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・第65回松浦地区
青年相撲大会
・一貫張り教室

・盆栽教室
・一貫張り教室
・有浦中･値賀中体育祭

・一貫張り教室

・一貫張り教室
・有徳小運動会

・一貫張り教室

・ノーテレビ･ノーゲームデー（家読の日）
・乳児相談
・総合型スポーツ教室

・総合がん検診
・総合型スポーツ教室

敬老の日

・風呂敷講座
・総合型スポーツ教室

・フラワーアレンジメント
教室

・韓国料理教室

・総合型スポーツ教室
・第2回玄海っ子教室

秋分の日
・サガン鳥栖
サッカースクール

・総合型スポーツ教室
・値賀小運動会

・九州交通安全の日
・総合型スポーツ教室
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・県民交通安全の日
・総合型スポーツ教室
・第5回寿教室

・乳児健診
・女性相談

・特定健康診査
・人権･行政･心配ごと相談
・ヨガ･ピラティス教室

・1歳6ヶ月児健診
・心配ごと相談
・ヨガ･ピラティス教室

・ヨガ･ピラティス教室

・消費生活相談
・総合型スポーツ教室

・消費生活相談
・総合型スポーツ教室
・第5回女性セミナー
・英会話教室

・消費生活相談

・消費生活相談
・口座振替日
(町県民税･国保税)
・総合型スポーツ教室

・書道教室

・絵手紙教室

８月19日（日）棚田の稲刈りにあわせて、撮影会が行われました。（玄界灘観光圏事業）「棚田撮影会」
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保健介護課より９月１日から
『生ポリオワクチンから不活化ポリオワクチンへ』

■９月１日からは不活化ポリオワクチンとなり、個別接種となります
●初回接種は、生後３ヶ月から12ヶ月の間に受けましょう

※今まで不活化ポリオワクチンを自費で接種された場合、残りの回数はお問い合わせください。
※不活化ポリオワクチン導入後は生ポリオワクチンは使用しません。

●接種回数／20日から５６日の間隔をおいて３回の接種（初回接種）後、６か月以上の間隔をおいて４回目の
追加接種を受けます

※生ポリオワクチンを、２回接種済みの方…不活化ポリオワクチンの接種は不要
１回接種済みの方…不活化ポリオワクチンを３回接種

●費用／初回接種のみ無料
※追加接種は、現在有効性などを検証中のため、９月１日時点では任意での接種となり、全額自己負担です。
検証の結果によっては変更になる場合があります。

●場所／県内の登録医療機関（必ず予約されてください。）
詳細が決まり次第、対象者の保護者には、説明書及び新しい予診票を送付します。

生後３か月～90月未満のお子さんが対象です。

お問い合わせ先：保健介護課 牲５２－２１５９

ポリオ（急性灰白髄炎）は「小児まひ」と呼ばれ、ウイルスによって主に手足のまひを起こす病気です。
ポリオの予防には、ポリオワクチンの接種が必要です。
今までは、経口（飲む）タイプの生ポリオワクチンを集団接種にて実施していましたが、生ポリオワク

チンを接種した後、ごくまれに（100万人に約1.4人）まひを起こすことがあったため、ウイルスを死滅
してつくったワクチン（不活化ワクチン）を注射する方法に変わります。

※不活化ポリオワクチンには、米国産、カナダ産及びオーストラリア産牛由来の原材料が含まれています
が、接種による伝達性海綿状脳症（TSE）伝播のリスクは極めて低く、海外での接種においても人への
伝播の報告はありません。

不活化
ポリオ

不活化ポリオ 初回接種/無料 追加接種/自己負担
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自殺予防週間 9月10日～9月16日

お問い合わせ先：税務課 牲５２－２１５７

納め忘れがないよう預金残高の
確認をお願いします。

口座振替をお申し込みの場合は、翌月分からの口座振
替となります。
お申し込み月分までは、納付書での納付をお願いしま

す。
また、国民健康保険税は、４月１日現在で課税されま

すので、入社や退社された場合など、国民健康保険加入
状況に変更があった場合には、税額が変更になりますの
で、速やかに手続きを行ってください。

９月は『町県民税第４期』･『国民
健康保険税第４期』の納期です。

○口座振替日 平成24年９月28日（金）
○納付期限 平成24年10月1日（月）

税務課より

保健介護課より

■税務課からのお知らせ

災害により国税の申告、申請、請求、納
税などを期限までにできないときは、所轄
税務署長への申請により、期限の延長や納
税の猶予ができる場合があります。
詳しいことは、福岡国税局ホームページ
をご覧になるか、最寄りの税務署にお尋ね
ください。

（福岡国税局ホームページ
http://www.nta.go.jp/fukuoka/）

（唐津税務署 総務課 電話 53-7051）

・さまざまな悩みを抱えているかたは、一人で悩まず、つらいこと 悩んでいることを話してみませんか。
多くの方が相談されています。 専門の相談機関にご相談ください。

『佐賀いのちの電話』 0952－34－4343 （24時間365日対応）
『佐賀県自殺予防夜間相談電話』0120－400－337 （毎日午前1時～午前7時対応）
『自殺予防 いのちの電話』 0120－738－556 （毎月10日 午前8時～翌11日午前8時の24時間対応）
『佐賀こころの電話』 0952－73－5556 （平日 午前9時～午後4時対応）

玄海町立図書館には「心といのちの文庫コーナー」がありますので、ぜひご利用ください。

あなたの周りに悩みを抱えている人がいたら、温かい声かけをお願いします。
あなたも“ゲートキーパー”になりませんか。
ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につなげ、見守る人のこと

です。

【自殺を防ぐためにあなたにもできる4つのポイント】
●気づき…家族や仲間の変化に気づいて、声をかける
●傾 聴…本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける
●つなぎ…早めに専門家に相談するよう促す
●見守り…温かく寄り添いながら、見守る

自殺で亡くなる人の数は、平成10年から連続して毎年3万人を超
え、佐賀県でも年間200人を超えています。自殺は個人の意思や選
択の結果と思われがちですが、実際には、さまざまな要因が複雑に
関係した「心理的に追い込まれた末の死」であり、「防ぐことので
きる社会的な問題」であると言われています。

九州北部豪雨で被害を
受けた皆様へ

誰かに話して
みませんか
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生活環境課より

下水道等使用料の減免申請について

お問い合わせ先：生活環境課 下水道係 牲５２－２１８９

一般家庭の下水道等の使用料金は、世帯割と世帯員割の合計額です。
使用料金の算定のための世帯人数の確認は、毎年4月1日、10月1日の年2回住民基本台帳等により行って
います。（ただし、下水道等の使用開始が中途の場合は、開始時に確認します。）

次のような事情で、半年以上自宅を離れている世帯員がいる場合は、世帯主等からの届け出があれば、
内容を審査し、使用料金の減免をしています。

※現在、減免を受けていて継続を希望される場合は、町が世帯人数の確認を行う10月中に再度、減免申請
の手続きをしてください。

○申請に必要なもの ①印鑑
②上記の事情を確認できる書類（アパートの賃貸借契約書、入寮証明書など）

下水道使用料は納入期限内にお納めください。
納め忘れのない口座振替をぜひご利用ください。

1． 大学や専門学校等に在学していて、自宅を離れている
2． 農業研修等のため自宅を離れている
3． 心身に障害があったり、介護が必要で、福祉施設等に入所している
4． 病気の治療のため医療機関に入院している
5． 仕事のため自宅を離れている

財政企画課より

放射線測定器
「マイレートPDR-111」を貸出します

お問い合わせ先：財政企画課 牲５２－２１１２

放射線は、宇宙や大地、岩石、鉄筋コンクリートの家屋、食べ物などの自然環境や身の回りのどこにで
も存在しています。という話を聞いても、なかなか実感が湧きません。
そこで、身の回りの放射線について体験してもらうために、放射線測定器「マイレートPDR-111」を

貸出します。身の回りから放出されるガンマ線を測定できますので、いろいろな場所や物の放射線を測定
してみてはいかがでしょうか。

○使い方
・ノーマルモード
電源スイッチをONにすると、リアルタイムで測定値（μSv/h）
が表示されます。
・AEMモード
緑色のスイッチをONにしている間、平均化処理した測定値（μ
Sv/h）が表示されます。

○対象
町内在住の方（未成年の場合は、保護者の同意が必要）
町内の事業所・団体
○貸出方法
役場財政企画課に利用申込書を提出してください。
利用申込書は役場２階財政企画課で配布しています。
玄海町ホームページからもダウンロードできます。
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住民福祉課より

第12回全国障害者芸術・文化祭さが大会
ボランティアスタッフ募集

お問い合わせ先：佐賀県健康福祉本部障害福祉課
TEL：0952-25-7064 FAX：0952-25-7302
玄海町役場住民福祉課
TEL：52-2158 FAX：52-2813

第12回全国障害者芸術・文化祭さが大会の開催にあたり、大会のボランティアスタッフを募集していま
す。
ボランティアスタッフの主な活動は、イベント会場内でお困りの様子の障害のある方がいらっしゃれば、
声をかけ、会場案内や移動の手助けを行っていただくものです。
障害の有無に関わらずだれもが大会を楽しむことのできるよう、ご協力をお願いします。

※障害に応じた適切な対応を行えるよう、別途県主催の研修会への参加をお願いします。
※３日連続でご参加いただければ幸いですが、参加者のご希望に配慮し、1 日単位での参加もできます。

［大会概要］
日 時：平成24 年11 月23 日（金・祝）～25 日（日）
場 所：佐賀市文化会館等・佐賀県総合体育館
内 容：舞台芸術、芸術作品の発表、各種展示会、バリアフリー映画の上映など

食文化や史跡など、地域の魅力を
発信するイベントが玄海町でも行わ
れました。（漁師料理、棚田撮影会、
磯遊び）
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教育課より

玄海町では、小学校から中学校までを

通して、独自の教育方針のもと、様々

な人間関係から豊かな社会性を育て、

活力にあふれた子どもたちを育成する

ため、町内小学校一校、中学校一校に

統合し、小中一貫教育を実施します。

玄海町立小中学校基本構想等検討委

員会にて仮決定した内容をもとに、詳

細な設計の条件となる設計図等作成を

株式会社山下設計九州支社に“かたち”

として頂きました。

今後は、これらの設計図等をもとに、工事を行うための詳細な設計図等を作成してまいります。
また、同時に新校の教育ビジョンについて協議を行っております。
項目は、小中合同行事、部活動種目、通学手段、町独自学習、授業時間などを協議しています。
詳細については、次号からお知らせします。

3

〔玄海町立小中学校全体構想イメージ〕

〔各階平面図〕

3階 4階

1階 2階
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実施日（曜日） 種 別 受 付 時 間 場 所 対 象 者

母子関係

9月 3日（月) 乳児相談 10:00～11:00 役 場 Ｈ24年 6月生

9月 5日（水) １歳６ヶ月児健診 13:30～13:50 役 場 Ｈ22年12月生～H23年3月生

9月26日（水) 乳児健診 13:30～13:50 役 場 Ｈ23年10月生～H24年3月生

成人関係
9月10日（月)
※胃がんは 胃･肺･大腸がん 8:30～11:00 仮屋東公民館 40歳以上の男女

要電話予約 前立腺がん 50歳以上の男

9月11日（火) 胃･肺･大腸がん 8:30～11:00 40歳以上の男女
※胃・乳がんは 乳がん 9:30～11:00 仮屋東公民館 40歳以上の女
要電話予約 子宮頸がん 10:30～11:00 20歳以上の女

9月19日（水) 特定健康診査 9:00～11:00 町民会館 30～74歳の国保の方
(40～74歳の一部の社保の方)

仮屋

大薗

石田

9月の行事予定表

・胃がん検診は、事前に予約をお願いします。 ・乳がん検診は、1日 55名限定のため電話で予約してください。
(受付時間の予約はできません) ★予約開始 検診日の1週間前から★ ５２－２１５９役場 保健介護課
・対象地区の実施日に都合がつかない方は、別の実施日にご来場ください。

平成24年6月24日（日）開催
6月のじめじめ梅雨空のもと、2競技（2会場）が行われました。2会場とも、唐津市内（ゴルフは福岡

セブンヒルズゴルフ倶楽部・ボーリングはFAS）で行われました。参加チームはゴルフ（15地区）・ボウ
リング（21地区43チーム）、で盛大に行われました。
当日参加された選手の皆さん、役員さん、天候不良の中、お疲れ様でした。

※ボウリングの点数は、3人の総点数で
す。
※ゴルフは天候不良により、ハーフで
終了。

●ゴルフ
●ボウリング

ゴルフは、朝からの雨模様で時折、突
風が吹き開催も危ぶまれました

が、何とかスタート。しかし、だんだん雨がひ
どくなり、グリーンに水がたまりボールが転が
らなくなり、午後の部は中止。大会史上初めて
の事と言うことでした。天候には、逆らえませ
んので、前半のみの成績で勝敗を決することと
なりました。成績は上位10チームを掲載してい
ます。

ボウリングは、天候に左右される
ことなく、参加チーム

最多で行われ、当日のFASは玄海町民であふれ
ていました。今大会は普恩寺が最初から優勝を
狙えるチームの構成で、2位に100ピン以上差を
つけ優勝しました。
なお、今回より個人賞が設けられ栄えある第1

回個人優勝は普恩寺の池田秀子さんでした。団
体・個人とも圧倒的な勝利でした。
団体戦の1位～10位までは掲載していますが

個人賞は、優勝者のみの掲載にしたいと思いま
す。ご了承下さい。

成 績
順位 地区 点数
1 普恩寺A 1086
2 下宮A 953
3 有浦上A 949
4 外津B 937
5 有浦上B 935
6 浜野浦A 933
7 外津A 931
8 仮屋A 929
9 座川内B 910
10 牟形A 908

成 績
順位 地区 点数
1 仮屋 249
2 有浦上 251
3 平尾 252
4 諸浦 254
5 長倉 259
５ 新田 259
５ 外津 259
8 浜野浦 267
9 牟形 270
10 花の木･栄 274



有徳小学校二学期の主な行事

笑顔輝く有徳の子ども～徳は孤ならず必ず隣有り～
○かしこい子 ○ただしい子 ○やさしい子 ○たくましい子

「笑顔輝く有徳の子ども」を育てるために、２学期もたくさんの
行事を計画しています。地域の皆様方のご支援をどうぞよろしく
お願いいたします。

二学期始業式。自分の目標
を決め、それに向かって頑張
っていきます。

有徳小学校の代表として、長崎で平和集会を行
います。全校みんなで折った千羽鶴を献納します。
平和を築いていくことの大切さを学んできます。

全校みんなが一番熱くなる運動
会。気合いの入った姿をお見せし
ます。

祖父母参観日。今年は各
学年、学習したことをおじ
いさん、おばあさん方に発
表します。午後からは母親
部を中心としたバザーを開
催いたします。

日時 行事予定
8月29日 第2学期始業式
9月10日 校内スケッチ（～14日）
9月23日 有徳小運動会
10月12日 不審者対応安全教室
10月19日 授業参観
10月25日 6年修学旅行（～26日）
10月26日 1～5年バス旅行
11月14日 劇団四季演劇鑑賞会
11月25日 祖父母参観日（学習発表会）

PTAバザー
12月21日 終業式

自ら学び、心豊かにたくましく生きる児童の育成
～夢と感動を子どもたちに～

教育
目標

伸びやかな声で、堂々と発表ができました

電子黒板を使って説明 みんな意欲的に学習できてい
ます

６年生みごとな音楽物語
（７月29日（日））

授業研究会（７月４日（水））
算数（５年生）の授業研究会を行いました。電
子黒板を先生や子どもたちが活用して、わかる授
業づくりに取り組んでいます。

バケツに水をいっぱい入れて
（１・２年生）

クロール上手になりました
（３・４年生）

水泳大会（７月12日（木））
低・中・高学年で水泳大会を行いました。
自分の力を出そうと精一杯
挑戦していました。

「詩と童話の朗読会」が相知交流文化センター
で開かれました。６年生が、今西佑行作「一つの
花」を音楽物語にして発表しました。気持ちを合
わせた歌声に、会場から大きな拍手をいただきま
した。

（文責：校長）
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（文責：教務主任：行徳）



「志をもち、心豊かでたくましい生徒の育成」

７月21日（土）・22日（日）に唐津地区中学校体育大会夏季総合大会が開催されました。結果は女子ソフトテ
ニス団体が3位、個人（ダブルス）が3位となり県大会出場となりました。他は残念ながら地区大会で敗退しました。
また、7月30日（月）に行われた県吹奏楽大会では昨年に続き銅賞を受賞しました。それぞれが３年生にとっては
中学生最後の大会でした。今まで３年間、暑い日も寒い日も一生懸命練習に取り組んできたと思いますが、力及ば
ず、負けたり実力を出せなかったりした生徒たちも３年間の部活動で多くのことを学んだと思います。部活動で学
んだことを今後いろいろな場面で役立てていってほしいと思います。

７月21日・22日は唐津地区中体連でした。３年生にとっては、最後の試合となる大会です。
今年は「オリンピックイヤー」です。世界中のアスリートたちがロンドンに集まり、各種目で技を競い合い、日
本は史上最多３８個のメダルを獲得しました。値賀中学校の生徒たちも７種目で、精一杯最後まであきらめずに頑
張ってくれました。結果としてはどの種目とも、もう一歩というところで県大会の出場を逃しました。応援してく
ださった保護者や地域の皆さん、暑い中ありがとうございました。

【中体連の結果】[ 地区大会 ] 個人種目
野 球 １回戦 対佐志中 ４対２

２回戦 対第五中 ３対４
ソフトボール 予選リーグ２敗 予選敗退
ﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ 予選リーグ２敗 予選敗退
バレーボール 予選リーグ１勝１敗

決勝トーナメント 初戦敗退

ﾊﾞﾄﾞﾐﾝﾄﾝ 岡本聖利 中里琉都（１年）
初戦敗退
池田美里（１年）３回戦進出

剣 道 溝上敦也（３年）初戦敗退
陸 上 捉永杏奈（３年）捉永純（１年）

100ｍ出場

９月９日（日）に第66回体育大会が行なわれます。それに伴い生徒たちは夏休み後半からその準備や応援練習に
かかります。短い期間の中で互いに協力し、値賀中学校の素晴らしい伝統である体育大会を十分に盛り上げてくれ
るものと思います。その結団式が７月20日（金）に実施されました。
今年度の大会テーマを実現するため、紅組・黄組の両団長及びリーダーたちはすでに闘魂モードです。当日は、
生徒たちが一丸となって一生懸命頑張る姿をご覧いただき、温かいご声援と激励をお願いいたします。体育大会の
華である「応援合戦」は午後２時15分開始予定です。

燃えた地区中体連大会・県吹奏楽大会

３年生は夏休みを利用して合計で11日間の学習会を行いました。これまで
習った内容の基礎基本を各授業２人から６、７人の先生で指導しました。

夏休み学習会

感動の夏から感激の秋へ～中体連終了､今度は体育大会だ

飛翔～飛び立て白熱の舞台へ～
体育大会結団式で 紅組 黄組 団旗を手に、それぞれ決意表明を行う。
体育大会のテーマ決定!

値賀中野球部員５名、切木中と
の連合チームで初戦突破！

黄組団結 ガンバルゾ！ 紅組結団 元気アルカ！生徒会長の結団の言葉！ 校長先生より団旗が手渡される

（文責：教頭）

（文責：教頭）

9
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産業振興課より

教育課より

NBCラジオ『新鮮一番!玄海直送便!』

こんにちは。新鮮一番！玄海直送便！の食いしん
坊娘・がっちゃんこと平賀由恵です！毎日暑いです
ね～。玄海町の皆さんは、体調を崩されていないで
しょうか？水分をたっぷり補給して、熱中症に気を
つけてくださいね！
さて、8月10日（金）のNBCラジオ佐賀『新鮮

一番！玄海直送便！』では、7月29日（日）に開
催された玄海町花火大会の特集を放送しました。お
楽しみ頂けたでしょうか？玄海町の美味しいものを
紹介している私・がっちゃん。当然、取材そっちの
けで…失礼しました。取材をしながらも、美味しいものを追い求めていました。
この花火大会では毎年、韓国の釜山外国語大学校の学生さんがお店を出しています。私も、皆さん

のお手製チヂミを頂きました。味はもちろん…マシッソヨ（美味しいです）栖一生懸命頑張っていた
学生さんと、今回は一緒に写真をパチリ♪浴衣もお似合いです！
美味しいだけでなく、国際交流も
体験したがっちゃんでした。 ☆新鮮一番!玄海直送便！放送時間☆

●NBCラジオ佐賀 毎週金曜 15：40～16：10
●RKB福岡 毎週火曜 17：20～17：30

こんにちは。
補助金を出して下さってありがとうございました。
サンフランシスコからユバシティーまで約４時間か
かりました。バスの中では眠たかったのに、夜はあ
まりよく眠れませんでした。
今、アメリカに来て２日目です。今日は授業があっ
て、その後お店の見学に行きました。
私が滞在している家は５人家族です。でっかい犬が
います。うちにも犬はいるけど、大きすぎてびっく
りしました。それと、道幅も広いし、店も広いし、
全体的に大きいと感じました。
まだ、２日しか経っ
ていないけど、残り
の時間を楽しみたい
です。
まだまだ英語に慣れ
ないけど、すぐに慣
れると思うので簡単
な英語から話してみ
ようと思います。

唐津東中学校 ２年
山口 日菜

値賀中学校 １年
中山 萌花

Japanはどんな感じ
ですか？１ヶ月もい
なかったらめっちゃ
変わってると思いま
す。
でも、こっちはめっ

ちゃ楽しいです。本当に来て良かった～
玄海町「Thank you」ありがとう。
アメリカに来て良かったこと
① 友達がたくさんできた！！！
② （今のところ）ハンバーガーがめっちゃおいしい
などなど書き出したらきりがないです。
アメリカでは慣れないことがたくさんあるけど、ホ
ストファミリーやNew Friendと頑張っていけたら
いいなぁと思っています！！！
ホストファミリーとも仲良くやれています。
約１ヶ月後、今以上に元気で玄海町に帰って来ま
す！！！

第２回玄海町花火大会特集編
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９月の行事カレンダー
日 曜 行 事 予 定
1 土 九州交通安全の日

総合型スポーツ教室(サッカー教室)
（10:00～12:00）場所：玄海町総合運動場

2 日 第65回松浦地区青年相撲大会
（9：00～）場所：唐津の森競技場(相撲場)
一貫張り教室（17:30～）場所：町民会館

3 月 ノーテレビ･ノーゲームデー（家読の日）
総合型スポーツ教室(親子で健康スポーツ)
（19:00～21:00）場所：玄海町社会体育館
乳児相談（受付 10:00～11:00）
場所：役場

4 火
5 水 ヨガ･ピラティス教室

（19:00～20:00）場所：社会体育館
心配ごと相談
（10:00～15:00）場所：役場
１歳６ヶ月児健診
（受付 10:00～11:00）場所：役場

6 木 絵手紙教室（10:00～12:30）
場所：町民会館

7 金 総合型スポーツ教室(いつでもどこでも楽々ウオーキング教室)
（19:00～21:00）場所：玄海町社会体育館
消費生活相談
（10:00～16:00）場所：役場

8 土 韓国料理教室（10:00～12:00）
場所：町民会館

9 日 有浦中・値賀中体育祭
盆栽教室（13:00～17:00）
場所：町民会館
一貫張り教室（17:30～）場所：町民会館

10 月 総合型スポーツ教室(親子で健康スポーツ)
（19:00～21:00）場所：玄海町社会体育館
総合がん検診 （受付 8:30～11:00）
場所：仮屋東公民館

11 火
12 水 ヨガ･ピラティス教室

（19:00～20:00）場所：社会体育館
13 木 書道教室（13:30～17:00）場所：町民会館
14 金 総合型スポーツ教室(いつでもどこでも楽々ウオーキング教室)

（19:00～21:00）場所：玄海町社会体育館
女性セミナー(ウォーキング)
場所：唐津市鏡山
消費生活相談
（10:00～16:00）場所：町民会館
英会話教室（19:00～20:30）
場所：町民会館

15 土 総合型スポーツ教室(サッカー教室)
（10:00～12:00）場所：玄海町総合運動場
玄海っ子教室（英会話）
（10:00～12:00）場所：町民会館

16 日 一貫張り教室（17:30～）場所：町民会館
17 月
18 火 フラワーアレンジメント教室

（19:00～）場所：町民会館
19 水 ヨガ･ピラティス教室

（19:00～20:00）場所：社会体育館
人権・行政・心配ごと相談
（9:00～12:00）場所：役場
特定健康診査
（受付 9:00～11:00）場所：町民会館

20 木 県民交通安全の日
総合型スポーツ教室(親子で健康スポーツ)
（19:00～21:00）場所：玄海町社会体育館
寿教室（県外研修）

21 金 消費生活相談
（10:00～16:00）場所：役場

22 土 サガン鳥栖サッカースクール
（12:00受付開始）場所：玄海町総合運動場

23 日 有徳小運動会
一貫張り教室（17:30～）場所：町民会館

24 月 風呂敷講座
（19:00～21:00)場所：町民会館
総合型スポーツ教室(親子で健康スポーツ)
（19:00～21:00）場所：玄海町社会体育館

25 火
26 水 女性相談（10:00～17:00）場所：役場

乳児健診（受付 13:30～13:50）
場所：役場

27 木
28 金 総合型スポーツ教室(いつでもどこでも楽々ウオーキング教室)

（19:00～21:00）場所：玄海町社会体育館
消費生活相談
（10:00～16:00）場所：町民会館
口座振替日（町県民税･国保税）

29 土 値賀小運動会
総合型スポーツ教室(サッカー教室)
（10:00～12:00）場所：玄海町総合運動場

30 日 一貫張り教室（17:30～）場所：町民会館

尊い命を守るのはあなたかもしれません

９月９日は救急の日
■９月９日から９月１５日までは「救急医療週間」です。
私たちは、いつどこで突然のけがや病気におそわれるかわかりませ
ん。みなさんの周りで事故などが起きたときに、救急隊が到着するま
での間、みなさんがどのような応急手当を行うかによって、急病人の
命を大きく左右することもあります。
応急手当を行う人は、その場に居合わせた「あなた」です。
尊い命を守るため、あなたも応急手当の正しい知識を身につけませ
んか。
唐津市消防本部ではＡＥＤ（自動体外式除細動器）の使用方法を含
めた救命講習会を開催しています。
事業所、団体またはグループで10人程度集まれば申込が出来ます。
また、一般の人を対象とした救命講習会も年４回（６月、９月、１
２月、３月）開催しています。
９月開催分はすでに申し込みを締め切っていますが、１２月開催分
について、11月号でお知らせします。

■救急車をタクシー代わりにしていませんか？
救急車は、事故や病気など緊急性があり、他に搬送手段がない場合
に利用するものです。緊急性がないのに救急車を
利用することは、一刻を争う傷病者の妨げに
なります。119番をするときには「緊急性
があるのか」医療機関へ行くほかの手段は
ないのか」などを考えたうえでの利用をお
願いします。

■お問い合わせ先 消防本部警防課 電話７２―４１４６（代）

産業振興課より
上場いちごパッケージセンター

作業員大募集!!作業員大募集!!
勤 務 先 ： 上場いちごパッケージセンター

東松浦郡玄海町新田1722‐1(玄海ジョイフル裏)

募集期間 ： 平成24年9月3日～ 平成24年9月21日 ( 必着 )
人 員 ： 50名程度 ( 概ね60歳程度まで )
面 接 ： 10月下旬 実施
給 与 ： 時給 680円～(各種手当あり)
勤務時間 ： 午前8時30分～午後5時30分

(中途1時間の休憩あり)
※変則時間体制及び時間短縮･残業もある

休 日 ： 週休2日 (休日出勤あり)
作業期間 ： 平成24年12月～平成25年6月
作業内容 ： パック詰め･パッケージ梱包 など

応募ご希望の方は、履歴書(顔写真付)を下記の宛先まで提出又は郵送して下さい。

←肥前

有浦中学校
値賀･
呼子→

岩
野
・
唐
津
↓

●ジョイフル

駐車場 上場いちご
パッケージ
センター

●
金の手

駐在所●
ふるさと
発想館●

玄海タクシー
●

●
まいづるナイン
玄海店

入
口

JAからつ上場いちごパッケージセンター
〒847-1422東松浦郡玄海町新田1722-1 Tel.0955-52-6670 Fax.0955-52-6672

お問い合わせ先
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もったいないセンター再生品の提供について
もったいないセンターで再生された家具・自転車等を
下記の通り抽選により無償で提供します。

唐津市清掃センター TEL 0955-64-3106

●日時 平成24年9月23日(日) 午前9時から受付開始 午前10時から抽選開始
※平成24年9月18日から平成24年9月21日(午前10時から午後3時)まで
事前に見学ができます。

●場所 唐津市清掃センター地内「もったいないセンター」

●応募資格者 唐津市及び玄海町在住で、当日再生品を引き取り可能な方

●提供品 家具類／約40点・自転車／約70台

警察相談
問）唐津警察署

牲0955-72-2101

悩むより、まずは相談＃9110
｢9月11日は警察相談の日｣

○警察では、
・不審なメールや電話があった
・身近なトラブルで悩んでいる
・各種申請や手続きのことが
知りたい

という方のために、警察相談専用
ダイヤル｢＃9110(シャープきゅ
ういちいちまる)｣番を設置してい
ます。
警察への相談や問い合わせは、

局番なしの｢＃9110｣に電話しま
しょう。
※電話回線が｢ダイヤル式｣｢一部の
IP電話｣からは、 ｢0952-26-
9110｣番におかけください。

○唐津警察署への相談
｢0955-72-2101｣番をご利用
ください。

○事件･事故は、速やかに110番通
報をお願いします。

○試験の種類
甲種、乙種、丙種、危険物取扱
者試験

○試験日
平成24年11月18日(日)

○場所
佐賀大学 本庄キャンパス
(佐賀市本庄町1番地)

○申込期間
書面申請
平成24年 9月20日(木)から

10月 5日(金)まで
(郵送の場合は10月5日消印有効)
電子申請
平成24年 9月17日(月)から

10月 2日(火)まで

○願書提出先
〒840-0831
佐賀市松原一丁目2-35
佐賀商工会館別館2階
財団法人 消防試験研究センター
佐賀県支部

○願書の配置場所
唐津市消防本部予防課、消防署
(本署、各分署、中部派出所)

○お問い合わせ先
財団法人 消防試験研究センター
佐賀県支部
TEL 0952-22-5602
唐津市消防本部 予防課危険物係
TEL 0955-72-4149

平成24年度
第2回危険物取扱者試験
問）唐津市消防本部 予防課危険物係

牲0955-72-4149

佐賀地方法務局唐津支局では、
平日に法務局へ相談においでにな
れないお客様のために、下記のと
おり｢全国一斉! 法務局休日相談
所｣を開設します。
当日は、法務局職員のほか、公

証人、司法書士、土地家屋調査士
及び人権擁護委員が土地･建物に関
する登記の相談、戸籍に関する相
談、給与の差押さえや家賃の支払
い等の供託に関する相談、離婚･遺
言･成年後見等に関する相談、人権
相談等にお答えすることとしてお
りますので、お気軽にお越しくだ
さい。
相談は無料で、秘密は厳守され

ます。
なお相談事項に関しまして資料

等がありましたら持参願います。
また、当日は、相談所の開設の

みで、各種申請の受付及び証明書
類の発行等はできませんので、ご
了承願います。

○日時
平成24年9月23日(日)
午前10時から午後4時まで
○場所
唐津市千代田町2109番地63
佐賀地方法務局唐津支局

｢全国一斉!法務局休日相談所｣
の開設について

問）佐賀地方法務局唐津支局総務課
牲0955-74-1441(担当:中野・佐藤)

９月10日からの「自殺予防週間」を受けて、労働問題、生活保
護、多重債務などの生活問題、それらを原因とするこころの問題な
どに、弁護士が無料で面接相談に応じます。
お気軽にご相談ください。
●相談受付 ０９５２－２４－３４１１
●相談日時 ９月１１日（火）午後１時～４時
●相談場所 佐賀県弁護士会館
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９月の図書館カレンダー

【児童書】
★『オムライス・ヘイ！』 武田 美穂/作
★『ゴインキョとチーズどろぼう』 エミリー・ロッダ/著
★『古代エジプトのものがたり』 スティーブン・ランバート/著

【一般書】
★『池上彰の政治の学校』 池上 彰/著
★『最強の５分間「肩甲骨」ダイエット』 GETTAMAN/著
★『カラマーゾフの妹』 高野 史緒/著

有川 浩/著

職業、広報官。取り扱い商品は「航空自衛隊」!事故
により戦闘機パイロットとしての道を絶たれた空井大祐
が配属されたのは、広報室だった…。ドラマティック長
篇。『E★エブリスタ』連載に書き下ろしを加えて書籍
化。

【敬老の日特集】～心ゆたかに生涯読書～
●『老いてこそ上機嫌』 田辺 聖子/著
●『孫の力 』 島 泰三/著
●『老年の品格』 三浦 朱門/著
●『大人の流儀』 伊集院 静/著
●『老人クラブ、カーネギーで歌う 』 小島 修/著
※他に是非、読んで頂きたい本をコーナーに置いています。

新しく入った本です ★印の本は全て新刊です。

9月の図書館カレンダー

★

○印が休館日です。☆印がおはなし会

毎週金曜日は ★ ★
★

★

★

★

今月は、

7日･14日･21日･28日
みなさまのお越しをお待ちしております!！
家族一緒に図書館へGO!

午後8時まで

おじいちゃんの大切な一日
重松 清/著

工作機械を作る工場に勤めているおじいちゃんが
定年退職する日、孫のエリカは工場を見学すること
になった。今までゲーム機を大切にしなかったエリ
カだったが…。

曽野 綾子（その・あやこ）
1931年東京生まれ。聖心女子大学英文科卒業。
ローマ法王庁よりヴァチカン有功十字勲章受章。
日本藝術院賞・恩賜賞、財界賞特別賞等を受賞。

『幸せの才能』
『安心したがる人々』
『私の日記 ７』

大好きなおじいちゃん､おばあちゃん

ぶっくん

おばあちゃんはあそびの達人
多田 千尋/著

おばあちゃんがお孫さんといっしょに楽しめる63
の遊びをイラストでわかりやすく紹介する。おはじ
き、あやとり、おりがみなど、触れ合いやぬくもり
を感じられる楽しい遊びが満載。

日 月 火 水 木 金 土
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
30

【9月生まれの作家】

曽野綾子作品！
お薦め本!!

おじいちゃん、おばあちゃんの顔は、シワだらけ。
でもその一本一本には、楽しかったこと、辛かったこと
いろんな人生が刻まれています。
紹介する本にもステキなお年寄が登場します。
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クイズの答えがわかった人は、クイズの答え、ご意見、ご感想をご記入のうえ（※必須です！）、

添付のハガキで平成24年９月30日（当日消印有効）までに送って下さい。
正解者の中から抽選で10名の方に図書カードをプレゼントします。

【ヨコのカギ】
①昆虫類で、幼虫から成虫に移る直前に形態を変え静止状
態となったもの。
④インド半島の大部分を占める共和国。首都はニューデリー。
⑥原子力発電、火力発電、水力発電、○○○○○発電など。
⑧古いお城。フランス・ロワール地方などに数多く見られる。
⑩「strawberry」日本語に訳すと。
⑫キリンは○○が長い動物です。
⑬交通信号で危険や停止を示す色は。
⑭田畑に立てて鳥などが作物を荒らすのを防ぐ、
竹やわらで作った人形。
⑮甘さ・酸っぱさ・塩辛さ・苦さなどの味を感じる感覚の
こと。
⑰地球の衛星。太陽の光を受けて輝き、太陽と地球に対す
る位置によって丸から弓形へと形が変化して見える。
⑲物事に熱中して我を忘れること。

【タテのカギ】
①9月の誕生石は。
②「今」を英語にすると。
③物事の正しい筋道。また、人として守るべき正しい道。
「○○を通す」
④｢イクメン｣とは、積極的に○○○を楽しもうとする男性。
⑤日曜日の前日は。
⑦たて、○○、ナナメ。
⑨お風呂がある部屋。
⑪目的地に早く行ける道。目的に早く達する方法。
⑭実在しない、実存しない、存在しないということ。
「○○○の人物」
⑯水を多くして米を軟らかく煮たもの。
⑱スポーツなどの競技会で優勝者に与えられるメダルの色。

　　

1

6

2 3 1 4 5

7 1

1 1 8 9

10 11 1 1 12

13 1 14 1

1 15 16 1 17 18

19 1 1

問題
太枠の文字を並べてできる
言葉はなんでしょうか？

答え □ □ □ □□□

先月の答え

こ
ん
に
ち
はち

ゃ
ん

２
０
１
２
年
７
月
１
日
〜

７
月
31
日
届
出
分

赤
ち
ゃ
ん

保
護
者

地
区
名

捉
永
と
く
な
が

優ゆ
う

斗と

進

値
賀
川
内

川
添
か
わ
ぞ
え

夏な
つ

暉き

彰

恵

牟

形

小こ

濱は
ま

勇
心
ゆ
う
し
ん

良

樹

大

薗

町の人口
平成24年７月末現在

男 3,209人 （－ 1人）
女 3,169人 （－ 0人）
合 計 6,378人 （－ 1人）
世帯数 2,015世帯（－ 4世帯）
※（ ）内は前月比
※住民基本台帳法に基づく数

先月の答えは

ふうりん
でした。
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財政企画課より

平成24年就業構造基本調査について

この調査は，国民のふだんの就業・不就業の状態を詳細に把握することによ
り、雇用政策を始め経済政策などに必要な基礎資料を得ることを目的に実施し
ます。
就業構造基本調査から得られるデータは、国や都道府県が実施する雇用政策

及び経済政策などを企画・立案する上で重要な指標として利用されます。
調査する地域は、全国から統計理論に基づき無作為に選ばれます。お住まいの地域が調査対象となりました

場合は，地域の世帯の確認のため、９月以降，調査員が皆さまのお宅に訪問いたします。
就業構造基本調査により集められた情報は，「統計法」という法律により厳重に保護されますので、安心して

ありのままをお答えください。

総務省統計局（佐賀県・玄海町）では、
10月1日現在で就業構造基本調査を実施します。

お問い合わせ先：財政企画課 牲５２－２１１２

調査結果は
様々な政策
に必要な基
礎資料とな
ります。

調査票の
記入をお願い
します。

普段のお仕事
についておた
ずねする調査
です。




