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ふれあいウォーキング
毎月第4金曜日に開催中です。
1時間程度、それぞれのペースで楽しく歩いています。
健康づくりのためにも、ぜひ、一緒に町内を歩いてみま
せんか？
問い合わせ先　江北町教育委員会　0952-86-5623

（町の木）モチの木　（町の花）水仙

まちの人口
（平成30年1月31日現在） 前年同月比2018

March
Vol.298 3 人　口

　男　
　女　
世帯数

9,622人
4,539人
5,083人

3,373世帯

△47人　
△26人　
△21人　
18世帯

前年同月
（平成29年1月31日現在）2018

March
Vol.298 3 9,669人

4,565人
5,104人
3,355世帯

子や孫に誇れる郷土　江北
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まちの話題 TOPIC NEWS

→今回、この講座に協
力してくれた佐大生の
山口君（江北上惣出身）

まちの話題 TOPIC NEWS
　ひふみ通り振興会より、ビッキーふれあい祭り
2017での売上金を、九州北部豪雨の被災地へ、社
会福祉法人佐賀県共同募金会江北支会（江北町社
会福祉協議会内）を通じて、全額寄附されました。
　ビッキーふれあい祭りでは被災地の朝倉市杷木
地区の生産者から柿及び新高梨の仕入れを行い、
販売したところ、完売したとのことでした。

　江北町の給食では、地産地消の取り組みを行っ
ており、今回、レンコンの生産者である藤瀬さん
に、学校よりインタビュー訪問がありました。
「孫が通う学校の給食に自分の育てたレンコンを
使ってもらえるのは大変うれししい。子どもたち
の笑顔を想像しながら収穫しています。」と、笑
顔でお話しされました。この内容は栄養士さんが
新聞（学校に掲示）として紹介されています。

　江北小学校３年生のビッキータイム（総合的な学習）の時間にお邪魔し
ました。３年生は「江北町の自慢を見つけよう～特産品編～」ということ
で学習をしており、今回は江北町で作られているみかんということで、
「今村温州ミカン」の生産者である門前の浪瀬信さんを先生に授業が行わ
れました。
　浪瀬さんは、今村みかんの生産の難しさや、今村みかんがなぜ甘くてお
いしいのか等をわかりやすく説明されました。
　質問の時間には、「他の種類のみかんもあるんですか？」、「みかんの木
は何本ありますか？」、「なんでみかん畑を山に作ったんですか？」等たく
さんの質問が出ていて、一つひとつに丁寧に回答があり、色々な気づきに
驚き、また勉強になりました。

　2月16 日～ 18 日、県内一周駅伝が開催され、杵島郡
チームは13チーム中6位でした。
　江北町からは杵島郡チームにコーチとして野方大治
さん、柿塚晋也さん、選手として神﨑賢太郎さん、田中
庸介さん、田中滉さん、有江美柚さんが登録。
　3 日目の午前の部のゴール及び午後の部の再スター
トは江北町役場でした。沿道にはたくさんの方が応援
に駆け付けてあり、大変賑わいました。たくさんのご声
援、ありがとうございました。

　平成29年度、県・市町・公民館等の共同企画である課題解決支
援講座を上分区で開催しました。上分区は、もともと農業を中心
とした地域でしたが、近年、ライフスタイルや世代の異なる住民
が急速に増えてきています。そのため、上分区の未来をみんなで
考える会として開催です。
　2月17日の第3回では、「調査結果からわかること・感じること」
をテーマに、昨年末実施されたアンケート調査を基にワークショッ
プが行われました。
　アンケートの結果では、自由意見もたくさんあげられており、そ
れぞれの立場で、色々な意見があることがわかりました。
　この講座により、「上分についていろいろ考えることができてよ
かった」「このような交流の場、意見交換の場を続けてほしい」等
の意見も出ており、今後の上分区の発展が期待されます。

ひふみ通り振興会が九州北部豪雨被災地へ寄附
発掘！あるある上分区（課題解決支援講座）

県内一周駅伝

学校給食レンコン生産者へインタビュー

総合的な学習の時間

写真左より江北小学校管理栄養士の福田さん、生産者の藤瀬
さん、だいちの家の川崎さん
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まちの話題 TOPIC NEWS

　江北町町政懇談会を開催しました。
　現在取り組んでいる政策や、町民の皆さまに知ってほしいことを中心に、町長と各課長から説明
を行い、その後、意見交換を行いました。

☆主な報告事項☆
・「みんなの公園」の整備が始まります。
・町で住宅宅地を分譲します。
・新しい保育園が開設されます。
・国内・海外との交流を始めます。
・時間外窓口を開設しています。
・確定申告を地区別から大字単位に分けました。
・一般住宅の耐震診断補助があります。

・高齢者の運転免許証の自主返納者を支援しています。
・小児時間外診療が365日化しました。
・高齢者の生きがいづくり活動を支援します。
・ケーブルテレビの加入促進助成を行っています。
・コミュニティ・スクールの導入を検討しています。
・有害鳥獣対策を行っています。
・ごみ出しルールの徹底対策を行いました。

対象者によって異なる困りごと、必要な支援や配慮
対象者

女性

困りごと 必要な支援・配慮

プライバシー・トイレ・子どものこと・
介護

男女別トイレ・更衣室・物干し場・物資
配布時の配慮・防犯対策・子ども支援

妊産婦 プライバシー・栄養・心身の安定・
腰痛・おむつ・ミルク・衛生用品

間仕切り・医療支援・相談・授乳室・落ち
つける場所

子ども 不安感・居場所 親子で安心できる場所・心理面での支
援・遊び場の提供

中・高生 プライバシー・居場所・将来への不安・
心身の不安定さ

勉強スペースの確保・心理面でのサ
ポート・落ち着いて休める場所

高齢者 プライバシー・日常生活全般・床での寝
起きのつらさ・持病の治療や薬・心理面

衛生用品の支給・洋式トイレ・ベッド・声
かけ・話し相手・介助・間仕切り

障がいのある方 プライバシー・トイレ・不安感 間仕切り・医療支援・車いす・歩行器・
杖・洋式トイレ

外国人
プライバシー・居場所・コミュニケー
ション・情報が得られない・生活習慣・
食事・宗教

外国語による情報提供・支援者団体と
の連携

性的マイノリティの方

男性

プライバシー・心理面 更衣室・トイレ・安心していられる場所・
相談体制

プライバシー・心理面 声掛け・落ち着ける場所・相談体制

　佐賀県主催で、江北町、大町町、白石町、太良町の住民を対象とした避
難所運営訓練が行われ、江北町からは33名が参加しました。
　避難をするときの災害時要配慮者へ対応の仕方、避難所の設営の仕
方など、有事の際に冷静な判断や対応をするための訓練となりました。
　非常食であるアルファ化米の展示やハイゼックスによる炊飯等も行わ
れました。
　有事への備えの必要性が学ばれました。

　熊本男女共同参画センター「はあもにい」館長の藤井宥貴子さんを講師に、「男女共同
参画の視点でみる熊本地震」をテーマに研修がありました。
　熊本地震での経験をもとに、避難所における男女共同参画の視点の導入の重要性、要
援護者とその多様性に対応する必要性等を述べられました。
　私たちが今からすぐに出来る、私たち自身を守る備えとは「個人的なもの、食糧や水な
どの備蓄の習慣化」「連絡方法、避難所の確認」「地域とのつながりを大切にすること」です。
　皆さんは、もしもの備え、できていますか？

　3月24日から沖縄県で開催される第35回九州中学校バ
レーボール選抜優勝大会に出場する江北中学校の女子バ
レー部が出場の報告に訪れました。
　今回は、単一校では人数が足りずチーム編成ができな
かったため、福富中学校との合同チームです。
　九州大会での健闘をお祈りします！
　皆さまの応援もよろしくお願いします。

4町合同避難所運営訓練～今、私たちにできることは～　防災における男女共同参画 217

江北中学校女子バレー部九州大会出場報告220

町政懇談会125 128

自分の身は自分で守りましょう。誰か任せにしません！
・支援が届くのは 3日後です。非常用持ち出し袋の準備はしていますか？
・非常用持ち出し袋は、すぐ持ち出せますか？（職場や車にも準備しましょう！）
・非常用持ち出し袋の中に、自分の必需品入れていますか？（予備のめがね、いれてますか？）

防災は繋がる力です。日頃の備えが大事です！
・日頃からご近所とのお付き合いを大事にしましょう。
・地域イベントへの参加、していますか？

女性の視点や力を地域の防災に役立てましょう！
・相手を思いやる想像力を高めましょう。
・声なき声を置き去りにしないように！

まさかの発災はありません！

問い合わせ先：江北町役場 政策課 企画情報係　0952-86-5612
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第２クール健康ポイントを
商品券に交換します！

障害福祉サービス　短期入所について

【問い合わせ先】　　江北町役場　福祉課保健係　0952-86-5614

平成
29年度

　11月～ 2月の取り組みで 60ポイント以上を達成された方は、商品券と交換します。第
1クールでは、参加者 649人のうち約 7割の 455人の方が商品券と交換されました。第 2
クールも 60ポイント以上達成された方は、「健康ポイントカード」を提出して商品券と交
換しませんか。

　短期入所とは、自宅で介護を行っている方が病気などの理由により、介護を行うことがで
きない場合に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行うもので、
障害をお持ちの方の自立へのステップアップとして、介護者にとってのレスパイトサービ
ス（休息）としての役割も担っています。
　障害福祉サービスとしての短期入所を利用するためには、障害者手帳等が必要であるほ
か、町の支給決定が必要となります。利用を希望される方は、事前にご相談ください。

★賞品：江北町商工会が発行する商品券

★交換期間：３月１日（水）～３月 30 日（金） 土日祝日を除く

★交換窓口：江北町役場福祉課・江北町商工会

※交換期間を 3月 31日までとしていましたが、土曜日なので 3月 30日（金）
※時間は 8：30～ 17：15

　６０ポイント～７９ポイント
　８０ポイント～９９ポイント
１００ポイント以上

：１，０００円分の商品券
：２，０００円分の商品券
：３，０００円分の商品券

【問い合わせ先】　福祉課福祉係　0952-86-5614

※町内の障害福祉サービスの短期入所事業者

◉医療型

古賀小児科内科病院

◉福祉型

ショートステイちゅうりっぷの家

◉福祉型

特別養護老人ホームるんびに園

江北町循環バスの運行時刻が変わります！
平成30年4月2日火曜日より江北町循環バスの運行時刻が一部変わります。ご利用される方はご注意ください。
※以下3系統の出発時刻を5分間遅らせます。ルート及びバス停間の所要時間の変更はありません。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

12:25
12:29
12:30
12:31
12:36
12:38
12:39
12:40
12:41
12:42
12:43
12:44
12:45
12:46
12:50
12:54
12:55
12:56
12:57
12:58
12:59
13:00
13:01
13:02
13:04
13:07
13:08
13:09
13:11

12:30
12:34
12:35
12:36
12:41
12:43
12:44
12:45
12:46
12:47
12:48
12:49
12:50
12:51
12:55
12:59
13:00
13:01
13:02
13:03
13:04
13:05
13:06
13:07
13:09
13:12
13:13
13:14
13:16

山口駅前（北口）
江北小学校前
幼児教育センター
イオン江北店
江北町役場前
朝鍋宿

古賀小児科前
小田商店街入口
永林寺保育園前
上小田浄水場
上小田集会所前

仲町
岳
平山

白木パノラマ孔園前
平山
岳
仲町

SUMCO前
日の出町

永林寺保育園前
小田商店街入口
古賀小児科前
朝鍋宿

江北町役場前
江北小学校前
幼児教育センター
イオン江北店
山口駅前（南口）

変更後の時刻表
上小田線【12：25発→12：30発】
（小学校・イオン経由～白木パノラマ孔園回り）

停留所 変更前 変更後
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

14:25
14:29
14:30
14:31
14:36
14:38
14:39
14:40
14:41
14:42
14:43
14:44
14:45
14:46
14:50
14:54
14:55
14:56
14:57
14:58
14:59
15:00
15:01
15:02
15:04
15:05

14:30
14:34
14:35
14:36
14:41
14:43
14:44
14:45
14:46
14:47
14:48
14:49
14:50
14:51
14:55
14:59
15:00
15:01
15:02
15:03
15:04
15:05
15:06
15:07
15:09
15:10

山口駅前（北口）
江北小学校前
幼児教育センター
イオン江北店
江北町役場前
朝鍋宿

古賀小児科前
小田商店街入口
永林寺保育園前
上小田浄水場
上小田集会所前

仲町
岳
平山

白木パノラマ孔園前
平山
岳
仲町

SUMCO前
日の出町

永林寺保育園前
小田商店街入口
古賀小児科前
朝鍋宿

江北町役場前
山口駅前（北口）

上小田線【14：25発→14：30発】
（小学校・イオン経由～白木パノラマ孔園回り）

停留所 変更前 変更後
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

15:25
15:29
15:30
15:33
15:35
15:36
15:37
15:38
15:39
15:40
15:41
15:42
15:43
15:47
15:54
16:00
16:01
16:02
16:03
16:04
16:05
16:06
16:07
16:08
16:10
16:11

15:30
15:34
15:35
15:38
15:40
15:41
15:42
15:43
15:44
15:45
15:46
15:47
15:48
15:52
15:59
16:05
16:06
16:07
16:08
16:09
16:10
16:11
16:12
16:13
16:15
16:16

山口駅前（北口）
江北小学校前
幼児教育センター
江北町役場前
朝鍋宿

古賀小児科前
小田商店街入口
永林寺保育園前
上小田浄水場
上小田集会所前

仲町
岳
平山

白木パノラマ孔園前
花祭
平山
岳
仲町

SUMCO前
日の出町

永林寺保育園前
小田商店街入口
古賀小児科前
朝鍋宿

江北町役場前
山口駅前（北口）

上小田線【15：25発→15：30発】
（小学校～花祭経由）

停留所 変更前 変更後

平成30年度 江北町地域活性化補助金事前申込書  受付中！
　江北町地域活性化補助金は、住民主導によるまちづくりを進めていくとともに、独創的、
個性的な地域づくりを行う各種の事業を実施するために必要な経費について、町が予算の範
囲内において補助する制度です。

補助対象者：①自治会または活動団体
　　　　　　②その他町長が適当と認める団体

補助の対象となる事業：①地域の特色や立地などを活かした独創的、個性的な事業
　　　　　　　　　　　②新たに地場産品の発掘や開発などに資する事業
　　　　　　　　　　　③人材の発掘や育成に資する事業
　　　　　　　　　　　④地域活性化のためのイベントや交流活動
　　　　　　　　　　　⑤その他、町長が必要と認める事業

補助金の額：1件の申請に対し、30万円を上限として、町の予算の範囲内で交付
※詳細については町のHPをご覧ください。

申込み・問い合わせ先：江北町役場　政策課　企画情報係　0952-86-5612
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第２クール健康ポイントを
商品券に交換します！

障害福祉サービス　短期入所について

【問い合わせ先】　　江北町役場　福祉課保健係　0952-86-5614

平成
29年度

　11月～ 2月の取り組みで 60ポイント以上を達成された方は、商品券と交換します。第
1クールでは、参加者 649人のうち約 7割の 455人の方が商品券と交換されました。第 2
クールも 60ポイント以上達成された方は、「健康ポイントカード」を提出して商品券と交
換しませんか。

　短期入所とは、自宅で介護を行っている方が病気などの理由により、介護を行うことがで
きない場合に短期間入所してもらい、入浴、排せつ、食事のほか、必要な介護を行うもので、
障害をお持ちの方の自立へのステップアップとして、介護者にとってのレスパイトサービ
ス（休息）としての役割も担っています。
　障害福祉サービスとしての短期入所を利用するためには、障害者手帳等が必要であるほ
か、町の支給決定が必要となります。利用を希望される方は、事前にご相談ください。

★賞品：江北町商工会が発行する商品券

★交換期間：３月１日（水）～３月 30 日（金） 土日祝日を除く

★交換窓口：江北町役場福祉課・江北町商工会

※交換期間を 3月 31日までとしていましたが、土曜日なので 3月 30日（金）
※時間は 8：30～ 17：15

　６０ポイント～７９ポイント
　８０ポイント～９９ポイント
１００ポイント以上

：１，０００円分の商品券
：２，０００円分の商品券
：３，０００円分の商品券

【問い合わせ先】　福祉課福祉係　0952-86-5614

※町内の障害福祉サービスの短期入所事業者

◉医療型

古賀小児科内科病院

◉福祉型

ショートステイちゅうりっぷの家

◉福祉型

特別養護老人ホームるんびに園
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　春先は、空気が乾燥し風が強く火災が起こりやすい季節です。火の取扱いに
は十分注意しましょう。
　また、住宅火災による死者を減少させることを目的として、全ての住宅に住
宅用火災警報器の設置が義務づけられています。
　住宅用火災警報器は、あなたや家族の命を守る大切な機器です。未設置のご
家庭は早めの設置をお願いします。　　　　　

　法律により、野焼きは原則禁止となっていますが、わら焼きなど一部例外で燃やす場合
は、突風や強風により、他の建物に燃え移る危険性があります。
　また、炎や煙を見た近隣住民から火災と間違って通報があり、消防車が出動するケース
も多々あります。
　そのような事を未然に防ぐために、事前に役場及び白石消防署まで連絡をお願いします。

野焼きからの火災を未然に防ぎましょう

「火の用心  ことばを形に  習慣に」 （平成２９年度　全国統一防火標語）

❶寝たばこは、絶対やめる。
❷ストーブは、燃えやすいものから
　離れた位置で使用する。
❸ガスこんろ等のそばを離れるときは、
　必ず火を消す。　

平成３０年 春季全国火災予防運動 ３月１日（木）～７日（水）

３つの習慣 ４つの対策３つの習慣
❶逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置する。
❷寝具、衣類及びカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を
　使用する。
❸火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置する。
❹年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制
　をつくる。

４つの対策
住宅防火　いのちを守る

７つのポイント

　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、江北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。

防災行政無線などを用いた情報伝達訓練の実施

（１）訓練実施日時　　平成 30年３月 14日 ( 水 )　午前 11時 00分ころ
（２）訓練で行う放送試験

問い合わせ ： 白石消防署 TEL0952-84-3283

【問い合わせ先】
江北町役場　総務課防災管理係 0952-86-2111

情報伝達手段 放送内容

 町内19か所に設置してある防災行政無線と各世帯に設置してい
るＭＣＡ戸別受信機から、一斉に、次のように放送されます。
【放送内容】
　　上りチャイム音
　＋ 「これは、Jアラートのテストです。」×３
　＋　下りチャイム音

① 防災行政無線

(※)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。
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【 問い合わせ先 】　江北町役場  福祉課保健係　0952-86-5614

【 問い合わせ先 】　江北町役場  福祉課保健係　0952-86-5614

有
料
広
告

健康保険料率について詳しく▶ 協会けんぽ 保険料率 検索
※任意継続被保険者の方は、平成 年 月分（ 月納付分）からとなります。
※40歳～ 歳の方には、健康保険料率に全国一律の介護保険料率が加わります。

％

平成 年 月分（ 月納付分）から変更となります。

％

％

％介護保険料率
引下げ

▲

▲

▲ Ｉ
支
部

Ｈ
支
部

Ｇ
支
部

Ｆ
支
部

Ｅ
支
部

Ｄ
支
部

Ｃ
支
部

Ｂ
支
部

Ａ
支
部

佐
賀
支
部

協会けんぽ佐賀支部 の 健康保険料率は 全国で１番 高い！
■上位・下位 支部における

年度の全国平均健康保険料率 との差（％）

健康保険料率
引上げ

不妊治療費助成事業について

予防接種の受け忘れはありませんか？
今一度、母子手帳を確認しましょう。

　佐賀県で行っています不妊治療支援事業ですが、申請期限は治療が終了した日の属す
る年度の３月３１日までとなっていますので、３月３１日近くに治療が終了される方は
ご注意ください。３月末までに申請が困難な場合やご不明な点等、詳しくは杵藤保健福
祉事務所（電話 0954-23-3174）へお問い合わせください。
　また、江北町で行っています不妊治療助成事業につきましても、３月３１日近くに治
療が終了される方は、福祉課保健係までお問い合わせください。

◆接種期限が近づいています。
　まだ、接種がお済でない方は、早めに接種をお願いします。◆

　２期 ( 年長児 )・・平成 23 年４月２日～平成 24 年４月１日生まれの方
※公費（無料）での接種期限が平成 30年３月 31日までとなります。

※接種できるワクチンの種類などは、医療機関によって異なります。接種を希望される方は、
　医療機関に実施の有無をご確認の上、直接予約をお願いします。

この時期は、4 月からの入園・入学に備え、保護者の方に予防接種への関心をもってもらい、
接種漏れを見直すよい時期と考えられます。

※平成30年３月１日(木)～3月７日(水)は「子ども予防接種週間」です

麻しん風しん予防接種 

　（小学 6 年生 ) ・・平成 17 年４月２日～平成 18 年４月１日生まれの方
※公費（無料）での接種期限が 13 歳未満までとなります。

二種混合予防接種

9 広
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こうほくまちカレンダー
日（SUN） 土（SAT）月（MON）

2 3

5 【保】乳幼児相談ノーテレビノーゲーム
ノースマホデー

民生委員会
無料法律相談

【う】うるるんキッズ

窓口延長サービス（　　　 ）
区長会

【保】デイケアゆとり
【う】ママサロン（フランダンス）

【う】ぴよぴよルーム
【老】心配ごと相談
中学校卒業式

【う】ぴよぴよルーム
小学校卒業式

【保】乳児健診

【保】1歳半健診
【う】ぴよぴよルーム

日曜役場（　　  ） 【保】2か月児教室
幼児教育センター卒園式
確定申告最終日

サノ・ボヌール
肥前さが幕末維新博覧会
開幕

【う】：うるる
【保】：保健センター
【老】：老人福祉センター

「或る列車」歓迎イベント

【う】うるるんキッズ

【う】読み聞かせ

【老】心配ごと相談（行政相談）
小中学校終了式
ふれあいウォーキング（上小田）

永林寺保育園卒園式

4 6 7 8 9 10

1211 13 14 15 16 17

1918 20 21 22 23 24

2625 27 28

4
11
18
21
25

日曜日
日曜日
日曜日

水・春分の日
日曜日

日 曜　日
内　　科

《白石消防署管内 日曜・祭日在宅医当番予定表》　

当番施設名 電話番号
原田内科医院（白石町）
戸原内科（大町町）
武岡病院（江北町）
古賀小児科内科病院（江北町）
カタフチ医院（白石町）

0952-87-3737
0952-82-2051
0952-86-3013
0952-86-2533
0952-87-2233

外　　科
当番施設名 電話番号

高島病院（白石町）
森外科医院（白石町）
有島クリニック（白石町）
順天堂病院（大町町）
稲富胃腸科外科（白石町）

0954-65-3129
0954-65-2059
0954-65-2066
0952-82-3161
0952-84-3027

29 30 31

火（TUE） 水（WED） 木（THU） 金（FRI）

可燃物（A地区）

可燃物・不燃物（A地区）

可燃物（BC地区）

可燃物・不燃物（A地区）

A地区指定日
新宿、土元、門前、東分、
西分、花祭、高砂、上惣、
宿（バイパス南を含む全地区）

B地区指定日
観音下、石原、新町、
上区、岳、鹿ノ口、白木、
平山、仲町、浪花町、
日ノ出、原宿

C地区指定日
上分、下分、野口、下惣、
馬場、祖子分、江口、
正徳、八北、八中、八南、
東区、大西、南郷

BC地区共通

可燃物（A地区）粗大ごみ（A地区）

粗大ごみ（B地区）

粗大ごみ（C地区） 可燃物（A地区）

可燃物・不燃物（BC地区）

可燃物・不燃物（BC地区）

可燃物（BC地区）

可燃物（A地区） 可燃物（BC地区）

可燃物（A地区） 可燃物（BC地区）

可燃物（A地区） 可燃物（BC地区）

可燃物（A地区） 可燃物（BC地区）

容器包装プラスチック（BC地区）

容器包装プラスチック（A地区）

容器包装プラスチック（BC地区）

2018年（平成30年） 施
設
名

ゴ

ミ

指
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日

地
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※3月は粗大ごみ収集月です。
　家電5品目（エアコン・テレビ・冷凍

冷蔵庫・洗濯機・衣類乾燥機）、パソ
コンは回収できません。

・生ごみの水分はよく切りましょう。
 ごみ減量化にご協力お願いします。
・町指定のごみ袋に氏名・区名のご記

入をお願いします。

町民課窓口
業務のみ

町民課窓口
業務のみ

窓口延長サービス（　　　 ）
消費生活相談

町民課窓口
業務のみ

窓口延長サービス（　　　 ）
消費生活相談

町民課窓口
業務のみ

窓口延長サービス（　　　 ）
消費生活相談

【保】ベビーとママの
　　　にこにこ教室

【保】健康相談

町民課窓口
業務のみ

2/26 公民分館長会
【保】歯科保健教室

2/25 2/27 2/28 1

可燃物（BC地区） 容器包装プラスチック（A地区）

こどもセンター 「うるる」
◇うるるんキッズ（16：00 ～ 17：00）　◎対象：小学1 ～ 6年生
　14日：筒型飛行機を作ろう
　28日：いろいろ鬼ごっこ遊び
◇読み聞かせ12日（10:30 ～ 11：00）　◎対象：満1歳～未就園児
◇ぴよぴよルーム（10:15 ～ 11：00）　◎対象：満1歳～未就園児
　  2日：のり、シール、はさみ、好きな道具を選んで製作遊び
　  9日：3月のお誕生会・ランチ交流
　16日：ぴよぴよお楽しみ会
　　　  （ぴよぴよルーム思い出のスライドショー、プレゼント ほか）

◇ママサロン　6日10:00 ～ 11：30
　フラダンス
　　講師：大串美智子先生
　　・定員10名
　　・参加料：100円/人（託児・おやつ代）
問い合わせ（うるる）℡0952-65-1265
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　14日：筒型飛行機を作ろう
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◇ぴよぴよルーム（10:15 ～ 11：00）　◎対象：満1歳～未就園児
　  2日：のり、シール、はさみ、好きな道具を選んで製作遊び
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◇ママサロン　6日10:00 ～ 11：30
　フラダンス
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平成30年度 就学援助のご案内

平成 30 年度　育英資金貸付学生の募集

　江北町では、町内の小・中学校に在籍する児童生徒がいる世帯で、経済的に困窮している保護者に
対して学用品等の就学費用の援助を行っています。

・申請時において、大学（短大を含む）、専修学校、高等専門学校、中等教育学校（後期課程）
　又は高等学校に在学する江北町内に居住する者の子弟であること。
・向学心に富み、学力が優れていること。
・学資の支弁が困難であること。

１．応募要件

・江北町育英学生候補者選考委員会において貸付学生を決定します。

・江北町教育委員会に申請書を準備しております。（申請書は江北町のホームページからもダウンロードできます。）

２．選考方法

・大学（短大を含む）生及び
　専修学校の生徒に対する貸付金　　　　360,000円以内
・高等専門学校生に対する貸付金　　　　156,000円以内
・高校生に対する貸付金　　　　　　　　108,000円以内
・貸付金については四半期（6,9,12,1月）に口座振込（本人名義）となります。

３．貸付の種類及び金額（年額）

４．申請窓口
・平成30年５月18日（金）まで５．申込締切

１．生活保護法第 6条第 2項の規定に該当する方【要保護者】
　（生活保護制度の教育扶助に該当しない修学旅行費等の援助）
２．江北町教育委員会が、要保護者に準ずる程度に困窮し、就学困難と認定した方【準要保護者】
　（学用品費、新入学学用品費、修学旅行費、校外活動費などの就学に必要な費用の一部の援助）
　上記の対象として次の条件①②に該当する世帯となります。
①江北町内に居住している方
②平成30年４月に、江北町内の小中学校に在籍する（又は入学予定）児童生徒の保護者

１．就学援助の対象となる方と援助費の内容は

・認定にあたっては世帯員全員の所得額合計（平成29年中）で判断します。
（単身赴任者は世帯員とみなします。また住民票上は別世帯でも生計を一にしている場合は、世
帯員とみなします。）
・税の申告がない場合は審査ができませんので世帯員全員の確定申告をしてください。
・町教育委員会において、認定の可否を決定します。
　【認定基準となる世帯の所得目安】

２．認定について

・町教育委員会または江北小・中学校事務室に備え付けの申請書にて、直接、町教育委員会窓口
において申請を行って下さい。申請書は江北町のホームページからダウンロードすることもで
きます。
・平成30年３月から申請受付を行い、6月15日を締切日とします。その後も随時受付を行いま
すが、援助内容によっては支給されない場合がありますので早めの申請をお願いします。
・就学援助については毎年申請が必要となります。

３．申請及び提出期日について

※貸付を受けた者は、卒業後1年間を
経過したときから10年以内に返還し
なければなりません。繰上げ返還も
可能です。

〇問い合わせ先　江北町教育委員会　こども教育課 学校教育係　（0952）86－5621

〇問い合わせ先　江北町教育委員会　こども教育課 学校教育係　（0952）86－5621

家族数（構成） 認定基準額
２人（親、子） １７６万円
３人（両親、子） ２３０万円
４人（両親、子２） ３００万円

表の金額は、あくまで目安としてください。
世帯員の年齢構成や収入状況等により認定
基準額は異なりますので、目安を超えてい
ても認定となる場合もあります。

　突然ですが、「法則・原理・定理」について答えなさいと問われた時、あなたは、どんな

ものを答えられるでしょうか？

　例えば、

【オームの法則】＝「回路を流れる電流の大きさは電圧に比例し、電気抵抗に反比例する。」

【パスカルの原理】＝「密閉容器中の流体は、その容器の形に関係なく、ある一点に受けた単位面

　積当たりの圧力をそのままの強さで、流体の他のすべての部分に伝える。」

【三平方の定理】＝「直角三角形の３辺の長さをＡ、Ｂ、Ｃ（斜辺）とすると、Ａ2＋Ｂ2＝Ｃ2

　であり、Ａ2＋Ｂ2＝Ｃ2 ならば、直角三角形である。」等々になります。

　この他にもたくさんの法則や原理を思い浮かべられる方も多いだろうと思います。

　さて、それらは中学校の数学や理科で学ぶものですが、高校ではさらに多くのものを苦労

しながら学ぶと思います。ところが、苦労して覚えたそれらの法則や原理は、社会に出てみ

ると直接役立ってはくれません。役立つのは何かと考えてみますと、それらを導く過程や、

それらを使って問題を解く過程で、あれこれと必死に考え鍛えた思考力、判断力、表現力で

あると思います。それらの力で様々な問題を解決していくことができます。

　一方、社会に出て、直接役立ち、最も大切な原理は何かということになりますと、それ

が、日本国憲法の基本原理の一つである「基本的人権の尊重」です。具体的な内容は、平等

権、自由権、社会権等です。新しい人権にかかわる権利としては、環境権、知る権利、プラ

イバシーの権利などがあります。私たちは、この大事な基本的人権とともに、差別をなく

し、共に生きる社会を築いていくことを学んでいます。人権尊重と共生社会を創る原理が社

会生活を送る上で、最も重要な基本原理となります。そして、共に生きる社会生活を、明る

く、楽しく、円滑なものにしていくには、やはり「相手を思いやる行動」が鍵になると思い

ます。

　そこで、逆説的に、相手を思いやっていない行動の例を２つ取り上げてみます。１点目は

約束を守らないことです。信用で仕事をする社会人にとって、致命傷になるものです。２点

目は対応が遅れることです。対応の遅れには思いやりを感じることができません。常に、素

早い対応を心がけていれば、信頼される人間になっていきます。

　この２つのミスをおかさないようにする秘訣を考えてみると、それは約束や対応しなけれ

ばならないことを必ずメモをし、行動できたかどうかをチェックすることです。勉強ができ

る子ども、仕事ができる大人は、必ずこのことを実践しています。相手を思いやり、誠実さ

をもって行動すれば、物事はうまく行き、明るい気持ちになります。

　よりよい社会生活を送るため、基本的人権の尊重を最も大切な基本原理とし、相手を思い

やるコミュニケーションができる社会づくりを実践したいものです。

教 育 の
ス ス メ

社会生活をよりよく送る上での原理について
江北町幼児教育センター所長　吉 田 　 功
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平成30年度 就学援助のご案内

平成 30 年度　育英資金貸付学生の募集
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・平成30年３月から申請受付を行い、6月15日を締切日とします。その後も随時受付を行いま
すが、援助内容によっては支給されない場合がありますので早めの申請をお願いします。
・就学援助については毎年申請が必要となります。

３．申請及び提出期日について

※貸付を受けた者は、卒業後1年間を
経過したときから10年以内に返還し
なければなりません。繰上げ返還も
可能です。

〇問い合わせ先　江北町教育委員会　こども教育課 学校教育係　（0952）86－5621

〇問い合わせ先　江北町教育委員会　こども教育課 学校教育係　（0952）86－5621

家族数（構成） 認定基準額
２人（親、子） １７６万円
３人（両親、子） ２３０万円
４人（両親、子２） ３００万円

表の金額は、あくまで目安としてください。
世帯員の年齢構成や収入状況等により認定
基準額は異なりますので、目安を超えてい
ても認定となる場合もあります。
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会員募集要項／年会費・保険料・活動費をクラブ事務局（ネイブル内）までお持ちください。
　　　　　　　受付にて入会申込書の記入をお願いします。

　《サークル案内》
①活動日・②場所
③時間・④対象者
⑤年間・月間活動費

がばい余暇クラブ

①スポーツ安全保険には、特別な事情がない限り加入が必要です。
②活動中の事故については加入保険の対象範囲内で対応します。
③年会費の有効期限は、毎年4月1日～翌年3月31日となります。
④年度途中での入会の場合、10月1日以降に申し込まれた場合は年会費・年

間活動費が半額となります。
⑤複数加入の際は別途サークル毎の活動費が必要となります。
⑥受付後の年会費及び保険料、活動費の返却は、原則としていたしません。
⑦高校生以下の加入については保護者の承諾を必要とします。

◆ラージボール卓球

江北町総合型地域スポーツクラブ

平成３０年度 会員募集のお知らせ

【お問い合せ・お申込み】がばい余暇クラブ事務局（ネイブル内）
 TEL 0952-71-6321　〒849-0501 江北町大字山口1334番地

※子ども・・・中学生以下　※シニア・・・65歳以上
※3月31日以降に入会申し込みをされた方は別途108円（手数料）が
　必要になります。

年会費
3,000円

2,000円

3,000円

1,850円

800円

1,200円

大　人
子ども
シニア

保険料 活動費

各サークルの
年間・月間

活動費

がばい余暇クラブとは、多世代で
『いつでも・どこでも・いつまでも』楽しむことができ、

誰もが気軽に参加できるクラブです。

①午前の部　第1・3月曜日
　午後の部　第2・4月曜日
　夜の部　　第2・4水曜日
②ネイブル多目的ホール

③（午前）10:00 ～ 11:30
　（午後）13:30 ～ 15:00
　（夜）20:00 ～ 21:30
④年齢・性別問いません
⑤3,500円

◆こども将棋
①毎週水曜日
②ネイブルパソコン室　
③16:00 ～ 17:30
④小学生　　⑤500円（毎月）　

◆スポーツ吹矢
①毎週水曜日　
②（多目的ホール）第1・3・5水曜日
　（学習室）第2・4水曜日　  ③20:00 ～ 21:30
④年齢・性別問いません　　⑤500円（毎月）

◆ランニング
①毎週月曜日
②集合場所ネイブル　
③19:00 ～ 20:00
④中学生 ～ 一般　⑤1,500円

◆ミニテニス
①毎週月曜日
②ネイブル多目的ホール
③小・中学生　 19:30 ～ 21:00
　高校生・一般 20:00 ～ 21:30

④小学4年生 ～ 一般
⑤500円（毎月）

◆ミニサッカー　
①第1・3木曜日　
②ネイブル多目的ホール
③（低学年）18:15 ～ 19:15　
　（高学年）19:30 ～ 20:30

④（低学年）年長～小学3年生
　（高学年）小学生
⑤3,000円

◆フットサル
①毎週木曜日
②ネイブル多目的ホール
③20:00 ～ 22:00
　（第1・3は20:30 ～ 22:00）

④中学生 ～ 一般
⑤3,000円

◆キッズダンス
①第1・2・3火曜日　
②ネイブル多目的ホールステージ
③17:30 ～ 18:30
④年少～小学生　⑤2,000円（毎月）

◆ヨ  ガ
①第2・4金曜
②ネイブル集団指導室
③20:00 ～ 21:00
④一般　　⑤3,000円

ふれあい交流会・スポーツ大会
がばい余暇クラブでは、
誰でも参加できる
イベントやスポーツ大会を
企画しています。

NEW
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　平成29年度コミュニティ助成事業（一般コミュニティ助成
事業）の助成で、岳区は集会所の遊具を整備されました。
　新しい遊具で、子どもたちは安心して遊ぶことができるよう
になりました。安全な遊ぶスペースができたことにより、ここ
で子どもたち同士の繋がりが築けることでしょう。

体験イベント開催日：3月17日（土）
受付時間：9時30分～
開始時間：10時00分～
開催場所：さわやかスポーツセンター（江北中学校横）
対 象 者：未就学児～小学生
《イベント内容》
　・練習の見学（現部員の練習風景を見学ください）
　・剣道体験（実際に竹刀を握って振ってみよう）
　・レクリエーション（風船割りゲーム）
　・記念写真撮影（希望者の方には胴着、袴を来て記念撮影を行います）

宝くじの助成金で購入しました

問い合わせ先　江北町役場 政策課  0952-86-5612

　問い合わせ先　江北少年剣道クラブ　保護者会　川副 090-4777-4235

江北少年剣道クラブ体験イベントのお知らせ

※中学校体育の武道必修化に伴い、江北中では剣道が選択されています。

有
料
広
告

※コミュニティ助成事業は、
宝くじ普及広報事業の一環
として行われています。

・コミュニティ助成事業では、
一般コミュニティ助成事業
の他に、地域防災組織育成
助成事業、コミュニティセ
ンター助成事業、青少年健
全育成事業等があります。
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※1　保険医療機関の施設基準などにより 420円になる場合があります。
※2　指定特定医療を受ける指定難病の患者は 260円になります。
※3　指定特定医療を受ける指定難病の患者はこれまでどおり 0円となります。
※4　過去 1年で 90日を超える入院の場合は一食当たり 160円となります。

※１　経過措置として、所得区分が現役並み所得者、一般の方で平成28年3月31日におい
て、1年以上継続して精神病床に入院していた者であって、平成28年4月１日以後も
引き続き医療機関に入院する方については、当分の間、1食につき260円が適用され
ます。

・生活療養標準負担額
平成30年4月1日から長期入院した場合に、医療の必要性が高い被保険者が負担する食費
と居住費が変更されます。

・食事療養標準負担額
平成30年4月1日から所得区分が現役並み所得者、一般の方の入院時食事代の標準負担額
が変更されます。

入院時の食事療養標準負担額及び
生活療養標準負担額が変更されます

【問い合わせ先】　佐賀県後期高齢者医療広域連合　業務課　給付係　電話 0952-64-8476

対象者の分類

医療の必要性の低い者
食費
（一食）

460円※1

210円区分Ⅱ

区分Ⅰ

現役並み所得
一般

老齢福祉年金
受給者以外

老齢年金受給者

130円

100円

370円

370円

370円

0円 0円

変更前：360円
変更後：460円
※1※2

変更前：200円
変更後：370円

※3
変更前：200円
変更後：370円

※3
変更前：200円
変更後：370円

※3

210円※4

100円

100円

居住費
（一日）

居住費
（一日）

食費
（一食）

医療の必要性の高い者

食事療養標準負担額
現役並み所得者、一般
※１

区分Ⅰ、区分Ⅱのいずれにも該当しない指定難病患者

区分Ⅰ

区分Ⅱ
90日までの入院

過去1年で90日を超える入院 １食につき160円（据え置き）

１食につき100円（据え置き）

１食につき210円（据え置き）

１食につき260円（据え置き）

変更前：１食につき360円
変更後：１食につき460円
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飲み残したお薬や飲まなくなったお薬をそのままにしておくと・・・・・・。

【問い合わせ先】
　一社団法人　佐賀県薬剤師会
　佐賀県佐賀市本庄町本庄 1269-1
　ＴＥＬ：0952-23-8931
　ＦＡＸ：0952-23-8941
　http://www.sagayaku.or.jp/

佐賀県後期高齢者医療広域連合
佐賀県佐賀市大和町大字尼寺 1870
ＴＥＬ：0952-64-8476　　
ＦＡＸ：0952-62-0150
http://www.saga-kouiki.jp/

ご自宅に
お薬の飲み残しはありませんか

ご自宅に
お薬の飲み残しはありませんか

１　新しいお薬との区別がつかなくなる、又は何のお薬か分からなくなる。
　　⇒勝手な判断でお薬を飲んでも効き目は期待できません。

２　古くなったお薬を飲んだり必要のないお薬を飲んでしまう。
　　⇒家族が間違ってお薬を飲んで思わぬ副作用が起きることがあります。

３　きちんとお薬を飲まないとお薬がムダになってしまう。
　　⇒飲み残しのお薬（残薬）を減らすことが医療費の削減につながります。

そんなときは

飲み残したお薬を「か
かりつけ薬局」に持っ
て行きましょう。

薬剤師が必要なお薬か
処分した方が良いお薬
か判断します。

必要なときには医師に
処方日数の調整を相談
して医療費の軽減につ
なげます！

薬局では「おくすり整理そうだんバッグ」を無料でもらえます。
飲み残したお薬があったら「おくすり整理そうだんバック」
に入れて「かかりつけ薬剤師・薬局」に持って行ってください。
お薬は正しく飲むことで本来の治療効果が期待できます。

【かかりつけ薬剤師・薬局】
「かかりつけ薬剤師・薬局」は、よく利用する薬局からあなたが選ぶ薬剤師・薬局のこ
とです。「かかりつけ薬剤師・薬局」は安全・適正な医薬品の使用をサポートしてくれ
ます。お薬や健康について気軽に相談できるあなたの「かかりつけ薬剤師・薬局」を
持ちましょう。

おくすり整理そうだんバッグ
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絵　本

『おめでとうの　　
さくらまんじゅう』

野須  あき／絵

『すきなことのみつけかた』

『だるまちゃんとかまどんちゃん』

『じてんしゃのれるかな』

『はりねずみのルーチカ　りんごとれるかな？』

『おさかなちゃんのじょうずじょうず』

たかい  よしかず／さく

加古  里子／さく・え

平田  利之／作

北見  葉胡／作・絵

ヒド・ファン・ヘネヒテン／作・絵

児童書

『しりとりボクシング』
新井  けいこ／作

『たんじょう会はきょうりゅうをよんで』
  

『図書館の怪談　ﾅﾂｶのおばけ事件簿』

『どうくつをこねる糸川くん』 

『社会科見学！みんなの市役所　１階』 

如月  かずさ／作

斉藤  洋／作

春間  美幸／作

オフィス３０３／編

一般書

『スマホゲーム依存症』
樋口　進／著

『戦国の肥前と龍造寺隆信』

『奨学金借りるとき返すときに読む本』 
 

『読むパンダ』
  

『青き山嶺』

『天翔ける』

川副  義敦／著

柴田  武男／編

黒柳  徹子／選

馳  星周／著

葉室  麟／著

図書コーナーより

　私が所属する部署には、広報「こうほく」が第 1号から保存してあります。調べ物をするとき等に、ときどきそれで振り返りをするので
すが、自分が新規採用職員として紹介されているのとかをみると、恥ずかしくなります。十数年前のことでしたが、懐かしい感じです。先
日、私のおむかいさんの「お誕生日おめでとう」の記事を見つけました。うらやましくなり、自分の生まれた年を調べましたが、残念なが
ら、その時期は「お誕生日おめでとう」の記事が掲載されていないようでした。担当によって、特集記事が変わってきます。自分の代で始
めたことが、次の代へ引き継がれると嬉しいなと思いながら、間もなくやってくる第 300号をどうしたものかと思う現担当でした。

●随時、新しい本が入ってきています。新着本など、本の検
索はネイブルのホームページからでもできますのでどう
ぞご利用ください。

●リクエストも受付ております。お気軽にカウンターまで
どうぞ。

●本を借りる人は、バッグをご持参ください。
●毎月第３土曜日におはなし会を行っています。
　次回は３月17日（土）午後２時から行います。　　　　　
　

編 集 後 記

諸

他

 

高齢者の食事③　～健康づくりは年齢によって変えよう～
　年を重ねてくるとともに心身に変化がおこることは１月号で記載したとおりですが、健康づくりの方法
も年齢にあわせて変えていく必要があります。中年期までの健康づくりはメタボリックシンドローム対策
が中心で下のように摂り過ぎに注意することが多かったのですが、高齢期は食が細くなる人が多く栄養不
足に陥りがちです。これが要介護や死亡のリスクを高めます。

健康でいるためには、病気にならないこと。そう思って過ごしてきた方が多いと思います。
しかしこれからは「機能的健康」を守ることが大事になってきます。機能的健康とはたとえ病気が１つや
２つあったとしても、要介護にならず、自立して楽しく暮らせる元気と活力のことです
機能的健康を低下させないことが健康寿命には大事です。
・心身機能の低下……認知症や身体機能などが低下し、心身のバランスが崩れていきます
・生活機能の低下……買い物や食事の準備などが困難になってきます
・社会的機能の低下……社会参加、社会とのむすびつきが減少。家に閉じこもるようになり孤立しがちになります

中年期までの健康管理 高齢期の健康管理
目標
　老化予防
　フレイル対策
生活のポイント
（食　事）栄養不足に注意　肉・魚・卵・大豆
　　　　　製品・乳製品などしっかり食べる
（運　動）足腰を弱くしないための筋力アップ
（嗜好品）タバコ×　お酒適量
（睡　眠）昼夜のリズムを整える
（社　会）積極的な社会参加

目標
生活習慣病の予防
　メタボリックシンドローム対策
（肥満・高血圧・糖尿病・脂質異常など）
生活のポイント
（食　事）とりすぎ注意、野菜をしっかり食べる
（運　動）心肺機能を高めるための有酸素運動
（嗜好品）タバコ×　お酒適量
（睡　眠）十分とれるよう心掛ける
（社　会）働き過ぎの防止・ストレスためない
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問い合わせ先／ポリテクセンター佐賀
　　　　　　　0952-26-9516

問い合わせ・申込先／杵藤保健福祉事務所 精神保健福祉担当
　　　　　　　　　　0954-22-2105

ビッキーのかわら版
お知らせ

入所月　5月生
募集科名　CAD/NCオペレーション科
　　　　　板金・溶接施工科
　　　　　住環境CAD科
定　員　3科で15名
募集期間　3月5日～ 4月4日
入所選考　4月11日（水）
訓練期間　5月8日～ 11月28日
受講料　　無料（全訓練期間中）
　　　　　※テキスト代等は別途自己負担
応募資格　新たな職業に就こうとする求職者で、受講意欲が

あり公共職業安定所長より受講指示又は受講推
薦等を受けた方。

申込方法　受講を希望される方は、最寄りのハローワークで
ご相談の上、応募書類をハローワークにご提出く
ださい。

その他　施設の見学、訓練内容の説明、訓練体験など、「オー
プンキャンパス」を毎月、無料で実施していますの
で、お気軽にご参加ください。（月例日以外でも、平日
は毎日見学が可能です）

実施健診　子宮頸がん検診
対象者　佐賀県内にお住まいで、20歳～39歳の女性で過去

に子宮がん検診を受診されたことがない方、又は前
回受診後3年以上経過している方

検診日時　3月24日（土）9:00 ～※事前の申し込みが必要
検診会場　公益財団法人 佐賀県健康づくり財団女性検診エリア
　　　　　佐賀市水ケ江1丁目12-10 佐賀メディカルセンタービル
検診料金　無料（自己負担はありません）
申込日時　3月23日（金）まで　月～金　9:00 ～ 15:00

白石警察署の犯罪発生状況
（平成30年1月31日現在）

　公益財団法人佐賀県健康づくり財団では無料の子宮頸が
ん検診を下記のとおり計画しています。

無料子宮頸がん検診の実施について

職業訓練受講生募集

平成30年度 国税専門官募集

問い合わせ先／武雄税務署 総務課　0954-23-2127
　　　　　　　福岡国税局 人事第二課 試験研修係
　　　　　　　092-411-0031（内線2431、2432）
※申込方法など詳細については上記の税務署又は国税局まで。

申込先／公益財団法人佐賀県健康づくり財団 健診部
　　　　健診企画渉外課　0952-37-3303

日　時　3月12日（月）受付12:30 ～
場　所　佐賀県健康づくり財団（佐賀市水ケ江1丁目12-10）
対象及び定員　がん患者・その家族30名（受付順）
内　容　13:00 ～ 14:00　簡単！かわいい！手作り“しおり”
　　　　14:00 ～ 16:00　親睦・交流会
参加費　お一人300円（お茶菓子付き）
申込方法　住所・氏名・電話番号・家族同伴の有無を電話でご連絡ください。
電話受付　毎週月・水・金 9:30 ～ 13:00・14:00 ～ 16:30
申込期限　3月7日（水）

佐賀県がん患者・家族集いの会開催

問い合わせ先／佐賀県がん総合支援センター
　　　　　　　0120-246-388

平成30年度国税専門官を募集します。

受験資格　・昭和63年4月2日～平成9年4月1日生まれの者
　　　　　・平成9年4月2日以降生まれの者で次に掲げる者
　　　　　　①大学を卒業した者及び平成31年3月までに
　　　　　　　大学を卒業する見込みの者
　　　　　　②人事院が①に掲げる者と同等の資格が
　　　　　　　あると認める者
受付期間　3月30日～ 4月11日
試験日　第1次試験 6月10日
　　　　第2次試験 7月11日～ 7月19日のうち第1次試験
　　　　　　　　　合格通知書で指定する日時

あなたの就職に『職業訓練』を活かしませんか！
平成30年5月入所生を募集します。

日　時　3月16日（金）13：30 ～ 15：30
場　所　鹿島市生涯学習センター　エイブル　3階研修室
対象者　精神疾患を持つ方の家族の方
　　　　精神疾患を持つ方々を支える地域の支援者
内　容　・精神疾患を持つ方との関わり方について
　　　　・海外の地域精神保健システムから
　　　　     日本の地域精神保健システムの在り方を考える
講　師　より添いとたい話の診療所　院長 谷口 研一朗先生
参加料　無料
　　　※参加希望の方は3月9日までにお申し込みください

「家族講座」のご案内
～精神疾患を持ち地域で生活している方と

家族を支えるために～
　精神疾患を持つ方にどのように接してよいか悩んでいるこ
とはありませんか？この講座では、精神疾患を持つ方の家族や
支援する地域の方々が、こころのゆとりを取り戻せるよう、疾
患についての知識や情報・接し方等を具体的に学ぶことを目
的としています。

問い合わせ先／白石警察署　0952-84-2021
※自転車や車、自宅等に確実な施錠をお願いします。

犯罪発生件数…6件（うち窃盗犯5件）
自転車盗…0件、万引き…0件、空き巣等…1件
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「ふるさとの田んぼと水」子ども絵画展2017に入選！

江北町少年の主張大会

　全国水土里ネット・都道府県水土里ネット
が主催する子ども絵画展2017は、未来を担う
子どもたちに絵画を通じて、ふるさとのすば
らしさを発見し、水と土への関心を高めても
らい、多くの人々に農業農村の魅力をアピー
ルすることを目的に開催されています。
　今回、全国8,069点の応募の中から厳選なる
審査の結果、みごと江北小学校2年生、伊東和
志さんの作品が「入選」に選ばれ、受賞されま
した。
　作品は、東京都美術館などで展示されたの
ち、各イベントにおいても展示される予定と
のことです。

　1月27日、公民館の大ホールにおい
て「江北町少年の主張大会」が開催され
ました。
　今回は「理科研究発表」、「防災教育の
実践報告」と小学生6人、中学生3人の
子どもたちが自分の考えを発表してく
れました。
　堂々と自分の考えを発表できたこと
に拍手を送りたいとの講評通り、自分
の考えを持ち、それを人に伝えるとい
うことは簡単ではありません。子ども
たちの発表は、聞く人を魅了し、考えさ
せられる内容でした。

この作品は、夏休みの宿題で
かきました。大きい賞状をも
らって嬉しかったです。

（伊東和志さん）
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