀県内から27チームが出場した今大会で、２月の新
人戦に続き優勝を勝ち取った同クラブ。練習の成果を
出し切って予選リーグ、決勝トーナメントを勝ち進み
ました。決勝戦は前回の新人戦で戦った勧興クラブ=
佐賀市=に43−31で勝利。キャプテンの大田拓真さん
（12）=立野=は「厳しい練習を重ねた結果」と振り
返りました。また、今月11～13日に広島で開催される
全関西大会に向け「出場チームのレベルが高く楽に勝
てる試合ではないけど、良い内容の試合にしたい」と
コメント。佐賀県代表としての意欲を燃やします。

お茶の入れ方を体験

６/27
（火）

町の特産品であるお茶について学ぶ東脊振小学校３
年生61人は、同小学校家庭科室で茶の入れ方を体験し
ました。
殺菌作用やカフェイン作用などの茶の成分を講師の
多良町長が解説。「急須に湯を入れておく時間をきち
んと計り、皆が同じ濃さになるように順番に気をつけ
て」と呼び掛け、児童はお茶入れに挑戦しました。用
意された茶葉は、前回の授業で作ったほうじ茶と市販
の栄西茶。茶葉ごとに蒸らし時間を変えて、お茶を入
れ味の違いを楽しみました。中村奏さん（９）=中の
原団地=は「ほうじ茶が美味しかった。家でもお茶を
入れてみたい」と話しました。

広報

2017.8

（金）

「サボテンの花がたくさん咲いている」と匿名の電話
があり、教えてもらったお宅に伺うと２階のベランダ
に届く大きなサボテンに閉じかけのたくさんの花がつ
いていました。突然の訪問に笑顔で応じてくれたのは
吉富 子さん（82）＝萩原＝。約50年前から育てる
サボテンは例年より多くの蕾をつけ、50輪程が一斉に
咲いたそうです。
夜から翌朝までが開花時間と教えてもらい、翌日再
訪問。うす暗い朝焼けの中に、直径12㎝程の花が開い
ていました。逞しいサボテンに白く可憐な花が咲き、
梅雨の夜明けを彩りました。

第４回吉野ヶ里町
リアル野球盤大会

P

６/11
（日）

町教育委員会、町スポーツ少年団および町スポーツ
推進委員会の共催で、第４回吉野ヶ里町リアル野球盤
大会が開催されました。
会場の東脊振公民館大ホールに10チーム90人が参加
し、梅雨空を吹き飛ばすほどの熱戦が繰り広げられま
した。結果は次のとおりです。
優 勝
準優勝
第３位

東脊振男子ジュニアバレーＢ
team TKG
東脊振少年剣道Ａ
東脊振男子ジュニアバレーＡ

優勝 : 東脊振男子ジュニアバレーＢ
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６/23

サボテンの花

６/28

笹の葉さらさら～♪

（水）

熱戦！地区対抗
インディアカ大会

P

６/25
（日）

町体育協会が三田川中児童体育館で地区対抗イン
ディアカ大会を開催しました。
当日は８地区15チームの参加があり、各地区の温か
い応援を受け、選手達は熱戦を繰り広げました。
好プレーには、相手チームからも拍手が湧き起こ
り、珍プレーにはみんなで笑い合いながら「ドンマ
イ」と声を掛け合い、町、地区の親睦を深めながら会
場は大いに盛り上がりました。
結果は次のとおりです。
優 勝
準優勝

上豆田Ａ
下三津西Ｂ

７/10
（月）

神埼地区交通安全協会が７月11日から20日までの夏
の交通安全県民運動期間に合わせて、交通安全キャン
ペーンを行いました。国道385号・吉野ヶ里歴史公園
沿いに同協会ほか、神埼警察署、吉野ヶ里町交通指導
員会など約20人が参加。吉野ヶ里保育園の年長児21人
と一緒に、リョーユーパンから提供された200個の食
パンをドライバーに手渡しました。「安全運転をお願
いします！」と呼びかける園児達の声に、ドライバー
の皆さんも笑顔で応じてくれました。
事故原因のほとんどは追突事故です。適度な車間距
離・早めの方向指示・早めの出発を心掛けて運転しま
しょう。

暑くても大賑わい

まちトピ

東脊振幼稚園の年長園児39人が七夕飾りを町内の施設
に届けました。全園児たちが書いた短冊には「虫取りが
上手になりますように」「お姫さまになりたい」などの
願い事が。色とりどりのお飾りをつけた笹竹を受け取っ
たアスタラビスタ店員の小野さん。「夢が叶うといいで
すね」と声をかけてくれました。明田直樹くん（6）＝
目達原＝は「お父さんとお母さんがお店に見に来てくれ
るから嬉しい！」と蒸し暑さも忘れる程のとびきりの笑
顔を見せてくれました。

夏の交通安全県民運動

７/2
（日）

黙っていても汗が滲むほどの蒸し暑さの中、商工会
が軽トラ市を開催しました。平成22年３月の第1回に
は5,000人だった来場者が今回の第89回には8,000人と
なり、出店者数も123店舗と多く、たくさんの人で賑
わいました。Pinky Skyのライブやキッズダンスなど
イベントも盛りだくさん。初めて訪れた村上直香さん
は「こじんまりしているのかと思ったら、お店が多く
てびっくり！値段も手ごろなのがいい」とご主人、娘
さんと笑顔で話してくれました。
また、町商工会では新たな出店者も募集していま
す。申し込みは随時受け付けていますので、商工会ま
でお問い合わせください。（☎52-4644）

優勝 : 上豆田Ａ
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Pick Up!!!

～財政課編～

財政課には現在、課長を始め5人の職員が配属されており、財政係と管
財係という二つの係で、主に次のような業務を行っています。

財政係

管財係

行トピ

【予算の編成及び執行】

1年間に実施する事業に必要な経費とその財源を歳
入歳出予算案として取りまとめます。予算案は議会の
審議、議決を経て町の予算となり、事業実施のため各
課に配当します。また、この予算が適正に執行されて
いるかチェックしています。

【財政計画】

国の地方財政に対する方針や町を取り巻く環境の変
化、新たな行政課題等を踏まえ、中長期的な収支見込
額を試算し把握することで、次年度以降の予算編成及
び執行に反映させる計画を立てています。

【町債の借入及び償還】

道路や学校、住宅など、多額の費用が必要であり、
かつ、長期間にわたって使用できる施設の整備には、
財源の一部として町債（借入金）を用い、使用期間内
で償還（返済）することで、世代間の負担の公平性を
図っています。この町債発行のための借入手続きや償
還などを行っています。

【財政統計】

毎年度の決算の状況を「決算統計」や「バランスシー
ト」として作成し、その内容を分析、検討しています。

【財政事情の公表】

町の財政状況を法律などに基づき、広報やホーム
ページにより町民の皆様にお知らせしています。

【基金の設置及び管理】

基金とは、条例の定めるところにより、特定目的の
ために財産を維持し、資金を積み立て、又は定額の資
金を運用するために設ける財産のことです。この基金
の設置及び管理を行っています。

財政課

課

長

中島

祐二

財政係

係長

伊東さおり

管財係

係長

平田

課

井上

祐策、堤

員

佳世
耕介

三田川庁舎１階 ☎ 37-0331
糸zaisei@town.yoshinogari.lg.jp
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【庁舎及び普通財産の維持管理】

三田川・東脊振両庁舎の維持管理や町が保有する普
通財産の管理、処分等を行っています。

【土地開発基金の管理】

土地開発基金とは、公共事業のための土地を先行取
得するための基金で、取得した土地と現金とがありま
す。管財係では、この管理を行っています。

【競争入札参加資格（物品・役務）】

物品購入等の指名業者の登録事務を行っています。
【消耗品の単価契約】
庁舎及びその他公共施設等で使用される公務用消耗
品の単価契約を行っています。

町民の皆様へ
手厚い合併支援措置も残
すところ、今年度を含め４
年間となりました。支援措
置終了後の当面の財源確保 自他共に認めるパクチストの
中島課長
対策として、基金積立に努
めてきましたが、今後も持続可能な行財政運営の
実現に向けて課員一同知恵を絞り、汗をかく所存
でございます。

Pick Up!!!
行政トピックス

民生委員制度

創設100周年

民生委員制度は、大正６年に岡山県で発足した
「済世顧問制度」に始まります。翌大正７年には大
阪で「方面員制度」が発足し、昭和３年に「方面委
員制度」が全国に普及。発足当初は、生活困窮者へ
の援護活動が中心でした。昭和21年には、名称が「民
生委員」に改まり、地域の福祉増進のために幅広
い活動を行うことになりました。

どんな相談ができるの？
生活上の心配事や困りごと、医療や介護、子育
ての不安などの相談に応じます。その課題が解決
できるよう、関係機関への「つなぎ役」になります。
一人で悩まずに、担当の民生委員・児童委員に
お気軽にご相談ください。
相談例
◦身 体の障害や高齢により、暮らし・生活に不安
がある
◦子育てのことで相談したい
◦近所で気になること（独居世帯等）

福祉課福祉係（東脊振庁舎）

☎37-0343

こんな活動をしています
◦見守り役
高 齢者の安否確認や見守りのための訪問活動を
行っています。
◦行政へのつなぎ役
地 域住民が抱える悩みや心配ごとなどの相談に
のり、必要に応じて専門機関へつないだり、福
祉サービスなどの情報提供を行っています。
◦各種調査への協力
行 政からの依頼により、担当地区の高齢者世帯
の状況調査などに協力しています。
◦共同募金への協力
地 域の福祉活動に活用される共同募金の呼びか
けに協力しています。
◦地域行事等への参加
地 域行事や学校行事へ参加し、住民との交流を
深めています。
◦月１回の定例会議への参加
月 例の会議に参加し、委員同士の情報交換や地
域の課題などについて話し合いを行っています。
◦研修会への参加
必 要な知識などを得るため、研修会等に参加し
ています。

行トピ

民生委員・児童委員ってどんな人？
地域と行政とのつなぎ役で、住民の身近な相談役
です。民生委員法に基づき、厚生労働大臣から委
嘱された非常勤の地方公務員で、任期は３年です。
給与の支給はなく、ボランティアとして活動して
います。
また、児童福祉法に定める児童委員を兼ねてお
り、その中には子どもに関する問題を専門に対応
する主任児童委員がいます。
吉野ヶ里町には33人の民生委員・児童委員と２
人の主任児童委員がいます。地域の皆さんの相談
役としての活動のほか、見守り活動や支援を行っ
ています。

問

子供たちとランチづくり

民生委員・児童委員活動のモットー
吉野ヶ里町
民生委員・児童委員協議会
会長 伊東 正之さん

民生委員・児童委員の中心的な
役割は、
「受け止めること」そし
て「つなぐこと」です。委員活動
では、地域の様々な課題を解決し
ていくために、福祉課・社会福祉
協議会等の関係機関と連携し「協
働」することが大切です。
「福祉」
とは、
「人と人とのつながりの良

いこと」であると思います。これ
からの福祉は「互いに支え合う地
域作り」を重視しています。民生
委員・児童委員が一人の住民とし
て寄り添い、安心して暮らすこと
のできる社会作りに一丸となって
貢献します。

2017.8 広報
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TOPICS
障害の程度により

問

後期高齢者医療の対象に

行トピ

65歳以上、75歳未満で次の障が
い程度に該当される手帳等をお持
ちの人は、申請いただくことによ
り、現在加入されている医療保険
から後期高齢者医療に移ることが
できます。
後期高齢者医療になると、病院
での窓口負担が1割（現役並み所
得者を除く）となります。

対象となる障がいの程度

身体障害者手帳

◦１級、２級、３級
◦４級の次のいずれかに該当
①音声機能、言語機能の著しい障害
②両下肢のすべての指を欠くもの
③１下肢を下腿の２分の１以上で欠くもの
④１下肢の機能の著しい障害

精神障害者保健福祉手帳

◦１級、２級

療育手帳

◦Ａ（重度）

国民年金法等の障害年金

◦１級、２級

国民健康保険加入者の皆様へ
高額な医療費を支払ったときは

問

保健課国民健康保険係
（東脊振庁舎） ☎37-0345

ひと月あたり（月初から月末）に医療機関や薬局
の窓口で支払う一部負担金は、世帯や個人の所得に
より自己負担限度額が設けられています。限度額を
超えて支払った分は、高額療養費の申請をすること
で還付されます。

重要!!
申請には入院・外来全ての領収書が必要です。
※領収書がない場合には還付できないこともありま
すので、国保加入者全員分の全ての領収書を必ず
保管しておいてください。

対象 ひと月あたりの限度額を超えた世帯
※該当する世帯には、早くて診療月の２か月後に保
健課から「高額療養費支給申請書」を送付します。
※限度額は国保加入者の年齢や所得によって異なり
ます。お問い合わせください。

申請期限

申請書類が届いた月から２年以内

前もって医療費が高額になると分かっているときは「限
度額適用認定証」を申請されることをおすすめします。

河川や用水路にゴミを捨てないで！
最近、河川や用水路に多くのゴ
ミが捨てられています。水が汚れ
るだけでなく、流れたゴミが除塵
※
機 等にたまり、水がせき止めら
れて水路からあふれ近隣の人たち
に迷惑をかけています。浸水の原
因となりますので用水路にゴミや
木・草などを絶対に捨てないでく
ださい。

紙おむつゴミや板くずが溜まった除塵機※
（箱川水路）

※水 路の水位を一定に保つ設備や流水の
小さなゴミを除去する機械。
有明海の漁港に漂着したゴミ

10

保健課後期高齢者医療年金係
（東脊振庁舎）
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問

環境課環境係
（三田川庁舎） ☎37-0335

また、河川（用水路）は、いろ
いろな地域を流れ海へと繋がって
います。下流に所在する漁港には、
海上に流れ出たゴミが、繰り返し
漂着し漁港・海岸機能の低下、船
舶の安全航行など漁港活動に支障
をきたし、漁港のある自治体は、
ゴミ処理に毎年多額の費用を要し
ています。
町民全員で協力し、ゴミを捨て
ない、捨てさせないきれいな河川
や水路を守っていきましょう。

行政トピックス

本人通知制度に取り組んでいます！

不正の手段で戸籍謄本
等の交付を受けた人は30
万円以下の罰金に処せら
れます。

お知らせ（通知書）が来るのはこんなとき
【事例①】第三者による請求
ご先祖様の名義の土地を管理している遠縁の人
が、相続登記の依頼をし、司法書士や弁護士が相
続関係や相続人の住所を調査した。
【事例②】代理人による請求
仕事の都合で役場に行けないので、叔父に委任状
を渡し、戸籍を取ってきてもらった。
よくあるご質問
Ｑ．通知書が届いたら、何か手続きが必要なの？
Ａ．通 知書は、お知らせのために送付しているも
のですので、何か手続きをしていただくため
のものではありません。
Ｑ．通知書はすぐに届くの？
Ａ．通 知書は、対象となる証明書を発行した日の
翌月末頃に郵送しています。通知書をすぐに
郵送すると、心当たりのない人が多く不要な
不安を感じさせてしまうため、司法書士等か
らの連絡の期間を考慮して、通知書を送付し
ています。

あなたのふるさと
“吉野ヶ里町”を応援ください！
あなたが生まれ育った「ふるさと」、両親や親戚
が住む「ふるさと」を応援してください。あなた
の力が「吉野ヶ里町」を元気にします。
寄附件数・寄附金額 （金額：千円） 過去４年分
年度

25年

26年

27年

28年

件数

27

15

865

1,291

金額

415

645

32,271

58,586

平成27年10月から返礼
品の魅力アップを行い、
ふるさと寄附情報のポー
タルサイト「ふるさとチョ
イス」
「 ANAふるさと納税
ポータルサイト」に加入
しました。インターネッ
トからクレジット決済で
の寄附もできるようにな
り、全国から多くの寄附
が集まっています。
吉野ヶ里町 ふるさとチョイス

住民課（三田川庁舎）

☎37-0333

問

行トピ

住民票や戸籍などは、法律により、利害関係の
ある人など第三者も取得できるものとされていま
す。
通常、住民票などの請求があった際には、請求
者（窓口に来た人など）を運転免許証等で本人確
認するなど厳格な審査を行っています。それでも、
たびたび、虚偽の請求や不正に身元調査を行うと
いった事件についての報道を耳にします。
吉野ヶ里町では、そういった不正請求を抑止す
ることを目的として、第三者や代理人に本籍地が
記載された住民票や戸籍などを発行した場合に、
そのことをお知らせするという
町独自のサービスに取り組んで
います。

問

企画課（三田川庁舎）

☎37-0332

返礼品について
一定額以上の寄附をいただいた場合、町の特産
品をお送りします。
例）10,000円のご寄附…佐賀有明産海苔、
もつ鍋セット
20,000円のご寄附…佐賀牛モモカルビ焼肉用、
野菜セット＋お米10㎏

200を超える返礼
品をご用意して
います。

吉野ヶ里町ふるさと納税（寄附）事業メニュー
町を応援してくださる人に寄附金の事業メ
ニューを指定いただき、子育て支援・学校教育の
充実・活力ある町づくりなどの事業に使わせてい
ただいています。

検索

2017.8 広報
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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

【８月の催し】
日にち

時

間

行

事

対

３日（木）

１４:００～１５:００

吉野ヶ里歴史講座

５日（土）

１４:００～１６:００

ゆかたを着て夏祭りへ行こう♪

７日（月）
８日（火）

１４:００～１６:００

目指せ

12日（土）

１４:００～１６:００

夏休みお助けデー

定

員

材料代等

10人程度

どなたでも
小学生以上

12人程度

無料

定員になり次第

無料

（定員になり次第）

無料

子ども人形劇団『ダンデライオン』による人形劇
◎児童館まつり
世界共通おもちゃの交換会「とり＋かえっこ」
町内在住の
１０:３０～１１:３０
ドレミ広場
無料
未就学児親子
【夏休み特別プラン】～ふるさと発見～
町内在住の小学生
1組
12組
１０:３０～１２:００
おいしいお味噌を作ろう！
以上（親子もＯＫ）
500円

19日（土）
21日（月）
23日（水）

１４:００～１６:００

26日（土）

申込締切

無料

ゆかたを持っている
小学5年生以上

将棋名人！

・午前の部
・午後の部

象

どなたでも

11：００～12：００
１４：００～１６：００

映画まつり

どなたでも

定員になり次第

無料

◦3日/「吉野ヶ里歴史講座」は、役場社会教育課の方よりお話をしてもらいます。
◦5日/
「ゆかたを着て夏祭りへ行こう♪」は、着付けの先生が素敵なゆかた姿に仕上げてくれます。男の子も大歓迎です。ゆかたを着て、

子
育
て

そのまま夏祭りへ行ってらっしゃ～い♥
将棋名人！」は、吉野ヶ里町の将棋名人（？）を講師に迎え行います。将棋初心者にも一から教えてくださいますので、
ちっちゃい子もぜひご参加ください。対戦できるおじいちゃん、お父さんもぜひご参加ください。藤井四段に続け～(^o^)/
◦19日/
「児童館まつり」は児童実行委員の子ども達が中心になり盛り上げてくれます。午後の部の『とり＋かえっこ』には使わなくなった
おもちゃと、持っている子は『とり＋かえっこカード』を忘れずに持って来てください。いろんなゲームをして遊んだり、おもちゃ
をポイントで買ったりして、思いっきり楽しんでください。たくさんの参加をお待ちしています(^^♪
◦23日/
「～ふるさと発見～おいしいお味噌を作ろう！」は、北村醤油醸造様のご指導で、おいしいお味噌を作ります。１㎏のお味噌を持ち
帰りできますよ♪
◦7、 8日/
「目指せ

今日からママは料理名人♥ 6月15日

木

6月の「児童館ママのアラカルト教室」は、
『はせ川』
（箱川上分）の長谷川先生を迎え「プロか
ら学ぶ簡単クッキング」を行いました。ゼラチンを入れてご飯を炊くなど、ちょっとした工夫で
プロの味に近づくヒントをたくさん教えてもらいました。
日
『絵本で子育て』～子どもの発達と絵本 6月26

月

読書アドバイザーとして活躍する久地井壽美子先生の特別講演会を行いま
した。絵本の読み聞かせのほか、おすすめの本や年齢に合った本の選び方な
どを紹介。参加者は子どもの心を豊かにする絵本の効果を学びました。

保健行事
行

事

名

定期健康相談
４か月児健診
７か月児健診

※母子健康手帳は、きらら館で随時交付します。
妊娠届出書と印鑑をご持参ください。
日（曜）

受付時間

毎週月曜日
14（月）を除く

９:00～11:00

1（火）

場

きらら館

平成29年1月生

2（水）

13:00～13:15

ワン・ツー体操

17（木）

10:20～10:30

３歳６か月児相談

18（金）

２か月児相談

31（木）

象

者

持参するもの

一般町民
平成29年４月生

12か月児相談

2017.8

対

13:15～13:30

母子手帳

バスタオル

平成28年８月生

母子手帳

おおむね１歳半以上の幼児と保護者

飲みもの（水筒）

13:00～13:30

平成26年1・2月生

母子手帳

健康診査票

13:00～13:15

平成29年6月生

母子手帳

バスタオル

きらら館

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。

広報

所

保健課健康づくり係（きらら館）☎51-1618

13:00～13:15

こどもの個別予防接種について

12

問

＝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
立野
み

わ

立野

いろ は

三輪

なかもり

彩葉ちゃん

中森

平成28年８月２日生まれ

【家族からのメッセージ】

1歳おめでとう♪産まれてき
てくれて、沢山の幸せをあり
がとう！家族みんないろちゃ
んのことが大好きだよ♡

中森

お

こ

凜桜ちゃん

え しま の

目達原

平成24年８月20日生まれ

のんちゃん、お誕生日おめで
とう‼５歳前に歯が抜けて、
皆、ビックリです。 これから
も笑顔を忘れないでね♥

上豆田

たいよう

さか い

大陽くん

立野

はる

酒井

平成23年８月４日生まれ

きよ た

瞭くん

清田

平成25年８月19日生まれ

【家族からのメッセージ】



申・問

●開館時間

平日（月～金）9 :00～17:00

●休館日

日曜日・祝日

≪東脊振公民館に新しい本が入りました！≫

著者名

森
絵都
柚木 麻子
佐藤 正午
管野 のな
勝間 和代
土井 善晴
赤坂 行雄
香川元太郎
洪 在 徹
ヨシタケ シンスケ
なかがわ ちひろ

※すべて吉野ヶ里町中央公民館で取り寄せ可能です。

2017年度青少年読書感想コンクール指定図書（課題図書）
著者名
楠 章子
くさの たき
キム・ファン
茂木 ちあき

ナンシー・チャーニン
いとう みく
戸森 しるこ

※上記以外の読書感想文課題図書（小学生用）は、中央公民館にあります。
中央公民館、東脊振公民館の両館で取り寄せ、貸出し可能です。

問

総務課秘書･広報係

☎37-0330

て

※掲載号の1か月前の１日が締め切りです。

図書名
ばあばは、だいじょうぶ☆
なにがあってもずっといっしょ
すばこ
空に向かってともだち宣言
耳の聞こえないメジャーリーガー
ウイリアム・ホイ
チキン！
ぼくたちのリアル

育

総務課（三田川庁舎２階）で申込みも可能です。応募者多数の場合は、抽選となります。

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、

出会いなおし☆
BUTTER
月の満ち欠け
子どもと食べたい常備菜入門
勝間式 超ロジカル家事
一汁一菜でよいという提案
さがして！みつけて！トイストーリー３
宇宙の迷路（迷路シリーズ）
サバンナのサバイバル
りゆうがあります
おたすけこびとのにちようび☆

子

悠ちゃん1歳おめでとう！小さ
く生まれた悠作がこんなに大き
くなりました☆4人のじぃばぁ
いつもありがとう‼

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

図書名

悠作くん

【家族からのメッセージ】

4歳おめでとう☆だんだん好き
嫌いもなくなってきたね！あり
がとう♡これからもたくさん食
べてたくさん遊んでね☆

【９月号募集】 町内在住の９月で、１～６歳の誕生日を迎えるお子さんを８人募集し

ゆうさく

平成28年８月10日生まれ

【家族からのメッセージ】

６歳の誕生日おめでとう！！
これからも元気に育ってね｡
明るくて優しい大陽が大好き
だよ♡

図書室だより

か

【家族からのメッセージ】

1歳のお誕生日おめでとう☆
いつも笑顔で元気いっぱいの
このはが大好きだよ♡たくさ
ん遊んで食べて、大きくなろ
うね

わが家のちび姫、りーちゃん
1歳おめでとう！笑顔いっぱ
い、すくすく元気に育ってね！
父母姉兄より

の

江島希々花ちゃん

平成28年８月24日生まれ
【家族からのメッセージ】

【家族からのメッセージ】

林

吉田

が

古賀このはちゃん

平成28年８月29日生まれ

はやし

こうちゃん3歳おめでとう！
こうちゃんといると楽しいよ
♪また電車やヒーロー見に行
こうね！ 父母姉妹より

目達原

立野
り

昴晴くん

平成26年８月25日生まれ

【家族からのメッセージ】

なかもり

こうせい

糸kouhou@town.yoshinogari.lg.jp

土曜日 9 :00～13:00 （中央公民館のみ）

中央公民館

☎37-0341／東脊振公民館

☎52-3499

☆ピックアップ☆
『出会いなおし』
著/森 絵都
出会い、別れ、再会し、また別れ――。
人は会うたびに知らない顔を見せ、立
体的になる。人生の大切な場面が詰まっ
た六つの物語。
『おたすけこびとのにちようび』
著/なかがわ ちひろ

困ったときに電話をすると、かけ
つけてくれる、おたすけこびと。で
も、困っているカメをみつけてし
まったこびとたちは…？大人気シ
リーズ第６弾。

「ばあばは、だいじょうぶ」
著/楠 章子
大好きな、やさしいばあばが、こ
の頃変わってしまった…。
老い、認知症、介護といった、誰
もが避けては通れない問題を子ども
の視点から描き出します。家族の繋
がりを感じる感動作です。

2017.8 広報
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健康づくり
乳がん・子宮頸がん・骨粗鬆症
検診のご案内 乳がん検診予約受付中
検査の種類
子宮頸がん検診

乳がん検診
骨粗鬆症検診
※９月のみ

対象年齢
（平成30年3月31日現在）
20歳以上の女性

検査方法
問診・視診・細胞診
※内診

申・問

保健課健康づくり係
（きらら館）☎51-1618

受診料（自己負担額）
69歳以下

70歳以上

予約の
有無

500円

200円

予約不要

40歳代の女性

問診・マンモグラフィ検査
（2方向）

800円

―

50歳以上の女性

問診・マンモグラフィ検査
（1方向）

500円

300円

40歳以上

骨量検査
（簡単なレントゲン検査）

300円

100円

要予約

予約不要

日程
期 日

場 所

９月13日（水）
９月14日（木）
９月15日（金）

三田川
健康福祉センター
「ふれあい館」

11月28日（火）
11月29日（水）
１月２５日（木）

東脊振
健康福祉センター
「きらら館」

健康づくり

１月２６日（金）

受付時間
子宮頸がん検診※
乳がん検診※
① ９：0０～
② ９：３０～
９：３０～１１：００
③10：0０～
④10：３０～
※11/28（火）のみ午後も実施します。
⑤１３：００～
⑥１３：3０～
１３：００～１５：００
⑦１4：００～
⑧１4：3０～

吉野ヶ里町に献血バスがまいります

（400ml献血）

皆様のあたたかいご理解とご協力をお願いします。
日時・場所
①８月９日（水）
９:00～12:00 13:30～16:00
きらら館

献血可能年齢 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
で可能です。

有料広告

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

ご先祖様そして家族に感謝
せき

ゆう

佐賀県赤十字血液センター
〔業務課〕
☎32-1011

◆次の人には献血をご遠慮いただきます。
○男女ともに体重が５０kg未満の人。
○３日以内に抗生剤を服用した人、歯石除去を受
けた人。
○海外から帰国後４週間経たない人。
○検診医の問診により献血を控えるよう診断され
た人。

②８月21日（月）
９:00～12:00
中央公民館

御本尊

問

骨粗鬆症検診
９月１３日・１４日・１５日のみ
９：００～１１：３０

しゃ

石 裕 社

吉野ヶ里町田手 1817-12 TEL・FAX0952-52-2210
WEB
石裕社
検索

見積無料

新規墓石
墓石リフォーム
墓じまい など

何でもお尋ねください！

石裕社は決して大きな会社ではありません。代表者がまごころで営業、設計、施工まで行っております。お客様からのご縁をお待ちしております。
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YOSHINOGARI
INFORMATION

健康づくり

お知らせ

申 ＝申し込み先
問 ＝問い合せ先

国民年金「後納制度」
過去５年分まで納付可能

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

建設業許可・産業廃棄物・内容証明・車庫証明

お知らせ

土木（高卒程度）
１人
「花火・火遊び」による
電気（高卒程度）
１人
火災に注意！
受付期間 ８月18日（金）まで
後納制度とは、過去２年分しかさ
花火の正しい遊び方
※土・日・祝日を除く。
かのぼって納付できない国民年金保
①風が強いときには遊ばない
受験資格 平成２年４月２日～平成
険料を、過去５年分まで納付するこ
②周囲に燃えやすいものがなく、広
12年４月１日までに生まれた人
とができる制度です。
くて安全な場所を選ぶ
申込書等の請求
この制度を利用すれば、納付期限
③大人と一緒に遊ぶ
申込書及び試験案内は、企業団で
の時効で納めることができなかっ
④注意事項をよく読んで使用する
た国民年金保険料を納めることがで 交付します。郵便で請求する場合は、 ⑤水バケツを用意して遊び終わった
き、将来の年金額を増やすことがで 封筒の表に「採用試験申込書請求」
花火は必ず水につける
と朱書し、必ず120円切手を貼った
きます。
火遊びによる火災の防止ポイント
宛先明記の返信用封筒（角２号:A
利用できる人
①ライターやマッチを子どもの手の
４サイズの用紙が入る大きさ）を同
◦20歳以上60歳未満
届くところに置かない
…未 納（申請免除、納付猶予以外） 封してください。
②子供だけで火を取り扱わせない
申 ・ 問 〒849-0914
期間や未加入期間のある人
③火遊びをしているところを見かけ
佐賀市兵庫町大字西渕1960-4
◦60歳以上65歳未満
たら注意する
…未納及び未加入期間ほか任意加入
佐賀東部水道企業団 総務課庶務係
問 佐賀広域消防局予防課☎33-6765
中に未納期間がある人

☎30-6151
◦65歳以上
肥料販売中
…受給資格を得るための任意加入中
有明海
に未納期間のある人
野菜などの栽培用に適した肥料を
クリーンアップ作戦
※60歳以上で基礎年金を受給してい
販売しています。多くの数量をお求
有明海は、さまざまな生物が生息
る人は利用できません
めの場合は窓口にご相談ください。
する自然の宝庫。その環境を守るた
問 佐賀年金事務所
☎31-4191
肥料種類 汚泥発酵肥料
保健課後期高齢者医療・年金係 め、有明海沿岸４県（佐賀・福岡・ 価格 15㎏入り75円
長崎・熊本）の県民と漁業者が行う
（東脊振庁舎）
☎37-0345
販売日 毎週木曜13:00～16:00
海岸清掃にあなたも参加してみませ
※時間内であってもお買い求めにな
んか？
佐賀東部水道企業団
れない場合がございます。
日時 ８月19日（土）8:00～
販売場所
一次採用試験
※荒天の場合は、８月20日（日）に
三神地区環境事務組合事務局
試験日 ９月17日（日）
順延します。
神埼市千代田町栁島1290番地
会場 県立佐賀工業高校
場所 東与賀海岸
問 三神地区環境事務組合事務局
区分 一般事務（身体障がい者）
（干潟よか公園集合）

☎34-6555
土木（高卒程度）
※参加者には、記念品があります。
電気（高卒程度）
☎25-7144
問 佐賀県水産課
採用予定人員
一般事務（身体障がい者）１人

等

相談は、無料です。
ゆずりは

行政書士

杠

しげ

み

繁美

日本行政書士会登録番号 05410974

〒842-0121 神埼市神埼町志波屋 3627
TEL 0952-53-1747
携帯 090-8836-5630
ホームページ ゆずりは 神埼 ➡検索

行政書士には守秘義務があります、お気軽にご連絡ください。
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お知らせ
難病患者家族交流会

疾患や治療方法、日常生活のこ
と等について、交流会、相談会を
開催します。交流会には専門医も
加わり、みなさんの質問にお答え
します。お気軽にご利用ください。
相談日と内容
８月10日（木）膠原系疾患
全身性エリテマトーデス、強皮症等
８月22日（火）神経系疾患
脊髄小脳変性症、多系統委縮症等
９月７日（木）パーキンソン病関連
神経難病含む
９月12日（火）脊椎疾患
後縦靭帯骨化症等
交流会 13：30～15：00（定員なし）
相談会 15：00～15：30（先着３人）
会場 佐 賀 県 難 病 相 談 支 援 セ ン
ター（佐賀県駅北館２階）
相談料 無料
申 佐賀県難病相談支援センター

受付時間 10：00～18：00
☎97-9632 ※月曜休館

地元での就職を応援します！

お知らせ
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☎0942-82-3408

2017.8

いきいき健康講座

～あなたの肺は健康ですか？～

YOSHIN

日時 ８月３日（木）
14:30～16:30
14:00受付開始
場所 国立病院機構東佐賀病院
地域医療研修センター
内容
講演『肺を元気にする食事の基本
と工夫』
主任栄養士 垣添 真世
講演『知って得する薬の話』
薬剤師 石牟禮慎也
講演『肺を守る運動と生活習慣に
ついて』
作業療法士 西村仁志
リハビリ体操
※終了後、肺年齢測定を行います。
希望者はお申し込みください。
※当日参加も可能です。
申 ・ 問 地域医療連携室



担当：高口、上村、久本
☎0942-94-3748

新教育委員に
中島義孝さんを任命

５月19日付で町
長が中島義孝さん
＝箱川下分＝を吉
野ヶ里町教育委員
に任命しました。

任期


平成29年５月１日～
平成33年５月18日

問 学校教育課（中央公民館）

建設業退職金共済制度

この制度は、事業主が労働者の
働いた日数に応じて掛金となる
共済証紙を共済手帳に貼り、その
労働者が建設業界で働くことを
やめた時に建退共から退職金を
支払う、業界全体での退職金制度
です。
加入事業主 建設業を営む人
対象労働者 建設現場で働く人
掛金 日額310円
特徴 国の制度なので安全、確
実、申込み手続きは簡単。掛金
の一部を国が補助。経営事項審
査で加点評価対象など。
問（独）勤労者退金共済機構


建設業退職金共済事業本部
事業推進課

☎03-6731-2866

地域おこし協力隊を
石津義秀さんに委嘱

７月１日付で
町長が石津義秀
さん＝萩原＝に
地域おこし協力
隊を委嘱しまし
た。
地域の農林産
物の生産者と協力・連携して、
特産品の開発や、販売促進活動、
イベントの開催等を計画してい
ます。
問 農林課（東脊振庁舎）

☎37-0347

☎37-0339

吉野ヶ里歴史公園の
大賀ハス

問 ハローワーク鳥栖

問 ＝問い合せ先

有料広告

ハローワークでは、ジョブサ
ポーターがＵターン就職の支援
と、就職後も仕事の相談に応じま
す。
対象 就職を機に佐賀へのＵター
ンを検討中の大学・短期大学・
高等専門学校卒業予定者
支援内容
◇全国ネットワークによる豊富な
求人情報の提供・職業紹介・中
小企業とのマッチング
◇個別支援（希望に合った求人情
報の提供、選定、エントリーシー
トや履歴書の作成指導、面接指
導等）
時間 平日 ９：45～16：30
※事前予約をおすすめします。

申 ＝申し込み先

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
吉野ヶ里ふるさと炎まつり

今年の炎まつりの日程が決定し
ました。ぜひご来場ください。
日時 10月28日（土）
10:00～20:00
場所 吉 野ヶ里歴史公園内「祭り
の広場」
問 吉野ヶ里ふるさと炎まつり

実行委員会事務局
（商工観光課内）
☎37-0350

吉野ヶ里歴史公園
北口ふれあい広場が
開園しました。

芝生広場、複合遊具、トイレ及
びイベントステージが無料で利用
できます。ぜひご利用ください。
※駐車場は有料となります。
問 吉野ヶ里歴史公園

管理センター

☎55-9333

町営住宅空き室情報

町営住宅の申し込みは随時受け
付けています。入居要件・提出書
類など、詳しくは担当窓口にお問
い合わせください。
住

宅

間取り

空室（件）

２LDK

９

３DK

７

中の原団地（Ｄ棟）

３DK

18

立野団地

3LDK

１

川原団地

７月21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
【平成29年６月】
種 別
件
慶

よしのがリサイクル（６月搬出分・単位：㎏）
新

聞

雑

紙

弔

シュレッダー

ダンボール

紙パック

トレイ

アルミ缶

8,160

7,890

390

3,240

220

155

870

スチール缶

ペットボトル

ペットボトルキャップ

240

1,250

50

古

着

2,010

☆吉野ヶ里町リサイクルセンター（きらら館北側倉庫）
●８月の開館日 月～金曜日（水曜・祝祭日を除く） 8:30～17:00
毎週土曜日
8:30～17:00
第一日曜日 ８月６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・祝祭日を除く）8:30～17:00
※天候により中止する場合があります。

売却代金は、環境教育（子ども達や各種団体）
や紙紐・花苗購入などに使用しています。

問 環境課
（三田川庁舎）


☎37-0335

１

見舞金

0

激励金
会

費

贈呈品
その他
月
累

計
計

0
１
0
0
２
7

0

16,200
0
0

9,000
0
0

25,200
62,090

問 総務課
（三田川庁舎）☎37-0330

有料広告

職員全員がディプロマ ( モンテッソーリ教育教員免許 ) 取得者です

☆情操教育
☆縦割りクラス
☆横割りの時間
☆体操教室
☆預かり保育

三田川幼稚園 検 索

豊かな心を育てます
年長、年中、年少、年少々の混合クラス
制作、体育活動などは同学年で行います
毎週木下スポーツクラブから講師をよんでいます
夕方６時までお預かりできます

お知らせ

三田川幼稚園

〒842ー0031

219,424 円

0

慰

金額（円）

☆モンテッソーリ教育 人間形成の為の基礎作り教育です

学校法人明善学園

詳しくは

売却金額

祝

数

小規模な幼稚園です。職員全員が子ども達に関わりをもつことができます。

吉野ヶ里町吉田1074ー2

☎0952ー52ー2908

Fax0952ー52ー3933

有料広告

2017.8 広報
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お知らせ

申 ＝申し込み先
問 ＝問い合せ先

各種相談

YOSHIN

注文した覚えがない健康食品を
送り付けられた！

司法書士による無料相談会 要予約

「注文いただいた健康食品を送ります」などと電話があり、
申し込んでいないと伝えても、強引に健康食品を送りつけら
れたという相談が後を絶ちません。

８月10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）

典型例

弁護士による無料相談

「１か月前に注文を受けた健康食品が出来上がったので
お届けする」と電話があった。代金は25,000円だった。
「そ
んな高額な健康食品は注文していない」と言ったが、
「注
文しているので受け取ってもらわないと困る」と言われ
た。言い方が怖かったので、仕方なく代金を支払って受
け取ったが納得いかない。

●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

労福協無料法律相談会

①申し込んだ覚えがなく購入するつもりもなければ、電

日時 ８月20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

話があったときに、きっぱりと断りましょう。
②商品が届いても、代金を支払ってはいけません。事業
者名、住所、電話番号をメモした上で、
「受け取り拒否」
をしましょう。自分だけで判断できない場合は、家族

行政・人権相談

等に相談することも大切です。

日時 ８月７日（月）9:30～12:00
場所 農村環境改善センター
問 総務課総務人事係（三田川庁舎） ☎37-0330

③電話で断りきれず商品が届いてお金を支払ってしまっ
た場合でも、
クーリング・オフが出来ることがあります。

女性のための総合相談日

すぐに消費生活相談窓口にご相談ください。

日時 ８月３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

消費生活相談（近隣市町でも相談可能）

要予約

受付時間

８月16日（水）15:00～16:50（毎月第３水曜日）
相談時間 1人30分程度 場所 「きらら館」相談室
申 ･ 問 福祉課地域包括支援センター（先着３人）☎37-0344

お知らせ

出張

場所

家計の困りごと相談室 要予約

日時 ８月17日（木）（毎月第３木曜日）
場所 東脊振庁舎 応接室
申 ･ 問 福祉課福祉係（東脊振庁舎） ☎37-0343

時間外交付

9:30 ～ 15:30

要予約

月

みやき町（三根庁舎）

☎ 0942-89-1655

火

神埼市
上峰町（第２・第４）

☎ 37-0107
☎ 52-2181

水

みやき町（三根庁舎）

☎ 0942-89-1655

木

吉野ヶ里町（東脊振庁舎）

☎ 37-0350

金

神埼市

☎ 37-0107

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

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

問い合せ

☎ 24-0999

有料広告

シルバーケア吉野ヶ里フェスタ

前川清＆山本譲二
入場無料

平成29年９月９日（土）13：00〜

ブース販売：マッサージコーナー・カフェコーナー（ケーキセット）・野菜販売コーナー など

問合せ：特別養護老人ホームシルバーケア吉野ヶ里
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☎0952-55-6221

神埼郡吉野ヶ里町吉田1493-1

OGARI INFORMATION
休日在宅当番医療

【診察時間

月

商工観光課からのお知らせ

午前９時から午後５時まで】

日

トム・ソーヤの森 キャンプ受付中

当番医療機関

８月６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

中下医院
千代田町餘江128
☎44-2488

８月11日
（金）

西谷クリニック
吉野ヶ里町大曲1507-1
☎52-3139

神埼クリニック
神埼町田道ヶ里2396
☎53-1818

８月13日
（日）

松本医院
吉野ヶ里町三津751-9
☎52-4185

和田記念病院
神埼町尾﨑3780
☎52-5521

８月20日
（日）

中尾胃腸科医院
神埼町田道ヶ里2284-1
☎52-3295

たけうち小児科医院
神埼町本堀2707-2
☎52-2524

８月27日
（日）

おおつぼ内科医院
神埼町本堀3199-1
☎52-3130

山田こどもクリニック
神埼町田道ヶ里2394-1
☎55-6566

９月３日
（日）

栗並医院
神埼町枝ヶ里76-1
☎52-2977

神埼病院
神埼町田道ヶ里2216-1
☎52-3145

９月10日
（日）

目達原整形外科
吉野ヶ里町吉田2900
☎52-3717

福嶋内科医院
千代田町境原2496-3
☎44-2141

トム・ソーヤの森では、毎年７月から９月末まで
キャンプ場をオープンしています。小川でカニを探
したり、クヌギの木に寄ってくる昆虫たちを捕まえ
たり、豊かな自然を体験できます。バーベキュース
ペースもありますので、夏休みの思い出づくりにぜ
ひ遊びにきてください！

※予 約は２日前までにキャンプ場申請書を商工観
光課に提出してください。キャンプ場申請書は町
のホームページよりダウンロード可能です。
問 商工観光課（東脊振庁舎） ☎37-0350

トレーニングルームだより

ちょこっと防災講座④

トレーニングルームの運動で効果有り♪
今回は運動効果の1例をご紹介します
70代女性
利用回数

キャンプ利用料金（町内居住者）
・常設テント（１泊・一区画） 1,000円
・持込テント（１泊・一区画） 200円

目的は減量（メタボ改善のため！）
75回（2017.2.1～6.20）

土砂災害こんな時は気を付けて！

問 保健課健康づくり係（きらら館内）

問 総務課交通防災係（三田川庁舎）

利用のきっかけ
主治医から運動指示
↓
自宅でウォーキング
体重76→71kg後は
全く落ちなくなった
↓
運動指導員のいる
きらら館へ

★効果☆
（mmHg）

180

血圧と体重の変化
173→ 131

最高血圧

150
120

最高血圧

90

93→ 72

mmHg

mmHg

60

（kg）

73

体重

71

71→ 67

kg

69
67
65

感想コメント
指導員さんと相談しながら、無理なく効果を出せまし
た。体重だけでなく血圧も下がり嬉しい！今後は、きら
ら館と自宅の運動で『目指せ50kg台』です♪
1

11

21

31

41

51

61

71（回）

☎51-1618

お知らせ

結果を出したい人はぜひ一度ご利用ください★☆

がけくずれ
◦小石がぱらぱら落ちてくる。
◦崖にひびがはいる。
土石流
◦川の水がにごる。
◦木が流れてくる。
◦山からゴゴゴ（山鳴り）と音
がする。
◦川の水が少なくなる。
地すべり
耶馬渓土砂崩れ
◦川の水がにごる。
◦地面にひび割れができる。
◦水が湧き出してくる。
避難は遅すぎてはいけません。素早い行動で身を
守ることを優先しましょう。
☎37-0330

有料広告
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吉野ヶ里町の電話帳
【三田川庁舎】

代表53-1111

総務課

☎37-0330

財政課

☎37-0331

企画課

☎37-0332

住民課（戸籍係）

☎37-0333

住民課（総合窓口係） ☎37-0336
税務課

☎37-0334

環境課

☎37-0335

会計課（三田川）

☎37-0337

議会事務局

☎37-0338

【東脊振庁舎】

代表52-5111

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）

町長の窓

Town Mayor's Voice
町の観光を考える
元気な町づくりに向けて「吉野ヶ里

光施設や自然風景を楽しむ団体中

町まち・ひと・しごと創生総合戦略」

心の旅行が多く行われていました。

に取り組み、3年目を迎えました。

現在では観光の多様化により、家

これまで子育て支援やデマンドタク

族や友人、小グループで旅行する

シーなどお年寄りへの生活支援、企

人が増え、旅行内容も体験、活動、

業誘致による雇用の場確保で住宅建

学習型へと変化しています。旅行形

設も進み、一定の成果が表れてきま

態の変化を捉え対応していくため

した。

には、行政や旅行関連事業所だけ

今後町が更に発展し続けるために

でなく、地場産業や農林業をはじ

は「観光」と「健康づくり」に力を

め地域住民の皆さんと協力しなが

入れていく必要があります。特に観

ら観光振興に取り組むことが求め

光では、吉野ヶ里歴史公園や日本茶

られます。吉野ヶ里町も多様化す

栽培発祥の地などの観光資源を有し

る観光ニーズに応えるべく、7月

ながら、町全体の観光への取り組み

から、国内旅行業務管理者資格を

が統一化されておりませんでした。

有する「地域おこし協力隊」が着

そこで、町の観光を前面に押し出

任しています。
「吉野ヶ里町観光協

保健課

☎37-0345

農林課

☎37-0347

建設課

☎37-0348

ダム事業推進課

☎37-0342

し、活性化を図るための戦略を協議

会」の設立と共に、吉野ヶ里町が

商工観光課

☎37-0350

しようと、今年6月に「吉野ヶ里町

観光の町として成長していくため

農業委員会

☎37-0353

観光まちづくり戦略策定委員会」を

には町民の皆さんのご理解とご協

設置しました。町の最上位10年計画

力が不可欠です。

「吉野ヶ里町総合計画」に合わせて

よろしくお願い

【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

従来、観光は地方自治体が主体と

東脊振健康福祉セン
☎51-1618
ター「きらら館」

なって観光関連事業所が関わり、観

12月までに観光戦略を策定する予定
です。

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
PHS、市外局番外からの通話
☎0952-52-5960

◉まちの面積

４３．99Ｋ㎡

◉まちの人口（７月１日現在）
男

7,854人（＋２）

女

8,256人（−７）

合計

16,110人（−５）

◉世帯数

6,148世帯（＋９）

※出生数６人


死亡数14人

（６/1～６/30届出）
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します。

８月の軽トラ市は

６日（日）です。
８月のさざんか千坊館休館日は

16日（水）です。
８月の納税など

住民税
（普通徴収分）
（２期）
国民健康保険税
（３期）
後期高齢者医療保険料（２期）
介護保険料
（３期）
※納期限は８月31日
（木）
です。

多良正裕

編集後記

水 泳大会。体育が苦手な私が唯一活躍できた小学校
行事でした。でも泳げるようになるまでは、プー

ルの水をどれだけ飲んだことか…。水泳教室も休みた
くてたまらなかったこともしっかり覚えています。小
さいながらにあんなに頑張ったのは初めてでした。先
日、二女が「水泳大会の選手に選ばれた！」と報告し
てくれました。彼女が大人になった時に良い思い出に
なるのは間違いないと思います。
（杉山）
豆大福。塩にぎり。塩昆布。塩……。塩のつくも
のを連想してみましたが、食べ物が次々と。私は
夏も食欲全開ですが、この暑さで不眠、食欲不振、だ
るい毎日をお過ごしの方は要注意。熱中症の危険性大
です。朝ごはんは熱中症の予防に有効とのことなので、
頑張って少しでも食べて元気に夏を過ごしてくださ
い。夏が過ぎたら食欲の秋。楽しみだなぁ。 （八谷）
みなく続けていることは日記です。その日あった
こと感じたことなどを自由に書いています。月に
１回、１年前の日記を読み返します。
「こんなことあっ
たな」
「恥ずかしい」
「良いこというやん」など、自分で
書いたものですが面白いです（笑）。
「昨日は飲み過ぎ
た」の書き出しは、いつも校了翌日。編集を終えてホッ
と一杯。今夜も杯が進みそうです。
（古賀）

塩

休

句

短

歌

べ

電線に羽を休むる子燕ら十羽並びて何を語らむ
か

紺碧は神の恵みか立山ウオーク雪壁に手形をはしゃぐ老春
いそ

祖父よりの教え守りて今も尚生涯研修吾子は勤しむ

（目達原） 向井

（伊保戸） 中島

初音

君子

（横

（立

（松

田） 牟田

野） 土井

葉） 香月

南角

妙子

敏明

啓子

（上中杖上） 渡邊登志子

ひた

日脚伸び厨に日暮のやさしくてあとひと品を夕餉に添へむ
ひめじょをん

放置田の萱野に咲ける姫女苑植田渡りし風に花揺る

群青の夜の帳が染まる頃蝉の途切れ途切れに
も

（目達原） 中島

束の間に苗田となりぬ水の面に九千部の山並み逆さまに涵るも

十円アップ投簡の音変りなし
向井 初子
繊細なカットで酔わす江戸切子
角田 幸美
思い出の中に聞こえる笛太鼓
小池 喜治
初夏の土手のどかに歩く犬と僕
檜枝 一夫
ブロークンハートにひびく太鼓の音
中島 俊子
夏を越す決意をポチも知っている
城野くみ子
車椅子マークが渡る虹の橋
城野 浩二
両面を印刷されてこそ私
真島久美子
深海魚人の愚かさばかり見え
西村 正紘
廃校の欅が今日も天を指す
真島 清弘
バラ一輪君はそろそろ僕のもの
真島美智子

ずってすっ
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俳
星祭九十九折なる恋路かな
（立 野） 香田 春枝
終活の話弾むや百日紅
（吉 田） 西尾 京子
朝焼の不気味なしずけさ夏嵐
（豆 田） 伊東
幸
嬰児の湯浴みてとろりねむの花
（大 曲） 井上 春枝
木漏れ日のほろほろ揺れて夏木立
（豆 田） 井上千代子
忽ちに青田の風や吉野ヶ里
（田 手） 大澤ヨシノ
田植期もあつと言ふ間に原風景
（石 動） 大坪カツヨ
雨嵐に雷もきてをり夜明けかな
（田 手） 於保 邦枝
水口に水あふれゐる半夏生
（講 師） 小浜史都女

まぶしいよ買ってみようかサングラス
江口 重子
まぶしいよ子供の笑顔宝物
田代
舞
久しぶり声かけられて人違い
江口マツヨ
あじさいの花を眺めて日がくれる
佐藤 道子
花よりはダンゴが欲しいおばあさん
古野千賀子
スカイツリー見下すビルに智恵詰まる
福山 幸子
長電話ピンポン鳴ってホッとする
古賀由紀子
こぼれ種集めて母の花畑
草津 公代
山路には目立ちたがりの白い花
那須 紀子
蕎麦の花やさしく咲いて雨が好き
中島三千子
お喋りし花苗もらい日が落ちる
大塚美代子

へぇ。大変だったね〜。

解説

柳

唯

ずってすっ

もっとおばあちゃんを労いましょう。

佐賀弁の中でも最も程度がはなはだしいさまを表す言葉。
軽々しく使っちゃいけんばい。
※諸説あります。

もう、ずってすっごときつかったよ。

（この上なく）

おばあちゃん、熱中症になった時は、
どれぐらいきつかったの？

例文

第1回

川

木原

病押し神社参りを二人連れ
橋本
香
嘘みたい遠い記憶の好奇心
橋本かのこ
百均で爆買いをする景気よく
三宅 あや
薫風に景気の良さが乗ってくる
山下麻の葉
芍薬の一輪ごとに初夏の色
原 しづよ
太陽の光を浴びて強くなる
筒井アサノ
一日にたっぷり浴びるほどのお茶
荒木千代子
がんばって喝采浴びて夢叶え
福島 英悟
ステージの拍手のシャワー味方にし
牛島 美佐
浴びるほど酒を飲むたび反省す

佐賀弁講座

このコーナーでは佐賀弁の生き字引こと “つとむ師
匠”が毎月佐賀弁を解説します。初回は「ずってすっ」。
特集のインタビューで使われた言葉です。どんな意味
なのでしょうか？

つとむ師匠の

新連載

YOSHINOGARIBUN-GEI

吉野ヶ里文芸

受験資格

一般事務

若干名

４月１日までに生まれた人。
住所・学歴は問いません。

受付期間
７月18日（火）〜８月18日（金）8：30 〜 17：15
※土・日を除く。
※郵送は、締切日の消印があるものまで有効。

第 138 号

第１次試験（佐賀県町村職員統一試験）
試 験 日 ９月17日（日） 9：30集合
【教養試験】 10：00 〜 12：00
【適性検査】 12：20 〜 12：40
試験会場 佐賀工業高等学校
佐賀市緑小路１番１号
合格発表 １次合格者発表 10月中旬（予定）
※１次合格者は２次試験（面接・作文等）を実施。

申込書･試験案内の請求方法
窓口での請求
三田川庁舎…総務課で交付。
東脊振庁舎…住民課総合窓口係で交付。
郵便での請求
封筒の表に「採用試験申込書請求」と朱書きし、
必ず120円切手を貼った宛て先明記の返信用封筒（角
型２号）を同封し請求してください。

平成29年８月号

昭和62年４月２日から平成12年

吉野ヶ里町広報紙（毎月 1 回発行）

試験区分 採用予定

―町職員募集―

広報よしのがり

この街を職場にする

郵送請求・受付・問い合せ
〒842-8501 神埼郡吉野ヶ里町吉田321番地２
吉野ヶ里町役場総務課総務人事係（三田川庁舎）
☎37-0330

VOL.16
お 店 に 入 る と、思 わ ず 深 呼 吸。
い〜い匂い。奥から中島さんがにっ
こり笑って出迎えてくれました。
手元は忙しく準備をしながらも、
お話を聞かせてくれた、働き者の

やす こ

保子さん

＝伊保戸＝
1956年10月生まれ（60歳）

力

住

所

業務内容
営業時間
店 休 日
業務方針
●PR●

パン工房

吉田296番地3
☎53-6434

ムゥの森

パンの製造販売
看板うさぎの名前がムゥ。
9：00〜18：00
日曜、祝日
安全安心な素材で作る食事パンを提供します！
小麦粉本来の味を邪魔しないよう、まごころ込めて焼いてます！
ぜひ一度、ご来店ください。

っぱい！

おいしそうなパンがい

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町吉田 321番地２

協

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

なか しま

中島

54歳の３月に教職を退き、翌月には山梨県のパン屋「アリ
コヴェール」にいました。ネットで偶然見つけたお店でしたが、
店長で師匠の望月美幸さんの大自然の中でパンを焼く暮らしに
憧れ、飛び込みました。望月さんは、生地もほとんど触ったこ
とのない私にパン屋１年生の生き方を教えてくれました。１か
月間マンスリーアパートからパン屋に通う日々。
「パンは指先
から生地に愛情が伝わるから、いつも心をきれいに」と教わり
「あなたにだってできるのよ」という言葉に背中を押され６年
前、上峰に「ムゥの森」をオープンしました。
町内に移転してもうすぐ３年になります。パン作りを始めた
頃は本当に楽しいばかりで、
「ぱちん」と発酵した生地がかわ
いくてたまりませんでしたが、仕事となると慌ただしく、時間
に追われながら無我夢中で作っています。
アトピーやアレルギーがひどい子供も食べられるように、卵
と牛乳不使用で天然酵母を使ったパンのほか、比較的安価で提
供できるイーストを使ったパンも厳選した素材（小麦粉、砂糖、
塩、油脂など）で作っています。
「あのお客様はこのパンが好
きだから、焼こう！」前日そのパンがたくさん残っていても、
焼きます。心が折れそうになる時もありますが、私のパンを待っ
ていてくれるお客様がいる使命感があります。
教え子との思わぬ再会も。子供を抱いて来てくれて、
「あ、
先生！」とびっくりする顔を見るのは楽しいです。懐かしいし、
気恥ずかしくもありますが、一生会えなかったかもしれない教
え子と繋がれることはとても嬉しいです。
毎日食べるお米のように、自然に食べる。それが本当に飽き
のこない、おいしいパンだと思います。特別なパン屋ではなく、
「あ、今日もあのお店開いてるね」と、町の風景のように変わ
らずにいたい。細々と息長
く や っ て い き た い で す。
120円を握りしめてパンを
買いに来てくれる子供達の
ためにも、損得勘定抜きで
「飽 き の こ な い お い し い パ
ン」を作り続けます。

編集・発行／吉野ヶ里町総務課

中島さんをご紹介します。

soumu@town.yoshinogari.lg.jp

