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畑瀬 王乃

（日池）

現在は、佐賀大学の経済学部に在籍して
います。成人したので、少しずつ親孝行
できるように頑張りたいと思います。

小副川 昌宏

八段 孝典

（麻那古）

鳥栖の専門学校に通って、柔道整復師と
いう資格を取るために頑張っています。
富士町で整骨院でも開けたらいいと思っ
ています。

吉原 洋子

（麻那古）

短大に通っています。4月から保育士と
して働く予定です。素敵な保育士になれ
るように頑張ります。

光野 恭平

（須田）

藤下 航平

（中の原）

今の若い内にしかできないことも沢山あ
ると思うので、今を全力で楽しみたいで
す。

小学校の先生になるために福岡で勉強し
ています。将来は教育的な面から社会に
貢献できるように頑張りたいと思います。

松原 早希

（下小副川）

短大に通っていて、4月から保育士とし
て働く事が決まっているので、笑顔を絶
やさない信頼される保育士になりたいで
す。

小副川 侑希

松原 倫

（下小副川）

豆田 勇介

光野 夏希

（須田）

（下無津呂）

無津呂 朋樹
杠 あかり

古賀 悠哉

（日池）

（内野）

（内野）

宮地 真美

（内野）

（貝野）

柿原 知歩

（内野）

福岡の大学で看護を勉強しています。りっ
ぱな看護師になれるように、後2年間勉強
頑張りたいと思います。

嘉村 公江

（古場）

福岡の専門学校に行っていて、3月から
東京の方に就職するので、りっぱな美容
師になって帰って来たいと思います。

嘉村 晧介

（古場）

人様に迷惑をかけない生き方をします。

嘉村 慎也

（古場）

佐賀県農業大学校に通っています。4月
からは地元の会社で働きます。自覚が持
てる大人になりたいと思います。

木材共販所で、材木を売る仕事をしてい
ます。これから仕事に貢献できるように
頑張っていきます。
去年、自分は11月15日に結婚しました。
そして今年は、3月に新たな命が誕生する
ということで、またこれから新しい生活
がスタートできるように幸せにできるよ
うに頑張っていきたいと思います。
また迷惑をかけると思いますがよろしく
お願いします。

とにかく仕事を頑張ります。

嘉村 瞳

（古場）

北山少年自然の家で働いています。

（市川）

来月の国家試験に向けて昼夕勉強頑張っ
ています。看護師になったら笑顔を忘れ
ない看護師になりたいと思います。

重田 貢二

（大串）

兵庫県の大学に通っていて、勉強と野球
両方頑張って将来的には九州に帰ってき
て色々何かしたいと思っています。

重田 雅貴

（大串）

佐大に通っています。富士町民として立
派な大人になります。

これから仕事と子育て、頑張っていきた
いと思います。

下村 拓哉

（下小副川）

学生生活の残りを頑張り、人として成長
していけたらなと思います。

将来の夢の実現の為、勉強を頑張って、
また人として成長していきたいと思って
います。

杉山 成美

熊本の大学で養護教諭とソーシャルワー
カーの勉強をしていて、皆さんの健康と
幸せを守れる仕事をしていきたいと思い
ます。

ここまで来られたのも、ご家族の方のお
力添えの賜だと思います。今後とも諸先
輩方のご指導のもと今日この日を迎えた
こと大人入りしたこと、今日からがスター
トと思っていますので、これからも頑張っ
ていきますのでご協力お願いいたします。

関西富士町会 第25回総会に参加して

（一般財団法人スマイルアース）

TEL：0952-57-2341
FAX：0952-57-2217
hoonoki@smile-e.org
住所：富士町藤瀬724-4
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木下 未来
まだまだ二十歳の実感はありませんが、
これからは大人としての自覚をもってお
世話になった方々や家族に少しずつ恩返
ししていけるように頑張ります。

発行：佐賀市富士支所
編集：幸報ふじ事務局

（杉山）

神奈川の大学で生命科学という分野の勉
強をしています。成人になったので、今
までお世話になった人々に少しずつ恩返
ししていけたらいいなと思っています。

杉山 大介

（須田）

大阪の方で勉強させていただいてるんで
すけど、これも全部母の力があってだと
思うので、今からはお母さんの右腕になっ
て僕が頑張っていきたいなと思います。

納富 柊作

（下関屋）

鹿児島の大学で勉強とバイトとサークル、
楽しく充実した生活を送っています。成
人したからには成人らしいふるまいをす
るように頑張ります。
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成人となられての
抱負などを交えた
自己紹介がありま
したので、ご紹介
致します。

辻亨

（上無津呂）

貝野 寿志

一人一人の方との出会いを大切にして、
これから自分の周りに係わっている人々
の幸せの力になれたらいいなと思ってい
ます。

今回の新成人者は
平成 年（ 年） 月 日から
平成 年（ 年） 月 日まで
に生まれた方々で、 人中 人
が出席されました。

満行 美和

（市川）

（大野原）

成人になったからには、自分の事だけで
なく他人の事にも気を使える精神的にも
自立した大人になりたいと思います。

成人の日の前日 月
日午後 時より、
フォレスタふじにて
富士町の成人式が執
り行われました。

水田 一輝

（麻那古）

看護師になるために専門学校に行ってい
ます。今日は久々に皆に会えて嬉しいで
す。成人になったので責任をもった行動
を取って、あと親孝行もしたいと思いま
す。

（中の原）

幸報ふじ

平成 年成人式

～ 人が新成人となられました ～
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下関屋出身 大阪市在住 納富 豊

関西富士町会が発足して早や25年、平成2年11月に富士町役場の絶大なご支援とご協力によって厚生年金会館にて発足された。
目的は会員の郷土との連携と相互交流による親睦協調を図ることとされている。当時は町長はじめ、町議員、職員の方々10名程出席して頂き、前夜
は関西の役員と会食を交えながら明日への打ち合わせを図った。当時は役場からふるさと「富士町」の匂いや香りがする野菜をはじめお米、よもぎ餅な
ど数々の田舎のお美味しいものを届けて載だき懐かしさを感じました。当時は100名を超す盛況だったらしい。佐賀県大阪事務所からも毎年出席して
頂き三瀬村出身の山本邦彦氏と話したことを思い出す。しかし、平成の大合併により富士町も佐賀市に編入され、以後は役場からの支援はなく関西出身
者だけで運営しております。
11月28日 （金）に関西富士町会第25回総会が周辺の紅葉がきれいな箕面観光ホテルにて35名の参加で開催されました。
木原清会長の堪能な田舎弁での挨拶に会場は笑いもあり和やかな雰囲気ではじまった。席もテーブルに椅子式で年寄りには楽だった。
乾杯のあとは食事、カラオケも。同席した友人たちとは昔話や近況などを語り合った。歌に自信のある方、無い方も壇上に上がり熱唱され拍手喝采で
盛り上がった。
2時間もあっという間にすぎ、最後はみどり豊かな山々、ふるさと「富士町」を想いうかべ、「故郷」を全員で合唱しているうちに目頭が熱くなった。
閉会は永松盛男名誉会長の挨拶「今日ご出席の方々は来年も必ず出席する義務があると、今、法律で決まりました。」と冗談を交えながら話された。
みんなで万歳を三唱し総会は閉会となり、来年も必ず参加することを約束しみんな別れを惜しみながら会場をあとにしました。

ゆきやまたんけん
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◆佐賀市文化連盟富士支部発表
会 月 日
◆ボート・カヌー体験会
月
日
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温泉病院だより

バムとケロのさむいあさ

～感染性胃腸炎対策～

1

お話の会【ひなたぼっこ】か
対象者は市内在住で健康・体
象であると想像されるが、大き
ふ れ あ い るー む 便 り ⑤
な石 個が三段重ねとなり珍し ら冬のおすすめの本をご紹介し 力づくりをしたい方。先着 名
ふれあいるーむでは、毎月第 い景観を造っており、その中に ます。是非、ご家族皆さんで読 ◆ 月 ・ ・ 日（木）
んでみてください。心がほかほ
時 分～ 時 分
二火曜日に『のびのびタイム』 は石像が安置されている。
申込み・問合せ
サロンを開催しています。
保健福祉課 ５８‐２１１４
毎回、久保田町から持丸順美
先生に来ていただき「親子リズ
ムダンス」を元気に楽しく踊っ
イ ベ ン ト 情 報
て、心も体もリフレッシュして
います。

けいとのたまご

図書館からのお知らせ

３月

保 健 だ よ り

『幸報ふじ』は、インター
ネットでも閲覧・ダウンロー
ドができます。
ウェブサイト http://www.sm
ile-e.org/kouhoufuji.html
に掲載しています。

次号『幸報ふじ』は
３月下旬の発行予定です。

皆さんからのお声をお待ちし
ます。掲載できるものであれば、
どんどん載せていきたいと思っ
ておりますので、どうぞよろし
くお願い申し上げます。
幸報ふじ事務局

み ん な の 声

◆町内小・中学校卒業式
２月
※行事につきましては順不同
第２・第４土曜日
おはなし会（おはなしの部屋） であります事、ご了承ください。
時 分～

３月

かあたたまる楽しい絵本です。
２・３月の行事予定
※家読とは…「家読（うちど
く）」とは「家庭読書」の略語 ２月
で、「家族ふれあい読書」を意 ◆星祭り 良源寺（西高野岳）
味します。
◆初午祭り 松森稲荷神社（古
湯）

十二支のはじまり

第２土曜日
おはなし会（おはなしの部屋）
時 分～
第４土曜日
春の大おはなし会（おはなし
の部屋）
時 分～
※「春の大おはなし会」は、紙
芝居や工作など楽しい催しがいっ
ぱいありますよ。
30

４期 健康運動教室を開催し
ます。

30

1

ひなたぼっこ（冬）

30

14

感染性胃腸炎は、主にウイ
ルスなどが原因となって発症
する胃腸炎で、経口感染しま
す。秋口から冬にかけては
「ノロウイルス」、冬から春
にかけては、乳幼児がかかり
やすい「ロタウイルス」が流
行します。
潜伏期間は１日～３日で、
症状としては、吐き気、おう
吐、下痢、腹痛などで、発熱
を伴うこともあります。
予防の基本は、手洗いです。
石けんをつけて、手の甲、指
の間、指先、爪の間、親指は
ねじるようにして 秒以上か
けて洗うようにしましょう。
また、患者の便や吐物には、
大量のウイルスが排出され、
感染力が非常に強いため適切
な処理が必要です。必ず、ビ
ニール手袋、マスクを着用し、
乾燥しないうちにビニール袋
に入れて処分し、処理後は十
分な換気を行って下さい。
激しい下痢による脱水で、
入院となるケースも多くあり
ます。症状がひどい場合は、
早めの受診を心がけて下さい。
温泉病院 ６３‐０１１１

30

3

「昔、鬼が土地の庄屋さんの頼
みを聞いて、一夜のうちにこの
石を運んだ。両袖に 個ずつ、
頭の上に 個を乗せて持って来
たそうな。」という話が残って
いる。
出典・さがの歴史・文化お宝
日頃なかなか動かせてない体 帳（富士町）より
を先生の動きに合わせて踊ると、
お話の会
初めの頃は筋肉痛でしたが、だ
んだんと慣れてこの日が待ち遠
しくなっています。
新しい年２０１５年がスター
子ども向けのリズムダンスも
あり、遊んでいた子ども達も自 トしました。今年は 羊年です
然と集まり、いつの間にか笑顔 ね。羊さんは見るからに優しそ
で踊っています。先生がとても うで、モフモフと暖っかそうで
優しく子ども達に接してくださ す。結婚するなら、羊年の男性
るので、親も安心して一緒に踊っ と！という言葉を耳にしたこと
はありませんか？
ています。
さて、今年は新年早々元旦、
皆さん、気軽に出来る楽しい
「親子リズムダンス」にご参加 二日と雪が降りました。さすが
富士町の冬という感じです。ま
ください。
だまだこれからも雪の降る日が
みなさんご存知ですか？ あると思います。雪の降る寒い
日は暖かいコタツの中で、家族
そろって家読（うちどく）など
かっちゃ石 菖蒲
太古の昔、地殻変動の折の現 いかがでしょうか？
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★ ３月の予定 ★
４日（水）ふじっこサークル（クッキング-富士町野菜de-（キラリン歯゜））
１０日（火）のびのびタイム（佐賀城下ひな祭り（富士・大和・三瀬合同））
１１日（水）乳幼児相談（保健師さんと語ろう）
１３日（金）ぐんぐん金曜日（親子でリズムダンス）
１７日（火）わらべうたサロン（ベビーマッサージ＆アルバム作り）
２０日（金）ぐんぐん金曜日（絵手紙を書こう）
★ ２月の予定 ★
４日（水）ふじっこサークル（汗を流そうリズムダンス）
１０日（火）のびのびタイム（親子でリズムダンス）
１３日（金）ぐんぐん金曜日（クッキング-炊飯器で料理-）
１７日（火）わらべうたサロン（ベビーマッサージ＆アルバム作り）
２０日（金）ぐんぐん金曜日（iPadで遊ぼう）
２７日（金）ぐんぐん金曜日（ひな人形作り）

２・３ 月 の 予 定
ふ れ あ い る ー む
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ふれあいるーむは、産まれたばかりの赤ちゃん、わんぱくキッズ～おじいちゃん、おばあちゃんまで誰でも使える場所です。
季節に合わせて、ミニコンサート・食育講座・おはなし会・バス遠足など、楽しい催しがいっぱい。
たくさんの出会いを大切に、みんなのふれあいの場所、それがふれあいるーむです。
※ 問い合わせ先：佐賀市社会福祉協議会 富士支所 ＴＥＬ ０９５２－５８－２３１１
ＦＡＸ ０９５２－５８－２３１２

