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成人になれた事が、まずは一番うれしく思い
ます。これからは成人としての自覚や責任を
持って何事にも精一杯取り組んで行きたいと
思います。

岩松 侑里（下小副川）

大分で看護大学に通っています。りっぱな看
護師になれるように頑張ります。

森 真由美（中原）

京都の大学で法律について学んでいます。２
０歳となったので、これからの人生で自分が
何を成し遂げたいかと考えつつ勉強を頑張り
たいと思います。

石橋 龍征（上小副川）

福岡大学でバイトしながら勉強頑張っていま
す。まだ親孝行ができてないので、これから
は精一杯親孝行を頑張っていきたいと思いま
す。

石橋 潤大（上小副川）

これからはお世話になった人たちに、恩返し
していけたらと思っています。

神代 大旅也（貝野）

西九州大学のスポーツ健康福祉学科という所
で勉強しております。あと残り２年という短
い間ですが、まだまだ学ぶことが沢山あるの
で、これからも感謝の気持ちを忘れずに、精
一杯努力していきたいと思っています。
福岡の大学に通っています。将来は佐賀に戻っ
て佐賀の地域貢献に携わる仕事をしていきた
いと考えております。

柴田 かほり（内野）

北京という都市で大学に通っております。今
年の短期的な目標はPM2.5に負けないこと、
そして地域貢献できるように佐賀県に恩返し
して、中国と佐賀の架け橋になれるように、
一生懸命勉強してまいりたいと思っておりま
す。

白石 一真（古湯）

篠原 涼太（市川）

杉山 仁太（杉山）

田中 翔太（下小副川）

土井 美咲（大野原）

中山 実樹（須田）

中山 尚大（内野）

牛津の方で政工務店という会社で働いており
ます。土木業をやっておりますので、見かけ
た際はぜひとも声を掛けてください。
愛知県のアイシン・エィ・ダブリュというオー
トマチック製造メーカーで働いています。成
人になったんですけど、まだまだ沢山の人に
支えられてばっかりですが、少しずつ恩返し
していきたいと思います。
佐賀の川副の農業大学校に通ってまして、今
年卒業ということで、３月からはここ富士町
杉山で百姓を頑張っていきたいと思っており
ますので、どうかよろしくお願いします。
福岡市の東区箱崎まで、建設専門学校に通っ
ています。今年の４月から上村建設というと
ころに就職ですが、来年からも富士町が大好
きなので、富士町から通勤したいと考えてい
ます。
一児の母になり、やっと親が子を思う気持ち
がわかりました。親に感謝し一日一日を大切
に過ごしていきたいです。
社会人２年目なんですけど、親孝行をあまり
できてないので、今日から全力で取り組みた
いと思います。
広島の会社で働いています。今まで支えてき
て下さった方々に恩返しできるように頑張り
たいと思います。

野中 愛（市川）

東京の学校に通っています。今年から就職な
ので、アニメの素晴らしさを色んな人に伝え
ていきたいです。

畑瀬 勝旭（上小副川）

古湯温泉ONCRI（おんくり）で働いていて、
まだ２年間、毎日毎日死に物狂いで働いてい
ます。できれば御ひいき頂ければと思います。
言ってくださればサービスとかもします。

兵動 綾（内野）

西九州大学の子ども学科に行ってます。将来
は子ども関係の仕事に就いて、たくさん子ど
もと係われたらいいなと思っています。

藤田 鈴子（中の原）

市内の歯科衛生士の専門学校に通ってます。
二十歳になったので常識のある大人な女性に
なりたいなと思います。

松原 睦子（下小副川）

奈良の看護学校に通っているので、将来はみ
んなを支えられるような看護師になりたいな
と思っています。

水田 隆仁（市川）

これまで自分を支えて下さった、多くの先生
方や後輩達、なにより自分の家族に胸をはれ
る大人になっていきたいと思っています。

光野 莞司（大野原）

福岡にある大学で情報系の分野について学ん
でいます。成人になったんで自覚と責任を持っ
て、これからも頑張っていきたいと思います。

森田 将志（湯の原）

福岡の美容専門学校に通っています。来年か
らは東京の銀座の方で働くことになっていて、
一流の美容師を目指して頑張りたいと思いま
す。

山口 将（苣木）

福岡大学で法律の勉強をしながら、将来警察
官になりたいと思っているので、そちらの勉
強も頑張っています。

杠 睦（上小副川）

東和株式会社という会社に勤めておりまして、
設計業務の方をやっております。そして、プ
ロのエンジニアとして社会貢献できるように
努めて参ります。

江口 南美（大串）

福岡の美容学校に通っています。３月からは
東京の美容室に働かさせて頂きます。これか
らも美容業に精一杯、勤めて行きたいと思っ
ています。

江口 祐一郎（下無津呂） これからは社会人として、仕事とか色々頑張っ
ていきたいと思います。
岡 千尋（上無津呂）

加茂 由紀子（麻那古）

佐賀女子高の衛生看護専攻科に通っています。
約１ヶ月後に国家試験を控えているので、ま
ずはしっかり勉強を頑張っていきたいと思い
ます。
久留米医大の看護に通っています。自分が好
きなことをさせてもらっているので、精一杯
頑張って、家族を始めみんなを笑顔にできる
ように頑張りたいと思います。

北川 幸二（下無津呂）

西九州大学の健康栄養学科に所属しています。
将来は管理栄養士になれるように勉強頑張っ
ていきたいと思います。

田中 夏子（大串）

来年度から私は専門学校に通うことになって
いるので、資格取得を目標に、今は少しあや
ふやですが、将来の事もしっかり考えながら
頑張っていきたいです。

森 淳平（大串）

福岡市内の大学に通っています。成人という
事で大人の仲間入りを果たしたわけですけど
も、まだまだ若いのでさまざまな経験や失敗
を積んで、りっぱな大人になっていきたいと
思います。

吉原 拓人（麻那古）

福岡で大学生をしています。小学校から続け
ている野球を今もやらしてもらっているので、
その分、親や周りの人には迷惑をかけたと思
うので将来はしっかり返せるような大人にな
りたいと思います。

発行：佐賀市富士支所
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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。
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。

向野 江梨（古湯）

佐川急便に勤めています。１８で高校を卒業
して、２年間も働いているんですけど、ぜん
ぜん真面目にできてないです。今年から富士
町を廻らしてもらってるんで、さぼっている
ところを見かけても会社に報告はしないで下
さい。お願いします。

木原昭芳

小野 寛明（中の原）

納富 諒馬（古湯）

晴好雨竒

静岡県内の大学で、スポーツビジネスを中心
に勉強しています。成人者としての責任と自
覚をもって、これからも頑張っていきたいと
思っています。

佐賀女子短期大学に入って司書を学んでいま
す。二十歳になって社会人になるので、今年
の抱負は司書の資格を取り、図書館員になる
ことです。

腰の鉈使はず森に春来る

江頭 慶士郎（古湯）

神戸の方で大学に通っています。学生生活あ
と２年とわずかになりましたので、今できる
全力をもって何事にも挑戦していきたいと思っ
ています。

納富 豊香（須田）

春が来た。腰の「なた」に手をのせたままに感じる森の息吹きはいいもんだ。

犬塚 亮承（古湯）

僕は中学校から別の方に行ったので、皆さん
覚えているかどうか、ちょっと不安でしたん
ですけど、式前とかで挨拶かわして、やっぱ
り地元っていいなと改めて認識したところで
す。今自分は長崎の方で薬剤師になるための
勉強をしています。いつか佐賀市に帰って来
れるよう勉強面で充実した一年を送りたいと
思います。
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山﨑 香奈（杉山）

平成 年成人式

～ 人が新成人となられました ～
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ます事、日程の変更があります事、

※行事につきましては順不同であり

◆自治会長会総会 月 日
◆町内小・中学校卒業式
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『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。
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保 健 だ よ り
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温泉病院だより

13 30

～年末・年始にわたってご馳走ぜめ～
6

1

◎ 歳 児・ 歳 児 健 康 診査
対象児は、平成 年 月 日
～ 月 日生まれ・平成 年
月 日～ 月 日生まれ。
日時
月 日（水）
時 分～ 時 分
場所 三瀬保健センター
◎平成 年度特定健診未受診者
の方へ
● 血管を守るために特定健診
を受けましょう。
● 血管の詰まりは、脳梗塞、
心筋梗塞など、寝たきりや介護
の原因になります。
● ぜひ、年に１回は特定健診
を受けて、病気の重症化予防を
しましょう。
富士支所 保健福祉課
５８‐２１１４

3.6

図書館からのお知らせ

伝わる民話と民謡を、町内のお年 ばってん、おんさらんやったも
幸報ふじ事務局からの
寄り様宅を訪ねお話を聞き集めて
んじゃ、
記事訂正のお詫び
編集し、昭和 年に手作り本とし 「ちょうどよかった、今んうち
て発刊されました。
に甘酒ば飲まんば。そいばって
幸報ふじ 号（ 月 日発行）
ん、和尚さんにみつかっぎ、く １面の田篭様の取材記事に関し
○民話
「かっちゅうときつね」「菖蒲の るわるっけんが、便所の中で飲 まして、お詫びと訂正のお知ら
地主さん（一）」「菖蒲の地主さ もう。」
せをいたします。幸報ふじ 号
ん（二）」「和尚さんと小僧さん と、茶わんに、腹一杯甘酒ばつ で、ぬる湯手形について「一人
（一）」「和尚さんと小僧さん いで行たて、便所の戸ば開けん で３つのお風呂を楽しむもよし、
（二）」「和尚さんと小僧さん さったぎ、和尚さんのおんさっ ３人で１枚使うもよし。」とい
（三）」「大蛇話」「ふうけ婿と たて。そして、ちょうど甘酒ば う記述がありました。しかし、
餅（倉谷話（一））」「どじょう 飲んでしもうとんさったて。びっ 実際に発売された手形は、幸報
とごぼう」「勘右衛門と銭くそを くいした小僧さんは、
ふじ 号（ 月 日発行）のぬ
たれる馬」「どじょう汁ととっく 「和尚さん、おかわりば持って る湯手形のご案内どおり、「利
り酒」「苣木のきつね狩り」「爺 来たばんた。」
用できるのは、一枚でお一人様
捨山」「婆捨山」「ヒガンとヒー て言うて、甘酒ば和尚さんの前 限り」、「一枚で参加施設の中
ガン」「七兵衛と八兵衛」「倉谷 にさし出しんさったて。
から３軒利用できます」が正し
のふうけ婿どん」「ふうけ者の祝
合瀬 合瀬秀雄（当時七十四才） いです。また、一枚で同じ施設
出典 富士町の民話 頁
言」「おかねばあさんの佐賀見学」
を二回以上利用することはでき
○民謡、わらべ唄
ません。
イ ベ ン ト 情 報
「大黒舞」「もぐら打ち」「子守
ここに改めて訂正いたします
唄」「紙フーセンつきの唄」「て ◆第 回佐賀市富士町文化発表会 とともに、ご迷惑をおかけした
まり唄」「羽根つき唄」「岸川万
月 日 フォレスタふじ
皆様に深くお詫び申し上げます。
五郎さん節」「貝野に残る民話」 ◆バレンタイン ナイト バルーン
皆様にとって良い幸報であり
「苣木の子守唄」「釜蓋かぶせ」 in古湯ｰ熊の川温泉郷
ますように、一層の努力をいた
「すりこぎ舞い」
○ 月 日（気球教室・プロジェ します。今後ともどうぞよろし
○富士町民話編集委員会委員名 クションマッピング・夜間係留） くお願いいたします。
大坪洋継・佐保和彦・納富博昌・ 富士運動広場 時～
嘉村渡・姉川正紀・大野宏昭・ ○ 月 日（係留飛行体験）
み ん な の 声
篠原博文・友田ゆみ子・森本信 富士運動広場 時～
子・藤田千恵美（旧姓岸川）・
皆さんからのお声をお待ちし
２・３月の行事予定
瀬戸みゆき
ます。掲載できるものであれば、
***** 富士町の民話 *****
どんどん載せていきたいと思っ
２月
和尚さんと小僧さん（一） ◆三署合同消防訓練（温泉病院） ておりますので、どうぞよろし
くお願い申し上げます。
佐賀・神埼・北部３消防署
幸報ふじ事務局
月 日
◆確定申告開始 月 日
◆星祭り 良源寺（西高野岳）
次号『幸報ふじ』は
◆初午祭り 松森稲荷神社（古
月下旬の発行予定です。
湯）
55

むかし、むかし。
合瀬んにき、お寺のあって、
和尚さんと小僧さんの住んどん
さったて。
いつじゃい、檀家から甘酒ば
貰いんさったて。和尚さんは、
その甘酒ば、一人で飲まんばと
思うて、小僧さんば使いにやっ
て、便所にかくれて飲みよんさっ
たて。
小僧さんは、使いから帰って
来て、和尚さんば捜しんさった
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◎富士館おはなし会
（ 時 分～おはなしの部屋）
●
月 日
（読み聞かせや、素話しなど）
●
月 日
（読み聞かせや、絵本紹介）
●
月 日
（読み聞かせや、素話しなど）
●
月 日
（紙芝居、工作ほか）
◎富士町ゆかりの人物パネル展
（開催中）
27

幸報ふじ事務局からの
お知らせ

12

年末・年始にわたってご馳走
や、宴会が続いていませんか？
この時期、休みなく働かされ
ているのが胃です。年末年始で
胃の調子をくずされた方は、消
化がよく、なおかつ栄養価に優
れた食べ物を選びたいですね。
胃にやさしい食べものとして
は、エネルギー源となる糖質を
多く含み、なおかつ消化がよい
食べものには、おかゆやうどん
などの食品をよく煮込んだもの
があります。また、卵料理や豆
腐、ヨーグルト、淡泊な白身魚
なども消化がよい食品です。
胃にやさしい食べものを食べ
ても胃の調子がもどらない方は、
病院での診療をおすすめします。
病院では、症状に応じて胃酸
を抑える薬や胃の運動機能を良
くする薬を処方して治療するこ
ともあります。しかし、食事療
法や薬を飲んでも症状が改善し
ない場合は早めに検査を受けて
原因を突き止めることが大切で
す。受診をして医師の診断によっ
ては、胃カメラの検査が必要に
なります。
胃カメラの検査は、緊急時以
外予約になります。また、市の
胃がん検診で精密検査の通知が
届いた方は、電話にて予約可能
です。気軽にお問い合わせ下さ
い。
佐賀市立富士大和温泉病院
６３‐０１１１
ホームページ http://www.h
ospitalfj.saga.jp/
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『富士町の民話』があること
を知り、幸報ふじで時々小出し
して行きたいと思いお知らせし
ます。
『富士町の民話』は、青少年地
域活動促進事業（ふるさと運動）
の中のひとつとして、昭和 年か
ら富士町青年団の有志が富士町に
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★ ３月の予定 ★
２日（水）ふじっこサークル（クッキング -みんなでうどん打ち-）
８日（火）のびのびタイム（親子でリズムダンス）
１１日（金）ぐんぐん金曜日（ひな祭りバスハイク -富士・三瀬合同-）
１５日（火）わらべうたサロン（わらべうたタッチケア＆アルバム作り）
１８日（金）ぐんぐん金曜日（お茶の楽しみ発見）
★ ２月の予定 ★
３日（水）ふじっこサークル（豆まき）
９日（火）のびのびタイム（親子でリズムダンス）
１２日（金）ぐんぐん金曜日（クッキング -チョコスイーツ作り-）
１６日（火）わらべうたサロン（わらべうたタッチケア＆アルバム作り）
１９日（金）ぐんぐん金曜日（iPadで遊ぼう）
２６日（金）ぐんぐん金曜日（ひな人形作り）
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２・３ 月 の 予 定
ふ れ あ い る ー む

平成２８年１月２７日
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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 ５８－２３１１

