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太陽と緑豊かな住みたくなる町

YOSHITOMI

町の動き

平成22年12月1日 現在

町の人口

7,051人

前月比（＋3）

男

3,343人

前月比（＋2）

女

3,708人

前月比（＋1）

世帯数

2,857世帯 前月比（＋2）
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幸多き新春を迎えられたこととお慶び申し上げます
皆様のご健康とご多幸を心よりお祈りいたします
平成23年 元旦
庁舎の改修工事が終わりました。
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●20歳になったら忘れずに国民年金の加入手続きを………5
●新しい民生委員・児童委員を紹介します…………………9

新年のごあいさつ

の継続︑ドクターへリポートの

肺炎球菌予防ワクチン接種助成

クチン接種の助成︑高齢者への

医療費助成︑子宮頸がん予防ワ

交付制度の創設︑小中学生への

まちづくり活動に対する補助金

具体的には︑住民の自主的な

実行してまいりました︒

各施策を積極的に︑また確実に

と団塊の世代対策﹂を柱とした

この総合計画を積極的に推進

新しい試みも取り入れました︒

生も含めた町民アンケート等の

づくりワークショップや︑中高

参加者公募による地域別のまち

の意見を計画に反映するため︑

す︒また︑これまで以上に町民

諮問しているところでありま

現在︑町総合計画策定審議会に

を作り上げたいと考えており︑

も分かりやすい手づくりの計画

挨拶といたします︒

願い申し上げまして︑新年のご

ご鞭撻を賜りますよう心からお

今後とも町民の皆様のご指導

てまいります︒

様とともに吉富町の発展に努め

吉富町は︑面積では九州の市

整備︑子供たちへの英語教育な

また︑道路などインフラ面の

町村で一番小さな町ではありま

し︑確実に実施することで︑町

での政治に期待をいたしまし

整備につきましても計画は進ん

すが︑町民の皆様が自信と誇り

ど︑他市町村に先駆けた先進的

た︒しかしながら︑その民主党

でおります︒駅前整備事業は今

を持って﹁吉富町に住んで良か

民の福祉の向上と安全で安心し

政権も︑ご承知のとおり鳩山首

年から本格的な工事に取りかか

った﹂と言える町を目指しま

な子育て支援や安全で安心して

町民の皆様には︑輝かしく︑

相から菅首相へとわずか８か月

ります︒広津交差点の改良工事

す︒

て住めるまちづくりを実行して

希望に満ちた新春をお迎えのこ

余りで交代し︑さらには先の参

につきましても︑京築県土整備

政治経済が不安定・不透明な

住める活力あるまちづくりを実

とと心よりお慶び申し上げま

議院議員選挙の結果いわゆる衆

事務所より︑昨年８月から事業

時期の中︑また地方自治体を取

いく所存であります︒

す︒

参のねじれ国会となるなど︑私

に着手し︑今年は用地の取得と

り巻く状況が厳しさを増す中

施してまいりました︒

さて︑現在私たち国民を取り

たち国民の期待に応えるどころ

ともにできるところから工事を

新年明けましておめでとうご

巻く環境は︑長引く不況に加

か︑さまざまな問題を抱え苦し

ざいます︒

え︑北朝鮮の砲撃事件や尖閣諸

で︑本町が安定した行財政運営

を進めることができております

始め︑早急に安全安心な道を完
成させたいとの報告を受けてお

のも︑町民の皆様のご理解とご

い政権運営が続いているのが現

ります︒

島問題等でにわかに緊迫してい
閉塞感や不安定さが増しており

協力があってのことでありま
まちづくりの指針となる﹁第４

今年も効率的な行財政運営に

年度からの
元を見つめて︑マニフェストで

次吉富町総合計画﹂の策定も進

より︑財政基盤の安定と民意を

さらには︑平成

特に政治面では︑一昨年︑自

お約束をいたしました﹁行財政

めております︒今回は︑町の個

反映した町政運営を心がけ︑皆

が︑本町では分相応に冷静に足

民党から政権交代で誕生した民

改革と住民参加の町政﹂﹁活力

性を発揮できる︑町民の皆様に

す︒

主党政権に対し︑私たちはそれ

あるまちづくり﹂﹁少子高齢化
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までとは違った地方や国民目線

ます︒

こうした状況下ではあります

状でございます︒

今冨 壽一郎

る国際情勢など︑あらゆる面で

吉富町長
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吉富町議会議長

の世界的な金融危機以降厳しい経
済状況の中︑特に地方交付税が︑
これまで三位一体改革などにより
大幅な削減がなされてきた結果︑
現下の地方財政は未曾有の財政危
機に直面しており︑議会としても
関係機関に出向き陳情などいたし
ているところです︒
さて皆様が関心ある地方議会議
員年金制度について申し上げま
す︒地方公務員等共済組合法に基
づき議員の掛け金と自治体負担金
で運営する互助年金で１９６１年
に任意加入制でスタートし︑翌年
から強制加入となり︑ 年の在職
が受給要件です︒
平成 年５月末時点のモデルケ
ースで︑町村議員は年間平均 万
円を支給されているとあります
が︑吉富町ではこの金額に達する
受給者は若干名しかおりません︒
現職議員は年金廃止の時︑提言で
は在職 年以上の受給資格がある
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は︑今後ますます激しくなってい
くものと予想されます︒
このような状況の中にあって︑
次代を担う子どもたちには︑﹁確
かな学力﹂︑﹁豊かな人間性﹂︑
﹁健やかな体﹂のバランスのとれ
た教育を行うことが必要です︒
そのためには︑町民一人ひとり
が︑自己の目標や理想の実現のた
めに︑生涯を通じて学び続けると
ともに︑薫り高い文化と伝統が息
づく活力ある郷土を築いていく主
体者となり︑地域ぐるみで子育て
を展開していくことが重要です︒
このような認識のもとに︑吉富
町教育委員会では国及び県の教育
の基本目標を踏まえながら︑﹁心
のふれあいがある学びのあるま
ち﹂をめざして︑以下の取り組み
を進めています︒
○ 児童生徒の学力実態を的確に
把握し︑確かな学力をはぐくむ
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藤家 清見
吉富町の皆様︑新年明けまして
おめでとうございます︒
皆様方には︑穏やかに新春をお
迎えのこととお慶び申し上げま
す︒旧年中は議会に格別のご理解
とご協力を賜り厚くお礼を申し上
げます︒
さて現在我が国は︑平成 年秋

吉富町教育委員長

内尾 伸彦
新年明けましておめでとうござ
います︒
平成二十三年の年頭にあたり︑
教育委員会を代表して謹んで新年
のご挨拶を申し上げます︒
今日︑社会の様々な面での変化
が急速に進んでおり︑この変化

ための施策を一層推進するとと
もに︑児童生徒が望ましい勤労
観・職業観をはぐくむよう︑キ
ャリア教育の充実に努めていま
す︒
また︑特別支援教育の充実や
教員の資質能力の向上︑安全で
安心できる学校づくりに努めて
います︒
○ 志をもって意欲的に学び︑自
立心と思いやりの心を持つ︑た
くましい子どもを育てるため
に︑家庭や地域・学校がともに
手を携えて︑多様な体験活動や
県民運動である﹁教育力向上福
岡県民運動﹂等の積極的な推進
に努めています︒また︑家庭教
育はすべての教育の出発点であ
ることを踏まえて︑家庭や地域
の教育力向上を支援していま
す︒
町民が自由に学習機会を選択

方は︑そのまま年金として受け取
るか︑掛け金を一時金として受け
取るか選べるようになりました︒
焦点だった一時金の割合です
が︑総務省が示した廃止案では︑
受給資格者が退職時にもらえる一
時金は︑本人が掛けた金額の ％
位です︒在職 年以下の議員は︑
退職時に年金の代わりにもらえる
一時金の割合は︑本人が掛けた金
額の約 ％位です︒
地方議員年金は平成の大合併や
行革により︑３万６千人の現役議
員が９万４千人の受給者を支えて
おります︒近年地方議会議員に求
められる責任役割が増大している
にもかかわらず︑国は何を考えて
いるのでしょうか︒
今年は地方統一選挙の年です︒
県知事・県会議員︑私達の町では
町長・議員の選挙が行われます︒
多くの方に立候補していただくた
めに議員の職責について申しのべ

して学び︑その成果を社会の中
で生かすことができる生涯学習
社会の構築に向け︑﹁第二次福
岡県生涯学習推進構想﹂を踏ま
えた社会教育の推進に努めてい
ます︒
○ 子どもたちの様々な文化活動
を支援していくとともに︑本町
の歴史と伝統に培われた貴重な
文化資源を町民共通の財産とし
て長く保存・継承し︑再生・活
用する施策の推進に努めていま
す︒
また︑ふるさとの歴史・文化
のすばらしさを再発見できる事
業の展開に努めています︒
○ 町民一人一人が︑個々人の体
力や目的に応じて︑スポーツに
取り組むことができるスポーツ
環境の構築を目指して︑﹁地域
におけるスポーツ﹂︑﹁競技ス
ポーツ﹂︑﹁学校における体

たいと思います︒
議員は住民から選ばれ︑その代
表者として議会の構成員となり︑
選良ということばで呼ばれるよう
に︑人格識見ともにすぐれた代表
者であり︑したがって議員の一言
一句は住民の意見であり︑住民か
らの声である議員が行う質疑討論
は︑住民の疑問であり意見であ
り︑表決において投ずる一票は︑
住民の立場に立った真剣な一票で
なければなりません︒また憲法第
十五条で︑公務員は全体の奉仕者
で︑一部の奉仕者ではないと定め
られています︒議員は住民全体の
代表者であり︑奉仕者であって︑
これが議員の本質というべきであ
ります︒このことは議員が住民の
直接の選挙によって選任されるこ
とからも当然に導き出される自明
の理であります︒本来住民が議員
を選挙するに当たって︑自分個人
の利害のみの立場に立つのではな

育・スポーツ﹂の各領域相互の
連携・融合による諸施策の推進
に努めています︒
○ ﹁人権教育及び人権啓発の推
進に関する法律﹂に基づき︑国
の﹁人権教育・啓発に関する基
本計画﹂及び﹁福岡県人権教
育・啓発基本方針﹂を踏まえ︑
様々な人権問題の解決と人権が
尊重される社会の実現を目指
し︑学校教育及び社会教育をと
おして︑町民が人権尊重の理念
に対する理解を深め︑これを体
得できるよう︑人権に関する学
習の推進を図っています︒
以上︑皆様のご支援ご協力をい
ただきながら︑本年も︑本町の教
育の推進にさらに努力していきた
いと思っています︒
終わりに︑新しい年が皆様にと
りまして︑よい年でありますよう
念じ︑年頭のご挨拶と致します︒

く︑同時に全体としての利害をも
考え町全体の立場に立って一票を
投ずるのであり︑しかしながら現
実になされる議員活動の面におい
ては︑このことが必ずしも容易に
実現できない場合が少なくありま
せん︒そして議会が持つ使命︑具
体的な政策の最終決定︑行財政運
営の批判と監視を完全に達成でき
るよう議会の一員として懸命に努
力することが議員の職責です︒
なお︑ともに住民が選んだ首長
と議員が対等︑独立の関係にあっ
て時にけん制し合う﹁二元代表
制﹂のあり方として︑議長にも議
会招集権を与えるべきであると私
は思います︒
終わりに皆様のご健勝とご多幸
をご祈念申し上げご挨拶といたし
ます︒

○
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吉富町教育長

礒田 五孝
成人の年を迎えられた
若人の皆さんへ
成人おめでとうございます︒
希望に輝く新年にあたり︑成人
の年を迎えられた若人の皆様に︑
心からお慶びとお祝いを申し上げ
ます︒
めでたく成人となられた皆様に
は︑国家の一員としての貴重な権
利と義務が与えられます︒と同時
に︑独立した個人として︑法的な
権利相応の責任が問われるように
なり︑これまで許されてきた未熟
さが許されないようになってきま
す︒
しかし︑成人になったからとい
って︑急に一人前の社会人になれ
るというものではありません︒多
くの責任や義務を負いながら︑
様々な課題を自らの力で乗り越
え︑徐々に社会人としての階段を
上っていく︑その過程こそが何よ
りも大切なのです︒
皆様の中には︑すでに立派な社
会人として活躍しておられる方︑

あるいは︑学窓にあって勉学に専
念しておられる方もあるでしょ
う︒
成人を契機に一層心身を練磨
・
し︑世界に羽ばたく若人として限
りなく伸びていかれることを願っ
てやみません︒
長崎の 平
｢ 和記念像 の
｣ 製作者で
ある彫刻家北村声望氏は︑こんな
句を残しています︒
弛
｢ まざる 歩み恐ろし カタツ
ムリ ｣
この句は︑あの平和記念像を製
作中︑アトリエに迷いこんだ一匹
のカタツムリが︑一晩のうちに台
座から九・八メートルもある像の
天辺まで登りつめているのを見て
感動し︑詠んだ句だそうです︒
将来への夢を実現するために
は︑強い意志をもつことは勿論の
こと︑様々な障害や困難を乗り越
えていく技能と弛まぬ努力が必要
です︒
広い視野に立った志をもって自
らの能力を最大限に開発しなが
ら︑着実に弛まず歩み続けて夢を
実現し︑郷土や国の発展に大きく
寄与されることを期待していま
す︒
皆様の今後益々のご健勝とご活
躍を心より念じ︑祝福の言葉とい
たします︒

行橋税務署からのお知らせ！
（所得税の還付申告はお早めに）

平成22年分所得税の確定申告に関する税務署での相談や申告の受付は、
平成23年2月16日（水）か
らですが、
所得税の還付を受けるための申告については、
1月から受け付けています。
還付を受けるための申告書を早めに提出しますと、
税金の還付も早くなります。
例年、
3月に入りますと税務署の窓口は大変混み合います。
早めの申告をお勧めします。

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で申告書が作成できます。

※平成２２年分の「確定申告書等作成コーナー」は平成２３年１月上旬からご利用できます。
○画面の案内に従って、
金額等を入力すれば、
税額などが自動計算され、
所得税、
消費税の申告書や収
支内訳書などが作成できます。
○作成したデータを印刷すれば、
申告書等が作成できます。
○申告書等を作成して、
添付書類とともに送付すれば、
税務署にお越しいただくことなく、
確定申告の手
続を行うことができます。

作成が終わったら、

e−Tax（インターネットで送信）または書面提出（印刷して郵送等で提出）で！

ご注意ください！

税務署の閉庁日（土・日曜日、
祝日等）は、
行橋税務署では相談や申告書の受付は行っておりませんのでご
注意ください。
なお、
税務署の閉庁日（土・日曜日、
祝日等）でも、
申告書を郵便若しくは信書便による送付又は税務署の時
間外収受箱への投かんにより提出することができます。

【問い合わせ先】行橋税務署 個人課税部門 ☎0930-23-0582
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２０歳になったら忘れずに国民年金の加入手続きを
義務と権利
日本国内にお住まいの２０歳から６０歳になるまでのすべての方は、国民年金に加入して保険料を納付する義務があり、年
金を受け取る権利があります。

加入の手続き
学生や自営業者などの方で、
２０歳になって第１号被保険者となる方は、
お住まいの市区町村役場で直接、
手続きをしてくだ
さい。
サラリーマンや公務員の第２号被保険者の方や、
その第２号被保険者に扶養される配偶者の第３号被保険者の方は、勤
務先の事業所が加入手続きを行いますので、
個別の手続きは必要ありません。

保険料の猶予・免除
国民年金の第１号被保険者の平成２２年度の保険料額は、
月額１５，
１００円です。
学生であるなど、
収入が少ないために国民年金保険料の納付ができない場合は、
申請により保険料の納付が猶予・免除と
なる制度があります。
この申請を行わないまま、
国民年金保険料が未納となっていると、
老後の年金を受けられなかったり、
年金額が低くなる恐れ
があります。
また、
「万が一」のときに障害年金が受け取れないなどの思わぬ事態を招きますのでご注意ください。
「学生納付特例制度」は、
所得がない学生の方のご本人の申請により保険料の納付が猶予される制度です。
また、
学生以外の一般の自営業者の方などは、
経済的な理由等により保険料の納付が困難なときに、
ご本人の申請によって
「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」
を利用することもできます。
申請手続きなど詳しくは、
お住まいの吉富町役場住民課、
または小倉南年金事務所にお問い合わせください。
住民課

1月の年金出張
相談日

期

日

1月13日（木）
27日（木）

時

間

10時〜12時
13時〜15時30分

☎２４−１１２４

開設場所
豊前地域職業訓練センター

予約制となっています。
予約受付は小倉南年金事務所お客様相談室 ☎093-471-8873 までお申込みください。

行橋簡易裁判所調停係では，
手続の概要や申立の方法などの説明を行っています
ので、お気軽に御相談ください。
問合せ先●行橋市行事一丁目８番２３号

5

行橋簡易裁判所調停係

代表：０９３０-２２-００３５

税務課からのお知らせ

お金の貸し借り、雇用関係、ご近所とのトラブル、交通事故の
損害の問題など、身近に起こった争いを話し合いで円満に解決
するために，
民事調停という制度があるのをご存じですか？
民事調停の特徴
①手続が簡単 特別な法律知識は必要なく，
ご本人でも申し立てることができます。
②円満な解決ができる
双方が納得するまで話し合うことが基本となりますので，
実情に即した円満な解決
ができます。
③費用が安い
裁判所に納める手数料は訴訟に比べて安くなっています。例えば，
貸したお金１０
万円の返済を求める調停を申し立てた場合，
手数料は５００円です（このほか，
若
干の郵便切手が必要です。）。
④秘密が守られる
調停は非公開で行われ，
他人に知られたくないことも安心して話すことができます。
⑤早く解決できる
ポイントを絞って話合いをしますので，
解決までの時間は比較的短くてすみます。
通常，
調停が成立するまで２，
３回の調停期日が開かれ、調停成立などで解決した
事件の９０％が３か月以内に終了しています。

１月は国民健康保険税 町･県民税の納期です

裁判所の民事調停

１月は︑国民健康保険税第７期分と町県民税第４期分の納
期です︒
町税は納期限内に納めましょう︒納期限を過ぎると︑延滞
金も生じてきますので︑ご注意ください︒
なお︑町税は口座振替で納めることができます︒納めに行
く手間が省け︑納め忘れの心配もなく︑大変便利です︒
ぜひご利用ください︒

トラブル
！
解決！

住民課からのお知らせ

1 みんなで止めよう温暖化

ウォームビズに取り組もう！

ウォームビズは暖房に必要なエネルギーの使用量を削減することによって、ＣＯ２発生を削
減し、地球温暖化を防止することが目的です。
地球温暖化防止のため、各家庭において、
「寒い時は着る」、
「過度に暖房器具に頼らない」
そんな原点に立ち返り、暖房温度を見直して、
１枚重ね着をし、足もとを暖かくしてすごす。こ
んな暮らしはどうでしょう。まずは、暖房の温度設定を１℃だけ下げてみませんか。
地球温暖化を止めるために私たち一人ひとりができることは小さくても、その一人ひとりの積み重ねが地球規模
の大きな力になります。
まずは、身近なところから取り組んでみましょう。

2 ライターは正しく捨てましょう
子どものライター使用による火遊びが原因と思われる火災が全国的に多く発生しています。ライターは子どもの
手の届かない場所にきちんと保管しましょう。
また、平成23年9月27日以降、安全対策を施したライター（たばこ以外のものに点火する器具を含む。）以外は
販売できないこととなりました。
事故防止などのために現在お持ちの使い捨てライター（プラスチック製）
を廃棄される場合は、ガス抜きをし、中
のガスを完全に使い切ってから、ライターのみを透明な袋に入れて可燃ごみとして廃棄してください
（※廃棄されたライターの中にガスが残っている場合、ごみ収集車の火災事故につながるおそれがあります。）

3 ごみ出しのルールを守りましょう
ごみを出す前に「資源とごみの分別ガイドブック」で、収集日や内容をよく確認してください。
「これくらいなら」、
「他
の人もしているから」等の考えはやめ、ごみ出しのルールを必ず守りましょう。

●スプレー缶やカセットボンベ缶は、
「不燃ごみ」の日に！

スプレー缶やカセットボンベ缶は、使い切ってから、必ず穴を開けて「不燃ごみ」の日に
無色透明の袋に入れて出してください。

●ガスレンジなどの乾電池は取り外す！

ガスレンジや、石油ストーブの着火用乾電池は、取り外して「不燃ごみ」の日に無色
透明の袋に入れて出してください。

●石油ストーブや石油ファンヒーターは、中に残った灯油を使い切る！

石油ストーブや石油ファンヒーターは、灯油タンクだけでなく、本体にも灯油が残っ
ています。中に残った灯油を必ず使い切ってから「不燃ごみ」の日に出してください。

4 平成22年度 豊前市外二町清掃施設組合リサイクル講座受講生募集
■講 座 名 布ぞうり作りＢ
■講座開催日 2月4日（金）午前10時から
3月4日（金）午前10時から
■募 集 人 数 20名
■申 込 期 間 1月17日（月）
〜1月28日（金）
■申 込 先 豊前市外二町清掃センター（リサイクルセンター） ☎82‐2192
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さわやかなくらしをあなたに

下水道だより

﹁下水道排水設備工事責任技術者﹂
の登録が始まります！

年度福岡県下水道排

▼更新登録資格条件

平成

日から

水設備工事責任技術者更新講

22

本町では平成十五年度末より

一部の区域において公共下水道

が供用開始されております︒

▼受付期間

年１月

17

習を修了した方

設置した公共ます︵官民境界か

平成

年２月４日まで

23 23

そこで︑各家庭等から役場が

ら原則として一メートル以内の

平成

分から

分まで

二千円

土曜・日曜を除く
※

民地側にある︶の間をつなぐ排

水設備工事は︑吉富町の指定工

▼受付時間

午前８時

午後５時

▼手数料

一件につき

▼申込み・問い合せ先

申請書に必要書類を添えて

吉富町上下水道課まで提出し

15 30

事店でなければ施工することは

できません︒

その指定工事店の指定を受け

るためには︑今回の登録が必要

となります︒

▼新規登録資格条件

22

年度で福岡

てください︒

年度〜

県下水道排水設備工事責任技

役場上下水道課

平成

術者試験に合格した方又は福

☎０９７９・２４・４０７４

申請書は︑上下水道課に用意
※

しております︒

岡県内の他の地方公共団体に

おいて既に登録を受けている

方︒

20

水道管にも冬じたくを
今年の冬は、厳しい寒さが予想されます。
気温が下がり氷点下近くになると、風当たりの強いところや日陰にある、むき出しの水道管や水道メーター
は、凍ったり破裂したりすることがありますので、水道管の冬支度も早めにすることをおすすめします。

①凍結防止の方法
水道管や水道メーターに保温材（市販の保温チューブや布・古毛布でも可）を巻き付け、その上からはがれ落ちないよ
う、ビニールテープなどで巻いてください。
布・古毛布を巻くときは、水で濡れないようにビニールを被せるか、テープを巻く場合には布の部分が見えないくらい
しっかり巻いてください。
（1）露出した給水管には保温材を巻き （2）保温材としては、毛布・布などがあ （3）メーターボックスの中には毛布や
ます。蛇口も凍結しやすいのでご注
ります。包んだ上からビニールなど
布などを入れると、メーターの凍結
意ください。
を巻いて保温材がぬれないようにし
を防止することができます。凍結の
（水道管を保温する材料は、ホームセ
ましょう。
時期がすんだら取りのぞいてきれ
ンターなどで買う事が出来ます。）
いにしてください。
保温材

ビニール
古い毛布や
布切れ

②凍って水が出なくなった場合
（2）凍って水が出なくなった場合

自然に融けるのを待つか、タオル等をかぶせてぬるま湯をかけて時間をかけてゆっくりと融かします。
（熱湯は絶対にかけないでください。蛇口や水道管が破裂する恐れがあります。）

③水道管が破裂したら

メーターボックス内の止水栓を閉めて、吉富町指定工事業者に修繕を依頼してください。

《問い合わせ先》上下水道課 上水道係

7

☎0979‐24‐4074(直通)

入札結果

公共下水道事業

和井田地区面整備管渠

︵第一工区︶築造工事

八百九十二万八百円

吉富支店

平成

配水管仮設工事︵第３工区︶

22

年度
下水道工事に伴う

高瀬設備工業

下水道工事に伴う

五十五万六千五百円

年度

22

工事金額

平成

配水管布設替工事︵第４工区︶

㈲中井設備

下水道工事に伴う

二百五十九万七千七百円

年度

工事金額

平成

工事金額

配水管仮設工事︵第４工区︶

㈲中井設備

下水道工事に伴う

百十八万六千五百円

年度

22

工事金額

梅高建設㈱

公共下水道事業

昭和・小犬丸地区面整備管渠

㈱瀬口組

七百三十五万円

平成

配水管布設替工事︵第６工区︶

工事金額
向野工務店

下水道工事に伴う

六十八万二千五百円

年度

22

︵第二工区︶築造工事

工事金額

公共下水道事業

四百九万五千円

高浜地区面整備管渠

工事金額
㈱瀬口組

平成

工事金額
四十七万二千五百円

㈲中井設備

配水管仮設工事︵第６工区︶

22

︵第六工区︶築造工事

公共下水道事業

喜連島地区面整備管渠

︵第七工区︶築造工事

㈱瀬口組

下水道工事に伴う

百六十六万九千五百円

年度

工事金額

平成

工事金額

配水管布設替工事︵第３工区︶

㈲恒広設備

二百四十万四千五百円

22

下水道排水設備指定工事店追加指定のお知らせ
「吉富町下水道排水設備指定工事店」の追加指定がありましたのでお知らせします。
指定店の名称

営業所の所在地・電話番号

指定年月日

ヤスタケ産業㈱

豊前市大字塔田７３８番地
☎０９７９−８３−２８２８

H22.12.10

福岡視力障害センター
利用者募集

視覚障害の身体障害者手帳を交付された方で、生活や職業などの
進路でお悩みの方がおられましたら、下記のとおり利用者（訓練
生）
を募集しております。

就労移行支援〈養成施設〉

（あん摩マッサージ指圧師、
はり師、
きゅう師の国家資格取得
に向けた職業訓練）
①対
象／
視覚障害の身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の
方で、次の基準を満たす方
●大学に入学することができる方
●又は高等学校卒業と同等の方であって当センターが実施
する審査で高等学校卒業と同等以上の学力があると認め
られる方
②定
員／30名
③募集期間／平成23年2月10日(木)必着
④選考期日／平成23年3月7日(月)〜9日
（水）のいずれか
の一日
⑤利用開始時期／平成23年4月上旬予定
※すでに、あん摩マッサージ指圧師、はり師、
きゅう師の国家試験の
受験資格が全てある方の利用はできません。また、それらの国家
資格を全て有している方の利用もできません。

自立訓練〈機能訓練〉

（白杖歩行・身辺管理・点字・パソコンなどの生活技能の習得に
より自立した生活を目指します）
①対

象／視覚障害の身体障害者手帳の交付を受けた
15歳以上の方
②定
員／10名
③募集期間／随時
④審査期日／当センターへの申込受理後、随時審査
⑤利用開始時期／審査後、市町村と本人との手続きが完了
し次第
※申込方法等の詳細は下記までお問合せください。
問 い 合 わ せ 先

国立障害者リハビリテーションセンター
自立支援局福岡視力障害センター 支援課
〒８１９−０１６５ 福岡市西区今津４８２０−１
TEL.０９２−８０６−１３６１
（代表）
FAX.０９２−８０７−２８４４
（相談専用）
http://www.fukuoka-nhb.go.jp/
Ｅ-mail nyusyo@fukuoka-nhb.go.jp
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ています︒

●身分は

嘱されました︒これから３年

が厚生労働大臣と県知事から委
導︑助言をしながら社会福祉の

町民の皆さんの相談にのり︑指

は︑社会奉仕の精神をもって︑

民生委員・児童委員の仕事

により要援護者等の生活状態を

このために︑地区内での調査

います︒

方の福祉向上のために活動して

母子・父子︑心身に障害のある

や︑低所得者の援護︑高齢者︑

て︑福祉活動の充実を図ること

の増進に努めることを任務とし

自主的に地区の皆さんの福祉

一人暮らしの高齢者や高齢者

●無報酬の活動

す︒

となっています︒委嘱は３年で

職に属する非常勤の地方公務員

とされ︑現在は︑福岡県の特別

は︑仕事の内容から地方公務員

民生委員・児童委員の身分

間︑それぞれの地区で活躍して
増進に努めることです︒児童委

把握し︑保護を必要とする人に

世帯の急激な増加︑こどもの出

隆佳

新任
幸子古・幸子団地

池田

英子

再任
別府

太田

榮

再任
楡生・鈴熊

出水

清子

再任
今吉上

立澤 昌子

再任
今吉下

山本

光昭

再任
土屋

梅林

正一

再任

直江

是本

豊彦

新任

界木

福田

寛子

新任

和井田

野依

和枝

新任

広津上・広津下

友原

友子

再任

昭和

藤本

清子

再任

小犬丸上

野口 喜美子

再任

小犬丸下

𠮷田

正勝

再任

喜連島上

八木

守行

再任

喜連島下

深津

弘子

再任

高浜

若山 基志子

再任

主任児童委員（全域）

野田 満記子

再任

主任児童委員（全域）

三毛門恵理子

再任

改選により民生委員・児童委員

米田

はいっさい支給されません︒
●秘密保持と研鑽

厚生労働大臣より感謝状が
贈られました

●仕事の内容は

いただきます︒
員は︑児童や妊産婦の福祉に関

対し︑適切な相談業務を行いま

生数の激減︑いじめ・不登校︑

新しい民生委員・児童委員
を紹介します

高齢化社会の進展など社会や
して援助や指導を行うもので︑

す︒さらに︑役場や社会福祉協

生活困窮者︑母子・父子家庭︑

幸子上

●民生委員・児童委員とは

家庭で抱える問題が大変多くな
民生委員が児童委員を兼ねるこ

議会などの社会福祉行政機関と

家庭崩壊の危機など社会が抱え

年 月１日付けで一斉

ってきている現在︑地区の福祉
とになっています︒また︑児童

連絡しあいながら︑その業務に

平成

を支える身近な相談者として民

福祉に関する事項を専門的に担

る問題は数多く︑また︑その内

新任／再任

民生委員・児童委員には給与

生委員・児童委員の役割は重要

協力しています︒

名

（左から高原さん・下畑さん・矢頭さん・髙尾さん）

長年、民生委員・児童委員として活躍されていましたが、
このたびの一斉改選で退任された
下畑 美津代さん 矢頭 正純さん
髙尾 信子さん
高原 靜代さんへ
厚生労働大臣より感謝状が贈られました。
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氏

容は複雑になってきています︒

しかし︑民生委員・児童委員

はその職務を遂行するにあたっ

ては︑個人の人格を尊重し︑秘

密を守り︑いかなる差別も︑優

先的な取り扱いもできません︒

複雑な相談や指導に対処する

地区に分けて︑そ

ための常に研修等が開催されて
います︒
●担当地区
町全体を

また︑主任児童委員は︑町全

員が配置されています︒

れぞれ１人の民生委員・児童委

17

域に２人が配置されています︒

9

当する主任児童委員が配置され

問い合せ先：吉富町役場健康福祉課（☎24-1123）
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担当地区

です︒
「敬称略」
任期（平成２２年12月1日〜平成２５年11月30日）

1月の活動予定

子育て支援センター便り

5日（水） お正月の遊び
10：30〜11：30
12日（水） 英会話ふれあい事業
10：30〜11：30
14日（金） 絵本読み聞かせ
10：30〜11：30
19日（水） お鏡開き・バルーンアート
10：30〜11：30

保健師講習
子育て支援センターでは、
吉富
あいあいセンターの上西保健師に
よる「冬のお肌の乾燥対策」につ
いての講習会を行いました。
皮膚の保湿機能やバリア機能が未熟な赤ちゃんにとって、
空気が乾
燥する冬はスキンケア(保湿)が必要です。肌のトラブル対策や気をつ
けたい日常生活のポイントを教えていただきました。
また、
ノロウイルスや新型インフルエンザの感染予防についての講
話もあり、
手洗い、
うがい､マスクの着用が予防の基本とのことです。
講習会には保健師実習中の学生も参加し、
実技指導として「手洗
いチェッカー」を使って手の汚れの検査をしました。一度洗っただけで
は完全に落ちない汚れに、
受講者は驚いていました。

福岡県海外戦没者慰霊巡拝団員募集
先の大戦における海外での本県出身戦没者の
方々を追悼し、平和を祈念するため、慰霊巡拝団
員を募集します。
【フィリピン
（南部地域）】
〈マニラ、
レイテ島（タクロバン、オルモック）〉
○期
間／平成23年3月14日（月）
〜3月19日（土） 6日間
○定
員／１５名
○申込期限／平成23年1月31日（月）
○申込み・問い合わせ先／
参加資格、費用などは、財団法人福岡県遺族連
合会(☎092-761-0012)

里親シンポジウム
事情があって家庭で生活できない子どもを、自
分の家庭に迎え入れ養育する「里親」の制度に
ついて、考えてみませんか。
○日 時／１月３１日（月）
１３時３０分〜１６時３０分
○場 所／ユメニティのおがた（直方市山部）
○内 容／青山学院大学教授庄司順一さんによ
る講演、里親の体験談など
○定 員／２００人
＊参加無料、申込不要、託児あり（託児は要予約）
○問い合わせ／福岡県福祉労働部児童家庭課
☎０９２-６４３-３２５６

26日（水） 英会話ふれあい事業
１０：３０〜11：30

【吉富町子育て支援センター】
築上郡吉富町大字広津641番地1
TEL・FAX ２３−２１７８
E-mail：yoshi-kosodate＠bz03.Plala.Or.jp

子どもの養育費等に関する法律相談

福岡県母子家庭等就業・自立支援センターでは、母
子家庭の養育費や金銭の貸借問題などの生活上の
問題に関する弁護士による無料法律相談を下記のと
おり実施しています。
１．
昼間の相談

日

程

時

間

平成２３年２月２日（水）

１３:００〜１５:００

平成２３年3月２日（水）

１３:００〜１５:００

2．
夜間の相談

日

程

時

間

平成２３年1月26日（水）

18:30〜20:30

平成２３年2月 9日（水）

18:30〜20:30

平成２３年2月23日（水）

18:30〜20:30

平成２３年3月 9日（水）

18:30〜20:30

平成２３年3月23日（水）

18:30〜20:30

3．
場

所

春日市原町３丁目１番７号
クローバープラザ東棟 ６階
福岡県母子家庭等就業・自立支援センター

（福岡県母子寡婦福祉連合会

事務局内）

4．
相談希望者

相談希望者は、相談日前日までに福岡県母子寡婦福
祉連合会に予約をして下さい。

（先着順受付…１日４人、
１人当りの相談時間は約３０分です。）

◇予約電話

☎０９２−５８４−３９２２（平日９：００〜１７：００）
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平成23年度

学童保育入所申請の受付について

平成２３年４月１日からの学童保育入所について、下記のとおり受付けます。

【対象児童】 小学新１年生〜新３年生であって、保護者等が就労等の理由により放課後の時間帯に監護に
当たることができないと認められる児童
【募集期間】 １月５日
（水）
〜１月２１日
（金）
・全ての対象学年の児童について申し込みが必要です
（現在入所中でも改めて申し込みが必要です）
。
・選考により入所の可否を決定します
（先着順ではありません）。
・選考結果については、後日通知します。
【受付場所】 役場健康福祉課
【必要書類】 放課後児童クラブ入所申請書
源泉徴収票の写し
保護者の就労証明書

等

※同居の祖父母等も含め、世帯全員が監護できない状態を確認できるよう、提出ください。
※必要に応じて、別に書類の提出を求めることがあります。
※求職中を理由としての入所期間は２ヶ月で１回までです。
※募集期間内に添付書類に不備のある場合は、入所できない場合がありますので、
ご注意く
ださい。
【問い合わせ】役場健康福祉課

☎０９７９−２４−１１２３

福岡県母子寡婦福祉連合会は、
「母子部総会」を開催いたします。
参加は無料で託児もしますので、
お気軽におこしください。
■日 時／平成23年1月23日（日）
午後1時30分開会
■場 所／クローバープラザ西棟5階
セミナールームＡＢ
（春日市原町３−１−７）
■内 容／
・22年度母子部活動報告及び23年度母子部活動
計画
・ブロック別交流会及び講演
※託児希望者は、事前に子どもの性別・年齢をお知
らせください。
●申込・問い合わせ先

福岡県母子寡婦福祉連合会
☎ ０９２−５８４−３９２２
Fax ０９２−５８４−３９２３
メール fmc-shienbank@axel.ocn.ne.jp

11

就業支援講習会開催について

（母子家庭の母またはかつて母子家庭だった寡婦の方対象）
●就業支援講習会実施内容
■開催地／春日クローバープラザ ＯＡルーム
（住所：春日市原町3-1-7）
■講習会内容／
「パソコン中級」
○期 間／平成23年2月8日(火)〜2月17日(木)
9:30〜16:30 平日昼間6日間
（36時間）
○定 員／２０名
（定員オーバーの場合抽選、応募数半
数以下は中止の場合あり）

○受講料／無料

（但しテキスト代として約3,150円程度
自己負担）
児／有（１才〜６才までの就学前のこども）

○託
○締切日／平成23年1月25日（火）必着

●問合せ先
福岡県母子家庭等就業・自立支援センター
春日市原町3-1-7 クローバープラザ6階
（福岡県母子寡婦福祉連合会内）
☎０９２−５８４−３９３１

屋

豊

一

吉富町議会副議長

識見有者

内

尾

伸

彦

吉富町教育委員会委員長

〃

福

田

喜

正

吉富町行政改革推進委員会会長

〃

◎是

本

信

義

吉富町都市計画審議会副会長

その他

野

依

洋

右

吉富町自治会長会会長

〃

是

木

輝

義

吉富町農業委員会会長

〃

江

渕

孝

義

吉富町土地改良区理事長

〃

黒

瀬

晃

吉富漁業協同組合組合長

〃

仲宗根

稔

吉富町商工会会長・吉富町財政検討委員会会長

〃

横

川

清

一

吉富町消防団団長

〃

梅

林

正

一

吉富町民生委員児童委員協議会会長

〃

野

田

満記子

吉富町民生委員児童委員協議会主任児童委員

〃

梅

津

義

人

〃

佐

田

秀

敏

〃

石

井

吉富町社会福祉協議会会長
吉富町次世代育成支援対策行動計画推進委員会会長
吉富町文化協会会長
吉富キッズクラブ育成連絡協議会会長

〃

太

田

東

機

吉富町寿会連合会会長

〃

丸

谷

幸

子

よしとみレディース会長

〃

若

松

亮

輔

吉富小学校PTA会長

〃

守

口

壽

文

田辺三菱製薬工場（株）吉富工場工場長

〃

守

口

賢二郎

吉富町監査委員

〃

山

本

定

生

住民代表（まちづくりワークショップ南部地域座長）

〃

末

延

忠

昭

住民代表（まちづくりワークショップ西部地域座長）

〃

○仲

隆

喜

住民代表（まちづくりワークショップ中心地域座長）

〃

荒

正

廣

住民代表（まちづくりワークショップ北部地域座長）

井

厚

吉富町体育協会会長
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第１回吉富町総合計画審議会
を開催しました︒

土

信義審議会会長に諮問を行いま

〃

名の委員

吉富町議会議長

した︒委嘱された

見

は︑第４次総合計画について審

清

年６月に答申

家

議を重ね︑平成

藤

する予定です︒

議会議員

16

吉富町では︑来年度からのま

要

ちづくりの方向を示す新しい総

摘

名

合計画づくりを行っています︒

氏

日に第１回吉富町総合計

分

11

月

区

画審議会を開催し︑町長が是本

■第４次吉富町総合計画審議会委員名簿

任期：平成22年10月27日〜 当該諮問にかかる審議が終了するまで ◎会長、○副会長

地域の樹木シリーズ
No.

8

応募のあった「みなさんに紹介したい樹木」を紹介します。

寒桜

小犬丸下区の山本初男さんのお宅の「寒桜」は、例年１月
下旬ごろから濃いピンク
色の花をつけ始め、
２月
中 旬 ごろ 満 開 に なりま
す。寒さの厳しい中、いち
早く春の訪れを告げてく
れます。
●樹木情報募集中
美しい樹木、
めずらしい樹木、
毎年季節を感じる樹木、
気になる樹木など町内の樹木の情報を募集しています。
【お問い合わせ先】吉富町役場 企画財政課 ☎0979-24-4071
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婚活パーティ in よしとみ
出会いを見つけりぃ〜ちゃ〜！
吉富町では今回、少子化対策・定住化促進に向けた企画として異性との出会いのきっかけづくりを応援し
ます。
「最近なかなか出会いの場所がなくて・
・
・」と感じている方は是非この機会に参加してみませんか？
世界三大料理のひとつトルコ料理を楽しみながらステキな出会いを見つけましょう。
♥開催日時／平成２３年１月３０日（日）午前１０時〜午後４時（予定）
午前中は参加型のイベントを実施します。
午後から町内のトルコ料理店に移動し食事とベリー
ダンスを交えながらフリートークの時間となります。
♥集合場所／吉富フォーユー会館（午前９時３０分より受付）
♥参加資格／異性との出会いを真剣に考えている２５歳〜４５歳までの独身の方
女性 町内外居住の方 男性 町内居住の方もしくは町内に勤務先がある方
募集人数 女性１５名 男性１５名（定員になり次第締め切ります。）
♥参加費用／女性２，
５００円 男性３，
５００円（当日ご用意ください。）
♥申込期間／平成２３年１月７日（金）〜１月２１日（金）
（郵送の場合は必着）
♥申込方法／所定の申込書に必要事項をご記入のうえ、運転免許証の写しを添えて郵送または持参して
ください。
（申込書は企画財政課窓口にて配布もしくは町のホームページからもダウンロー
ドできます。）
♥注意事項／当日はアルコールを用意しています。飲酒される方は絶対に車の運転をしないようにお願
いします。
【申込・お問い合わせ先】 〒８７１−８５８５ 築上郡吉富町大字広津２２６−１
吉富町役場 企画財政課 ☎（０９７９）
２４−４０７１

「京築フェスタ」
で吉富神楽が公演！
11月27日（土）にリバーウォーク北九州にて「京築フェスタ」
が開催されました。
京築神楽を代表して「吉富神楽」
（代表 中島 日出雄
おろち たい じ
みだれみさき
氏）が「大蛇退治」と「乱御先」の２つの演目を公演しまし
た。当日、会場には北九州市内の方々の観客が多く、神楽の
舞に拍手や笑いがあって大好評でした。

豊前一粒カキのシーズンが到来しました！
吉富漁港内で2店舗の直売所が「豊前一粒カキ」を販売していま
す。そのうち1店舗では12月からその場所で「焼きカキ」をして
食べることが出来ます。カキは2月下旬頃までが食べごろです。
吉富漁港での「豊前一粒カキ」を味わってはいかがですか？
【問い合わせ】 090-2856-0975（別府さん）
090-1362-0293（下畑さん）
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ＫＤ（京築ディレクター）になって
情報発信してみませんか？
福岡県では、神楽をはじめとする伝統文化や地域の方が参加するイベント、催し
物あるいは地域ならではの特産品やグルメなどの紹介を京築地域に住む皆さん
が自らディレクターとなって記事投稿していく「京築まるごとナビ」という情報発
信のサイトがあります。吉富町の様々な情報を京築地域内外へアピールするために情報発信をしてみませ
んか？
【登録の手続き】 吉富町役場企画財政課
【お問い合わせ】 福岡県広域地域振興課
詳細は

☎（０９７９）
２４−４０７１
☎（０９２）
６４３−３１７８

http://www.keichiku.info/ をご覧ください。

北九州空港イベントのお知らせ
◎福岡県立青豊高等学校書道部作品展

書の甲子園「国際高校生選抜書展」で５回の全国優勝（全国最多）の実力校の作品約４０点を展示します。
●日時／平成２３年１月１５日（土）〜３０日（日） ※１６日（日）11：30〜 制作パフォーマンス（予定）
●場所／２階団体待合室（特別展示会場、
３階エントランス）

◎日本一の京築・神楽の里づくり
「京築神楽・北九州空港公演」
と特産品販売

古くは江戸時代から伝わる京築神楽の舞いを、京築地域７市町の７神楽団体が披露します。併せて、京築
の農林水産特産品の販売を行います。
（出演予定団体） 元永神楽同好会（行橋市）
・山内神楽講（豊前市）
・ＫＡＮＤＡ天神神楽同好会（苅田町）
・横
瀬神楽講（みやこ町）
・吉富神楽（吉富町）
・唐原神楽講（上毛町）
・寒田神楽講（築上町）
●日時／平成２３年１月２９日（土）10：00〜14：30
●場所／□神楽公演…２Ｆ国際線出発ロビー
□特産品販売…１Ｆイベント広場
●主催／京築連帯アメニティ都市圏推進会議
【お問い合わせ】
北九州エアターミナル（株） ☎093-475-4195

吉富町ブランド登録店募集

モノ
光り輝く
募集

吉富町商工会（地域ブランド形成研究会）では、今年も3/2をミニの日とし、2/13(日)〜3/21(月)までの間、
県や町の協力を得ながら、
ミニ（小さい）を活かした社会実験に取り組みます。これは小さな町吉富の 小
（こ）だわり をテーマに、小さくても光り輝くモノ
（食べ物、商品、作品等）にふれ、来訪者に感動してもらうイ
ベントです。
期間中、
「小さくても光輝くモノ」をもつお店、
工場、
事務所、
公的施設、
個人宅などを登録し、
商品や作品等を
PRしていきたいので、
登録したい方は、
ぜひ商工会（☎0979-22-0228）までご連絡ください。
なお、
一緒に楽しくスタッフとして参加したい方、
もしくはこのイベントについてお尋ねしたい方についても、
商工会までご連絡ください。
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子ども会
カルタ大会

わがまち

ふるさと
トピックス
主な結果は次のとおりです︒

︻高学年の部︼

１位 ﹁チーム今吉Ａ﹂チーム

今吉子ども会

和井田子ども会

２位 ﹁ 和 井田Ａ﹂チーム

３位 ﹁レインボー﹂チーム

広津上子ども会

﹁幸子古﹂チーム

幸子古子ども会

︻低学年の部︼

１位 ﹁チーム今吉Ｂ﹂チーム

今吉子ども会

２位 ﹁ホワイトライオン﹂チーム

喜連島子ども会
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３位 ﹁ 別 府Ｃ﹂チーム

11月分

むかし僕が死んだ家 ／ 東野 圭吾
幸せを呼ぶインテリア風水 ／ 季家 幽竹
最後の証人 ／ 柚月 裕子
ハハ、お元気ですかめぐろのY子より ／ めぐろのY子
強気な小心者ちゃん ／ 鈴木 ともこ
池上彰の学べるニュース ／ 池上 彰
炎天の雪 上・下 ／諸田 玲子
往復書簡 ／湊 かなえ
神様のカルテ２ ／夏川 草介
天然生活 11月号

□児童書

1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位

㈰ ︑吉 富 町 子 ども 会 育 成

別府子ども会

４位 ﹁ 和 井田Ｂ﹂チーム

和井田子ども会

ランキング

□一般書

1位
2位
3位
4位
5位
6位
7位
8位
9位
10位

吉 富 町 老 人 福 祉 センタ ーで

月

回カルタ大会﹂が開催さ

28

吉富町図書室からのお知らせ

BOOK
月間

連 絡 協 議 会 主 催の﹁ 吉 富 町 子 ど

も会 第

れました︒

１４

11

かばんうりのガラコ ／島田 ゆか
くっついた ／ 三浦 太郎
アンパンマンとばいきんまん ／やなせ たかし
ぼく、仮面ライダーになる！／のぶみ
おおかみがやってきた！／うちだ ちえ
メリークリスマスおおかみさん ／みやにし たつや
みんなでつくったクリスマス・ツリー ／キャロライン・ベイリー
ぐりとぐらのおきゃくさま ／中川 季枝子
てぶくろ ／エウゲーニ・Ｍ・ラチョフ
アンパンマンのサンタクロース ／やなせ たかし

★新着図書のお知らせ !!

□一般書
『歌うクジラ』上・下 ／ 村上 龍
『マボロシの鳥』／太田 光
『チア男子！』／朝井 リョウ
『砂の上のあなた』／白石 一文
『ぎっちょんちょん』／群 よう子
『磯野家の相続』／長谷川 裕雅
『あたしんち16』／えら えいこ
『５時半起きの週間で、人生はうまくいく！』／遠藤
『人気のおやつがおうちで作れる本』
今月の
ピックアップ

『世界は危険で面白い』／渡部

陽一

拓郎

他

著

今テレビでひっぱりだこの戦場カメラマン渡部氏の体験記。
餓死寸前、毛虫を食べる＝コンゴ、
ジャングル、死の行進＝ウガンダ、戦
場の恋人たちに当てられる＝ユーゴスラビア、
カヌーで決死の川くだ
り＝コンゴ、南米美女図鑑＝コロンビア、戦場のダンスパーティー＝ス
ーダン、喜び組との合コン＝北朝鮮…などなど
「危険と面白い話」が盛
りだくさん。

『藤原さんちの毎日ごはん』／みきママ

著

圧 倒 的 支 持 の 超 人 気レシピブログ
『藤原家の毎日家ごはん』待望の書籍
化。食費月２万円台で作る豪華な節
約おかずが満載。

□児童書
『ノンタンおしっこしーし』／キヨノ サチコ
『かいけつゾロリのだ・だ・だいぼうけん！』前編 ／原 ゆたか
他
『どろんここぶた』／アーノルド・ローベル

Sport Topics

スポーツ・
トピックス

平成22年度スポーツフェスタ・よしとみ

第4回吉富町親善グラウンドゴルフ大会

11月13日
（土）
に、
吉富漁港総合グラウンドにて平成22年度
スポーツフェスタ・よしとみ
「第4回吉富町親善グラウンドゴルフ
大会
（吉富町体育協会グラウンドゴルフ部主催）
」
が開催されま
した。
大会には、
町内の愛好家15名が出場し、
親睦と交流を深めま
した。
【大会結果】
○優

勝

高濱

眞（高浜、写真中央）

○準優勝

赤坂

千恵子（界木、写真左）

○第３位

高原

勝美（界木、写真右）

平成22年度スポーツフェスタ・よしとみ

第2回吉富町卓球大会

12月5日（日）
に、吉富町体育館にて平成22年度スポーツ
フェスタ・よしとみ「第2回吉富町卓球大会（吉富町体育協会卓
球部主催）」が開催されました。
大会には、昨年を大きく上回る6団体14チーム57名が出
場し、すばらしい技とチームワークで熱戦を繰り広げました。
【大会結果】
○優 勝 吉富卓球クラブＡ（写真中央）
○準優勝 吉富ジュニア卓球クラブＢ（写真左）
○第３位 吉富ジュニア卓球クラブＡ（写真右）

吉富中学校柔道部が大活躍！
！
現在、吉富中学校柔道部には1年生の男女2名ずつの4
名の部員がいます。少人数ではありますが集中し気迫のあ
る練習に取り組み、近頃行われた大会では連続優勝しまし
た。

【主な試合結果】
◆11月21日（日）第42回豊築武道大会
○男子 団体戦
準優勝
個人戦
優 勝 表 拓美
準優勝 池之上 賢次
○女子 団体戦
優 勝
個人戦
優 勝 梅津 志悠
準優勝 石丸 淑子
◆11月28日（日）
第27回福岡県女子柔道選手権大会
優 勝 梅津 志悠
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Sport Topics
吉富町敬老会が開催
されました
第42回豊築武道大会

スポーツ・
トピックス

11月21日（日）
に、豊前市民体育館・武道館等
にて「第42回豊築武道大会」が開催されました。
吉富町からは、剣道及び柔道に小学生・中学生・一
般が出場し、好成績を残す大活躍をみせました。
大会結果は、次のとおりです。

【大会結果】
〈剣道・個人の部〉

〈柔道：個人の部〉

○小学校男子低学年の部／第三位：工藤

聖史

○小学校男子４年生の部／第三位：上原

啓太郎

○小学校男子６年生の部／第三位：向野

公晴

○小学校男子２年生の部／優

勝：村上

暢章

○小学校女子低学年の部／優

深央

○小学校男子４年生の部／優

勝：伊藤

大輝

準優勝：藤野

伊芙

勝：桃井

○中学校男子２年生の部／準優勝：村上

涼

第三位：工藤

雅弘

〈柔道：団体の部〉
○中 学 校 の 部／準優勝：吉富中学校
○中学校女子の部／優

勝：吉富中学校

○一

勝：吉富町

般

の

部／優

○小学校男子１年生の部／優

勝：八木

成勲

準優勝：樋下

柊希

○小学校男子６年生の部／優

勝：山本

圭吾

○小学校女子低学年の部／準優勝：伊藤

優月

○小学校女子高学年の部／準優勝：松田

絢乃

○中学校男子１年生の部／優

拓美

勝：表

準優勝：池之上
○中 学 校 女 子 の 部／優
○一

般

の

賢二

勝：梅津

志悠

準優勝：石丸

淑子

部／優

勝：橋本

展洋

準優勝：向野

文章

第三位：藤野

哲弥

★お知らせ
吉富町武道館少年剣道教室では、随時生徒を募集しています。日本古来の武道である剣道を通して、心身の
鍛錬とともに、子どもさんの豊かな人格形成を目指します。
◆募集対象者…小学生（初心者歓迎）
◆練 習 日…火・木曜日：午後６時〜８時 ／ 土曜日：午前９時〜１１時
◆場
所…吉富町武道館
吉富町の天仲寺山で修練に励んだ幕末の剣豪・島田虎之助の『剣心一致』の精神が受け継がれた伝統ある吉
富町剣道教室です。ぜひ稽古日に見学に来てください。
※道具等の貸し出しもしています。
※小学生以外の方でも、お気軽にご相談ください。

〔問合わせ先〕
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下畑 茂喜

☎２４−２５５３ ／ 佐伯 祐文

☎２２−９５９４

お 知 らせ
パソコンに触れてみましょう！
生涯学習講座「パソコン教室」
の受講生を募集します。
◇対 象 者

◇講

座

◇講座内容
◇開催日時

◇場
所
◇定
員
◇受 講 料

『おはなし会』
町内在住の未就学児を対象に絵本の読み
聞かせを行っています。
楽しい絵本の世界を親子で一緒に体験して
ください。
参加費は無料です。

吉富町在住の20歳以上の方
（以前受講した方についても申込みできま
すが、定員を超す場合は初めて受講する方
を優先させていただきます。）
作った文章にイラストを入れて！
ＷＯＲＤ編
簡単な文章の作成、画像・イラストの取り込
みと編集作業など
1月26日（水）
・27日（木）
午後１時３０分〜午後3時３０分
（１日2時間の２日間）
吉富フォーユー会館 ３階 パソコン教室
15名（先着順とします。最小催行人数5名）
無料

■日時／平成23年１月14日（金）
午前１０時３０分から（３０分程度）
■場所／吉富子育て支援センター
多目的ホール
●問い合わせ先

（ただし、土日祝日は除く）

医
院
名 住
所

下

屋

上毛町国保直営診療所 東

賀来内科循環器科医院 湯

添

1
・
9

休日相談医案内

〃

所 月・日 病

〃
中 津 胃 腸 病 院 永

院 築上町

重 岡 胃 腸 科 外 科 医 院 三毛門

病

さ が ら 小 児 科 沖代町

部

け い だ ク リ ニ ッ ク 中央町

宮

夫

ふるかわメディカルクリニック 豊田町

川嶌整形外科病院 宮

野

1
・
10

名 住

堀

〃

院

荒

分︶

30

医

分まで︶豊前市

30

豊築休日急患センター
☎８２・８８２０

◎内科・小児科
︵９時〜 時
受付は 時

17

22

月・日 病

日曜日
21

時

冨

野

〃

16

︵９時〜

◎口 腔 ガ ン 専 門 医 の 診 察
予 定 日 は︑９ 日・ 日
です︒

院 植

院 宇

病

院 沖代町

田

夫

福

医

科 宮

松

廣

外

ともおレディースクリニック 久

末

下

1
・
16

1
・
1

宮崎リハビリテーション医院 築上町

医
〃

〃
みぞぐち泌尿器科クリニック 恒

中

神
〃

〃
田

牛

古博多町

院 築上町

院

木

神

屋

宮 田 内 科 医 院 牛

夫

江 本 ク リ ニ ッ ク 八

かわしまクリニック 宮

1
・
23

〃
和田胃腸科内科クリニック

医

医
〃

中

光

院 中殿町
〃

1
・
2

田

米

病

熊

科 中殿町

〃

〃

原

児

院 中央町

院 築上町

1
・
30

〃
梶

小
病

病

〃

くろつち整形外科クリニック 赤

来

井

加

酒

田
〃

1
・
3

日 ◎歯 科

〃

☎22-1944

国土交通省では、迅速なリコールの実施やリ
コール隠し等の防止のため、
「自動車不具合情
報ホットライン」を通じて、皆様の車に発生した
不具合情報を収集しています。車に不具合が発
生した際には、情報をお寄せください。
○フリーダイヤル
０１２０−７４４−９６０
（平日・日中）
○自動音声
０３−３５８０−４４３４
（年中無休・２４時間）
○ホームページ受付 www.mlit.go.jp/RJ/
祝

〃

椎

1
・
9

吉富町教育委員会

吉富町教育委員会
☎２２−１９４４

自動車の不具合情報をお寄せください。

（ただし、テキスト代として200円必要となります。）

◇申し込み 吉富町教育委員会（吉富フォーユー会館内）
吉富フォーユー会館窓口にてお申し込みく
ださい。都合で申し込みに来られない方は、
電話受付をいたします。
◇申し込み受付期間
1月5日（水）から1月14日（金）
午前8時30分から午後5時15分まで
◇問い合せ

絵本の読み聞かせ
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記
1時間
８２４円

福岡県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業最低賃金

782円

福岡県輸送用機械器具製造業最低賃金

805円

福岡県百貨店，
総合スーパー最低賃金（※１）

755円

福岡県自動車（新車）小売業最低賃金

797円

福岡県各種商品小売業最低賃金（※２）

710円

効力発生日

平成22年12月10日

平成14年12月10日（※3）

※1※２ 衣、食、住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所であって、従
業者が常時５０人以上のものを百貨店、総合スーパー、従業者が常時５０人未満のものを各種商品小売業といいます。
※３
各種商品小売業最低賃金は、平成１４年の改定以降改定されていません。

これらの特定
（産業別）
最低賃金に該当しない産業は、
平成２２年１０月２２日から改定されています福岡県最低賃金
（１時間
６９２円）
が適用されます。
詳しくは、
福岡労働局労働基準部賃金課
（☎０９２-４１１-４５７８）
または、
お近くの労働基準監督署までお尋ねください。
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年度築城基地モニター募集のお知らせ

福岡県特定（産業別）最低賃金が次のとおり改定されます。
最低賃金名

23

なくそう！
職場のいじめ・
セクハラ集中相談会

職場のいじめ︑セクシュアル

ハラスメント等の労働相談に福

岡県北九州労働者支援事務所職

員等が電話及び面談で応じま

す︒

予
※約不要・相談無料・秘密厳守

◆問い合わせ・相談は︑福岡県

北九州労働者支援事務所︵北九

特定（産業別）最低賃金改定のお知らせ
福岡県製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業最低賃金

平成

策に対する意見︑要望等の

日㈫から

11

航空自衛隊築城基地では︑基

提出

年１月

日㈮

28

地諸施策の改善及び向上に資す

平成

同年１月

応募資格等︑その他詳細につ
※

いては︑連絡先までお問い合

航空自衛隊築城基地

わせください︒

◆連絡先

23

◆募集期間

名

23

るため︑モニターを募集いたし

ます︒

◆募集人員
10

年４月１日

日までの

31

平成

年３月

24

◆依頼期間

から平成

１年間

第８航空団司令部管理部基地

州市小倉北区城内７番８号︶

☎０９３・５９２・３５１６

27

へ︒

26

日㈬・ 日㈭

20

▼１月

９時〜 時

相談内容に応じて弁護士の
※

北九州労働者支援事務所内の「子育て女
性就職支援センター」では、子育て中の女性
を対象に就業相談から就職あっせんまでを
ワンストップで行っています。
まずは、お気軽にお電話ください。
専用ダイヤル：０９３−５７１−６４４０
月曜〜金曜8：30〜17：15（祝日・年末年始除く）

助言有り

福岡県子育て女性就職支援
センターのご案内

・築城基地行事等への参加

◆問い合わせ先
福岡県立小倉聴覚特別支援学校（担当：森脇）
☎０９３-９２１-３６００ FAX０９３-９３１-９９０４

渉外室広報班

◆入学者選考
平成23年２月23日㈬９時30分〜 選考料は無料

・基地モニター会議への出席

◆入学志願手続き
本校所定の入学願書に必要事項を記入し提出（入学
願書は、本校に準備）

☎０９３０・５６・１１５０

︵内線４４３︑２０７︶

◆志願資格
平成19年４月２日から平成20年４月１日までに生
まれた聴覚に障害のある幼児（平成17年４月２日か
ら平成19年４月１日までに生まれた者の編入学に
ついても受入可能）
◆募集期間
平成23年１月24日㈪午前９時から
平成23年２月４日㈮午後４時（ただし土日はのぞく）

及びアンケート調査協力

・自衛隊及び築城基地の諸施

福岡県立小倉聴覚特別支援学校
幼稚部入学者募集について

◆依頼内容

お 知 らせ

佐田

正子

めぐ

福山

大澤

武子

忠義

文化祭町を彩る作品を今年も見

ま

回り力湧き出づ
や

千里

朝ごとに鈴熊山にむかひて祈り
前澤

寝過して休暇願の電話かくる夢
洋子

ゐる人のありけり信心深く

東

より覚めぬ辞めて十余年
み

乙番に深夜の帰宅子は音押さえ

ぐ

口にふくむ茱萸のすっぱさ不意
て炊事場に夜食を作る
幸子

にくる遠き記憶のなかの妹
城戸

雀きて小首かしげつつ水をのむ

朝香

稲終り祭り終りてブロッコリー
秋の狭庭の睡蓮ばちに

向野
もあとは麦蒔待つばかりなり

再びは読むことなからむ講義メ

鶴子

﹁幹事長岡田﹂の声にテレビ見

モ焼き捨つるには惜しく思へり

太田

つトースターの焦げ落す手止めて

高原トシヱ

渡辺多恵子

石井眞理子

窓越しに空見上ぐれば十六夜の

こ

航空ショーの近づきゐむか二︑

月は西に早や傾きてをり
紀子

三日編隊組みて練習機飛ぶ

岡

枇杷の花日毎ふくらみ暮せまる

土屋かほる
医療費よりタクシー代で諭吉の

老いのひと日の過ぎゆき早し
築川

像はすぐに飛ぶ後期高齢者われ

馬渡

盲しいにもまなうらありて折々

新子

出演者の名前を聞きて知ってる

に心ともせばすべてが見える

尾坐
と入苑者の顔綻びてゐぬ

小原シズ子
小春日のウォークラリーや皆笑顔

馬渡

築川

恩返しなんとゆかしい日本語

引き算をいつもしている預金帳

国民は政治とお金許さない

山本美津子
仕舞湯の軒を静かにしぐれかな

里帰り匂いただよう母の味

登

芸人て何がゲイだよオカマだけ

絶景と初日の出みる遠出の湯

師走来た就活生も走ります

老人会降りるたびごとみやげふえ

モミジ祭わが家計ボも真赤ヵ

橋口

平凡に生きて幸せ気付かない

猫田加代子
人生は気合いあるのみ老の冬
廣田千代子
かまきりの郵便受に斧かざす
中石キヌヱ
庭手入れ狭庭に憩う石蕗の花
山口てる代
納め句座想い出夛き別れかな
矢頭ミキ子
流れ行く雲追いかける師走風
中川ハナヱ
山眠る隣近所の声たまに

收

奥家トシ子
箱根路の紅葉折々富士の山
田中

幸

会いたしと言ひつつ会えず師走
暮れ
木村
久々にはらから集う十三夜
渡辺くみ女
忠義

あたたかき交わりなりし帰り花
大澤
参道に風の香よぎり菊花展

慶

達也

いさ

勇ちゃん

しりゅう

暁行

只丞

た すく

弔

大祐ちゃん︵土

ち さと

由貴

恭士

江︶

智仁ちゃん︵ 小犬丸下︶

屋︶

緋愛ちゃん︵幸子上︶

ひ より

一巳

龍紀ちゃん︵和井田︶

たつ き

征良

桃愛ちゃん︵幸子古︶

もも あ

満

駿龍ちゃん︵ 喜連島上︶

︵ 小犬丸下︶

︻お誕生おめでとう︼

榎園

八木

山﨑

相良

前田

山本

内野

上田

りん た ろう

宏充

倫太郎ちゃん︵直

軍神

ことねちゃん︵幸子古︶

香典返しお礼

浩二様 ︵鈴

熊︶

︻吉富町社会福祉協議会へ︼

鈴木

奥家サチ子様 ︵小犬丸下︶

熊︶

月8日受付分まで︶

浩二様 ︵鈴

︻吉富町寿会連合会へ︼

鈴木

︵
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吉富あいあいセンター

新型インフルエンザについてのお知らせ
新型インフルエンザの予防接種はお済ですか。
10月から新型インフルエンザの予防接種が開始されています。これからますます寒くなり抵抗力がおち、空気
の乾燥などでインフルエンザが流行します。インフルエンザの予防として予防接種が有効です。まだ、予防接種
を受けていない方は3月までに受けましょう。

○吉富町では、市町村民税非課税世帯及び生活保護世帯全ての方の予防接種費用を全額助成
します。
予防接種前に、役場健康福祉課で助成対象者証明書の交付手続きが必要です。

○高齢者インフルエンザ予防接種の対象の方は、町内の各病医院に予約をして接種してください。
料金：個人負担1,000円を病医院の窓口でお支払いください。

※詳しくは、広報よしとみ10月号をご覧ください。

感染をしない、させないために人ごみをさける・
手洗い・うがい・マスクが予防の基本

咳エチケットを
守りましょう
手

洗

①周囲の人からなるべく離れてください。
②咳やくしゃみをするときは、他の人から顔をそらせ、ティッシュなどで口と鼻を覆いましょう。
③咳やくしゃみを抑えた手を洗いましょう。
④マスクを着用してください。

い

う が

●水とせっけんを使って１５秒以上洗いましょう。
●洗った後は水分を清潔なタオルやペーパータオ
ルなどで十分にふき取りましょう。
◎さらに消毒用アルコール製剤（アルコール分６０
〜８０％）を使えば、ウイルスは死滅します。

い

●外出から帰った後や、のど
に不快感や炎症があるとき
はうがいをしましょう。

マスク
●熱、咳、くしゃみ等の症状のある人
は、必ずマスクを着用しましょう。
●咳やくしゃみを押さえた手、鼻をか
んだ手はすぐに洗いましょう。
●使用後のマスクは放置せず、ゴミ箱
に捨てましょう。

●問い合わせ先／吉富あいあいセンター ☎２３ー９９００

生活習慣改善基礎講座の参加者を募集します
糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病は、自覚症状がないままに動脈硬化が進み、心臓病や脳卒中
などの重い病気を引き起こします。
身体によいからといって、いろいろな食品を食べ過ぎていませんか?毎日、休みなく多量のお酒を飲みすぎてい
ませんか?運動習慣は身についていますか?
生活習慣の改善で、糖尿病や高血圧の生活習慣病を予防・改善することができます。
一年の計は元旦にあり！！今年こそ生活習慣の改善に取り組んでみませんか?皆様の参加をお待ちしています。
栄養基礎コース
回

時間
2月 4日(金)

1 9：30〜11：30

内

運動基礎コース
容

回

生活習慣病予防について 町保健師
食生活改善のすすめ
管理栄養士

2

2月14日(月)
9：30〜11：30

バランス食のすすめ

3

2月25日(金)
9：30〜11：30

知っておきたい間食のとり方
管理栄養士

4

3月11日(金)
9：30〜11：30

おいしく食べて、健康づくり

◆参加費用 無
料
◆申し込み 各コース２５名先着順

管理栄養士

管理栄養士

時間

内

容

2月 7日(月)

生活習慣病予防に効果的な運動法
健康運動指導士

2

2月18日(金)
9：30〜11：30

貯筋体操で筋力アップ

3

3月 7日(月)
13：30〜15：30

ウォーキングの基礎知識①
健康運動指導士

4

3月18日(金)
9：30〜11：30

ウォーキングの基礎知識②
健康運動指導士

1 13：30〜15：30

健康運動指導士

両方の講座受講もできます。※1月28日(金)までに申し込んでください。

●申込先／吉富あいあいセンター ☎２３ー９９００
予 告

21

３月24日(木)午後１時30分から、糖尿病予防講演会を予定しています。詳しくは２月号の広報をご覧ください。

あいあいセンター便り

1歳のお誕生日おめでとう!
りく と

田中

陸翔ちゃん

平野

聖人ちゃん

（H22年1月2日生

今吉下）

せい と

（H22年1月7日生

男

男

直江）

川尻

まな み

愛実ちゃん

（H22年1月16日生

女

松井

直江）

なな せ

七聖ちゃん

（H22年1月26日生

直江）

月

13日 木
14日 金
17日 月金
24日 月
25日 火

今月の健康案内
赤ちゃん広場

10：00〜12：00

あいあいセンター

10：00〜12：00

あいあいセンター

10：00〜12：00

あいあいセンター

10：00〜12：00

あいあいセンター

14：00〜14：15

あいあいセンター

こころのリハビリ教室「ひだまり」
健康相談
健康相談

BCG予防接種（3〜5ヶ月児）

幸一

※この広報誌は再生紙を使用しています。
※再生紙を使用しています。

1

吉富あいあいセンター

下畑

【問い合わせ先】

☎２３−９９００

26日 水
27日 木
28日 金
28日 金
31日 月

3歳児健診（3歳〜3歳2ヶ月児）

13：30〜14：30

あいあいセンター

10：00〜12：00

あいあいセンター

10：00〜12：00

あいあいセンター

13：30〜14：30

あいあいセンター

10：00〜12：00

あいあいセンター

赤ちゃん広場

栄養相談（予約制）

乳児健診（4〜5ヶ月児、7〜8ヶ月児）
健康相談

︻問い合わせ先︼
吉富あいあいセンター  ２３︲９９００

吉富小学校

インフルエンザシーズンの肺炎の約半分が肺炎球菌によるものといわれています。肺炎球菌の予防接種
を受けておきましょう。
吉富町では、７０歳以上の方で、過去５年以内に肺炎球菌予防接種を 受けていない方に対して、無料で
予防接種を実施しています。
肺炎球菌予防接種を希望する方は、接種前に吉富あいあいセンターまたは、役場健康福祉課で必ず申
請手続きを行ってください。
肺炎球菌予防接種は、町内の各病医院で接種できます。

今月の健康標語

食中毒といえば夏に多いイメージがありますが、冬も多く発生します。その原因の多くは「ノロウイルス」
によるものと言われています。
症状は…貝類などを食べてから１〜2日後に、吐き気やおう吐・腹痛・軽度の発熱などがでます。症状 が
ある時は、早めに受診しましょう。
予防法は…①加熱処理で感染防止：十分に火を通して食べましょう。
②手をよく洗って予防：外から帰ったとき・トイレの後・調理の前・食事の前等、石けんで手
を洗いましょう。
③調理器具もよく洗う：熱湯などで消毒しましょう。

がんばるぞ 手洗い うがい わすれない

ノロウイルスを予防しましょう。

肺炎球菌予防接種はお済ですか

男

