
町民ニュースポーツ大会 
インディアカ 脇野 優勝！ 
ソフトバレーボール 長浜 優勝！ 

 

東山代公民館発行 

 

平成３１年４月１日 

第３０６号 

 

 

 

館 報東 山 代 

みどりと歴史を守り 

東山代を 

生きがいのある 

元気なまちに 

☆ 

★ 

☆ 

★ 

☆ 

★ 

★元気バスからのお知らせ★ 
◎ゴールデンウィーク中のバス運行は次のとおりです。 

４/３０(火)５/２(木) 運行、３(金) 運休、５(日) 運行 

５/７(火)以降は通常運行（毎週火・木・金の運行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３月３日(日)、国見中学校体育館にて第１３回

町民ニュースポーツ大会を開催しました。 

 手軽に楽しめるインディアカ及びソフトバレ

ーボールの２種目で、ソフトバレーボールでは環

状リーグの予選を行い、上位２チームで決勝を行

いました。 

決勝戦は２種目とも接戦で、応援にも力が入り

大変盛り上がりました。 

【明るいまちづくり推進基金報告】東山代町区長会長 石井 司朗 

町民の皆さまからの香典返し等で、平成３０年度は１１件２８万円 

（３月２７日現在）の浄財を町にご寄付いただいております。 

町にとっては大変ありがたく貴重な財源として今年度は『ふるさと 

ふれあいまつり』の運営費用に充てさせていただきました。 

 

まちづくり 福祉交流会 

 

 ３月７日（木）、東山代公民館にて町まちづくり

協議会主催の福祉交流会を開催しました。この日

は、地区社会福祉協議会を中心に、町内の高齢者の

皆さんを招いて、佐賀県ヤクルト販売㈱管理栄養士

塩濱先生による「毎日骨骨(コツコツ)教室」の演題

で健康講話並びにお弁当と手作り豚汁での会食を

実施しました。 

今回は全体で１５２名の参加者がありましたが、

交流会に参加することで、高齢者の皆さんが互いに

声を掛け合い、また、町民との絆を深めることがで

きる貴重な機会となりました。 

【インディアカ】  【ソフトバレーボール】 
一般の部      一般の部 

優 勝：脇 野   優 勝：長 浜 
準優勝：長 浜   準優勝：大久保  第３位：脇 野 

 

 
長浜チーム 

ソフトバレー優勝、インディアカ準優勝 

インディアカ及びソフトバレーボールは選手

４名で気軽に楽しめるスポーツです。来年の大会

は全地区参加して大会を盛り上げましょう！ 

朝早くから準備していただいた役員の皆さん、

ソフトバレーボール及びインディアカの主審を

していただきました杉谷さん、松尾さん、原田さ

ん、川棚さん、ありがとうございました。 

なお、主な結果は以下のとおりです。 

 
 

ゴールデンウィーク中の市役所業務について 
 市民課窓口 問合先：市民課窓口係２３－２１４３ 

◆開庁日時 ５月５日（日）午前８時３０分～正午 

◆取扱業務 住民票の写し、戸籍謄抄本、印鑑登録証明の発行 

※婚姻、出生、死亡などの戸籍届出については、２４時間受け付けています。 

環境関係業務 問合先：環境課リサイクル推進係２３－２１４５ 

◆し尿のくみ取り 

４月２７日（土）～５月１日（水）、５月３日（金）～６日（月）は休業します。 

◆ごみの収集・さが西部クリーンセンター 

平常どおり業務を行います。 

 

 
脇野チーム 

インディアカ優勝、ソフトバレー３位 

佐賀県インディアカ競技大会で優勝！ 
３月１７日（日）国見台体育館で開催された第２６回佐賀県インディ

アカ競技大会に出場しました。県内外から一般男女混合の部・シニアの

部合わせて１３チームが出場し、東山代チームは一般男女混合の部Ａパ

ートで見事優勝しました。 

東山代小学校体育館にて練習をしています！ 

興味のある方はぜひご参加ください。練習日：毎週月・金曜２０時～ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家読おすすめ本 

消防西分署からのお知らせ 

公民館職員異動のお知らせ 

 

◎４月の主な行事◎
４日 ( 　９時３０分 東山代公民館 )
６日 (土)子ども会育成指導者会総会及び懇親会 ( １９時００分 東山代公民館 )
７日 (日)佐賀県議会議員選挙 ( 　７時００分 町内３投票所 )
９日 (火)民生・児童委員協議会 ( １３時００分 東山代公民館 )
９日 (火)駐在員就退任式、区長会、元気バス協議会 ( １３時３０分 東山代公民館 )

１０日 ( １３時５０分 東山代公民館 )
１０日 (水)通学自転車点検会及び交通安全講習 ( １５時１５分 国 見 中 学 校 )
１１日 (木)食生活改善推進協議会総会 ( １１時１５分 東山代公民館 )
１１日 (木)狂犬病予防注射 ( １１時３０分 東山代公民館 )
１３日 (土)体育協会総会及び懇親会 ( １８時００分 東山代公民館 )
１７日 (水)町史編纂委員会 ( １３時３０分 東山代公民館 )
２１日 (日)伊万里市議会議員選挙 ( 　７時００分 町内３投票所 )

　☆町内各学校の入学式：滝野校・国見中は９日(火)、東山代小は１１日(木)

,１１日(木),２７日(土)まちづくり健康体操

、２４日(水)　自動車図書館ぶっくん

 

ご関係の行事はありませんか？ 

くらしの危険 
お風呂に入ってほっと一息というのは気持

ちのよいものですが、浴槽内で意識を失って
救急搬送されるケースが市内でも多く起きて
います。溺水事故や浴室での転倒は特に大き
な事故になることがありますので注意が必要
です。 

●浴室事故防止のために 
脱衣所や浴室の温度と浴槽のお湯の温度差

に体が順応できないことや、脱水により意識
を失ってしまうことで浴室事故が発生する危
険性があります。 
加齢とともに身体能力は低下しますので、

高齢者は特に注意と工夫が必要です。 
 

平成３０年度 全国統一防火標語 『 忘れてない？ サイフにスマホに 火の確認 』 

火災・救急出動件数（３月１６日現在） 

【西分署管内】東山代町 火災：１件 救急：４３件 

 

●入浴時の注意と工夫 
・寒い季節は脱衣所や浴室は暖めて
入る 

・飲酒後は入浴しない 

・シャワーの温度に気をつける 
・家族に声を掛けてから入浴する 
・入浴の前後に水分の補給をする 
・入浴直前直後の薬の服用は避ける 
 
【連絡先】伊万里消防署 

西分署 ℡２８－２１１９ 

 

平成２８年４月から３年間従事していた 末次美枝（副館長）が３月

末で退職しました。大変お世話になりました。 

４月から後任として 松尾 愛（男女協働推進課より）が勤務します。

どうぞよろしくお願いいたします。 

～中学生向け～ 

～小学生向け～                   『魔法使いマーリンの犬』 

えほん『ねこのオーランドーたのしい日々』     『山本二三百景』 

低学年から『やぎこ先生いちねんせい』       『ぼくにだけ見えるジェシカ』 

中学年から『あやめさんのひみつの野原』      『身近なアレを 

高学年から『ホテルやまのなか小学校の時間割』       数学で説明してみる』 

第 40 回伊万里市美術展開催のお知らせ 

市民の皆さまの創作意欲溢れる作品を募集し、展示 

いたします。ぜひご観覧ください。 

会 期 絵画    ５月１５日(水)～１９日(日) 

書     ５月２２日(水)～２６日(日)    

    写真・工芸 ５月２９日(水)～６月２日(日) 

観 覧 時間 １０時～１８時（各最終日は１５時まで） 

会 場 市民センター 文化ギャラリー 

入場料 無料 

問合せ 伊万里市美術展実行委員会事務局 

（生涯学習センター）☎２２－１２６２ 

≪作品募集について≫ 

・出品資格  

市内在住者及び在勤者並びに 

市内クラブ等に所属の方 

（書道部門以外は中学生以上） 

・出品料 無料 

※出品受付及び作品搬入、出品規 

 定など詳細については、問い合 

わせてください。 

 

 

犬の登録及び狂犬病予防注射のお知らせ 
飼い主は、狂犬病予防注射を毎年１回受けさせ、注射済証の交付を受けなければなりません。

新たに犬を飼った場合は、新規登録が必要です。 

◆実施日程（東山代町内）                ◆料金 

４月１１日（木）滝川内公民館  ９:３０～１０:００    予防注射のみ 3,150 円 

大久保公民館 １０:３０～１１:００    新規登録＋予防注射 

東山代公民館 １１:３０～１２:００           6,150 円 

脇野公民館 １３:３０～１４:００ 

長浜公民館 １４:３０～１５:００ 

５月 ７日（火）東山代公民館  ９:００～ ９:３０ 

 


