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８月７から９日にかけて呼子町教
育委員会主催で町内の６年生が韓国
に研修にいきました。呼子小34名、
加部島小10名、小川小１名、計45名
が参加しました。
８／７の早朝に呼子を出発し、博

多港からビートルで韓国へ。釜山港
へは約３時間で到着し、子ども達は釜山の町並みを見て、「わあ高いビルがいっぱいある」
などと喊声をあげていました。その後、韓国に在住している日本人が住むナザレ園という
老人ホームを訪問し、そこのおばあさんたちと「富士山」や「茶つみ」を一緒に歌いまし
た。

８／８は密陽にある密州初等
学校の子どもたちと交流会をし
ました。呼子の子どもたちは夏
休みに練習してきた合唱、合奏、
日舞を披露しました。とても大
きな声で歌うことができ呼子の
子どもの元気で活発なところを
アピールできたと思います。

最終日は、龍頭山公園、国連墓地、チャガルチ市場を見学しました。
３日間とも雨に見舞われましたが参加した子どもたちは韓国を楽しんでいる様子でした。

今回の研修で、参加した子どもたちは韓
国文化の見聞や日韓の交流の歴史等たくさ
んのことを学びました。この経験を活かし、
呼子に誇りをもち日本人として、りっぱな
国際人になってほしいものです。
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氏 名
ふ り が な

性別 年齢 地 区 名 電話番号 備 考

８月３・４日（ゴルフ・陸上競技除く）に上場４町を主会
場に第53回東松浦郡民体育大会が開催されました。
呼子町からもオープン競技を含め28種目に285名の選手が

参加しました。今年は、剣道女子が初出場したのを始め、バ
スケットボール男子、バレーボール男子など久し振りの出場
もあり選手団は大いに活気づきました。
結果は総合７位で６位に僅か5.5点及びませんでした。大

会に出場された選手のみなさん、暑い中大変お疲れさまでした。
【上位入賞種目】 ★ 優 勝 テニス一般男子（県体出場）

★ 準優勝 バレーボール一般女子（県体出場）
剣道一般女子

★ ３ 位 軟式野球一般男子Ａ

自分の気力・体力でどこまで頑張れるか、心身を鍛える意味で参加してみよう。

日 時 平成14年９月15日（日）
午後８時30分呼子町社会体育館集合、午後９時出発
※雨天の場合は中止します。

主 催 ・呼子町青少年育成町民会議 ・呼子町公民館 ・呼子町教育委員会

対 象 者 心身ともに健康で、長時間歩くことに自信がある方
（小学校高学年・中学生・高校生・一般町民）

コ ー ス （呼子町～外津橋～玄海町町民会館～外津橋～呼子町）

申し込み方法 参加申込書により９月６日（金）までに申し込んでください。
※当日申し込みは不可

申し込み先 呼子町教育委員会 教育課 （ ８２－３０１１）

携 帯 品 リュックサック、懐中電灯、タオル、水筒、軽食（サンドイッチ、おにぎり等）、
着替えの服（Ｔシャツ等）

そ の 他 ・踏破者全員に賞状を贈る。
①参加者全員、用意された反射材タスキまたは反射材腕章をつける。
②履き慣れた運動靴で参加のこと。（草履、サンダル、セッタ等は不可）
③白っぽい服（小・中学生は夏用体操服着用。黒、紺、灰、茶、青、赤色系は不
可）で参加のこと。
特に②と③の項目に違反している場合は、参加をお断りします。

き り と り 線

平成14年度 「ナイトウォーク」参加申込書

この事業において生じた一切の事故については、本人（または保護者）の責任に
おいて処理し、主催者には迷惑をおかけしません。

申込者（保護者）氏名 印○
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８月２日 第26回佐賀県いちご部会
研修大会の席にて受賞

国民年金の被保険者って？
国民年金の加入形態は、雇用形態などにより、
以下のとおり３つに分かれています。
第１号被保険者…
学生、自営業者、自由業者、無職など
第２号被保険者…
厚生年金や共済組合の加入者
第３号被保険者…
第２号被保険者である配偶者に扶養されてい
る人

納付は、便利な口座振替で!!
毎月定期的に金融機関の窓口へ行くのは手間
がかかるものです。だから、毎月のカードの引
き落としのように、国民年金保険料も、あなた
の金融機関の口座から自動的に振替納付するこ
とができます。手続きはカンタン!! 下記のも
のを用意して、金融機関の窓口へ。
〇預貯金通帳
〇通帳に使用している印鑑
〇国民年金保険料納付書

保険料は月額13,300円
国民年金の保険料は、年齢を問わず一律です。
保険料（月額）13,300円
第２号被保険者の保険料は、厚生年金や共済組
合からまとめて支払われます。また第３号被保
険者の保険料も配偶者が所属する厚生年金や共
済組合が一括負担します。ですから、第２号被
保険者・第３号被保険者は、国民年金保険料を
個別に納める必要はありません。

国民年金なんて、あてにならない？
「このご時世だし、将来、老齢基礎年金を受
けられるかどうか？ 分からない…」。そんな
声も聞かれますが、ご安心ください。国民年金
は国民の安定した将来のために創設した制度で
す。国民年金が破綻するときは、国が無くなる
と言っても過言ではない程、重要な制度なのです。
受給する年金額は、物価の上昇にあわせて変
動する「完全物価スライド制」ですから、長期
にわたって、価値が目減りすることはありません。

お二人は、平成元年よりいちご栽培に取り組み、13
年間の営農努力が実を結び、今回の受賞となりました。
「関係者の指導、家族の協力により受賞することが
できました。今回の受
賞を期に佐賀のいちご
を全国ナンバーワンの
銘柄になるようにこれ
からも力を合わせて頑
張りたい」と受賞の喜
びを語られました。今
年も、お二人の笑顔の
ように甘く、太陽のに
おいがするいちごが加
部島の大地に実ること
でしょう。
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日 程

10月５日(土)

10月６日(日)

10月７日(月)

プ ロ グ ラ ム

「呼子朝市」

「呼子・朝市歴史資料展」

「大綱引き大会」（こども綱・小中学生）

全国各地朝市代表者会議

「呼子朝市」

「呼子・朝市歴史資料展」

「どんがめ市」

「全国朝市物産展」

「郷土料理紹介」・「朝市創作弁当大会」

「大綱引き大会」（おとな綱・一般）

全国各地朝市全体会議

プレゼンテーション
呼子朝市への提言

「21世紀の朝市形成の方向性」
基調講演テーマ

「もっと元気に、パワーアップ朝市」

「呼子朝市」

「呼子・朝市歴史資料展」

時 間

７:30～12:00

９:00～16:00

13:00～16:00

15:00～16:30

７:30～12:00

９:00～16:00

８:00～12:00

９:00～16:00

11:00～13:00

13:00～15:00

13:30～14:00

14:00～15:45

16:00～17:00

７:30～12:00

９:00～16:00

会 場

朝市通り

山下酒造場

朝市特設会場「ふれあいプラザ」

呼子町社会体育館

朝市通り

山下酒造場

朝市特設会場
「ふれあいプラザ」

呼子町社会体育館

朝市通り

山下酒造場

一般客
の参加
の可否

〇

〇

〇

×

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

呼子町スポーツセンター ○

「呼子自慢料理の鉄人の館」
・プロの技、イカと魚料理を
使った新作料理

・地元自慢（ビデオ上映）を情
報発信

16:00～17:30

朝市サミット交流会 18:00～20:00 呼子町スポーツセンター ×

この事業は、「平成14年度 博記念地域活性化事業」の補助を受けています。
10/４（金）前夜祭（ＮＨＫ佐賀１日放送局 in 呼子）
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職場でのトラブルで
お困りの皆さんへ

個別労働関係紛争については、企業内での自
主的な解決が図られていることが基本ですが、
第３者に委ねた方がより円滑な解決につながる
ケースもあります。
このため、労働問題への専門性が高く、無料
で個別的労働関係紛争の解決援助サービスを提
供する、全国レベルのセイフティ・ネットとし
て、「個別労働関係紛争の解決の促進に関する
法律」に基づく、
〇総合労働相談コーナーでの相談、情報提供
〇紛争調整委員会によるあっせん制度 等
を平成13年10月１日より行っています。
問い合わせ先 佐賀労働局総務部企画室
（ 0952－32－7155 FAX0952－32－7159）
総合労働相談コーナー
（佐賀 0952-32-7133

伊万里 0955-23-4155）まで。

10月１日は「法の日」です
「法の日」は、昭和35年に政府が定めたもの
で、「国を挙げて法を尊重し、法によって、個
人の基本的人権を擁護し、社会の秩序を確立す
るという精神を高めるための日」です。
裁判所、法務省及び日本弁護士会連合会では、
毎年10月１日からの一週間を「法の日」週間と
して、法の日の趣旨を理解していただくため、
講演会や、座談会等各種の行事を実施しています。
また、法務局（本局・支局）と人権擁護委員
では、国民の皆さんの基本的人権を擁護するた
め、広く基本的人権にかかわる心配ごとについ
て人権相談を行っています。相談は無料で秘密
は守られます。お気軽にご相談ください。
佐賀地方法務局人権擁護課 0952－26－2195
子ども人権110番 0952－28－7110
女性の人権ホットライン 0952－28－7220

救急車は正しく利用しましょう

９月９日は「救急の日」です
救急医療週間 ９月８日（日）～９月14日（土）

救急車は、みんなで正しく利用して本当に必
要なときに役立つよう心がけましょう。
１．救急車の正しい利用について
救急車は、緊急に病院等に搬送しなければ
ならない人が利用するものです。緊急性がな
いのに救急車を利用することは、一刻を争う
傷病者の妨げとなります。
２．救急車を利用するとき
119番を掛けると唐津市にある消防本部に
つながります。119番へ電話が通じたら、あ
わてないで、次のことをはっきり伝えてくだ
さい。

【119番の正しいかけ方】
消 防 119番、消防です「火事で

すか、救急ですか」
通報者 「救急です」
消 防 場所はどこですか。近く

に何か目標がありますか
通報者 （救急車が来てほしい場所と近くの目標物）

〇〇町△△丁目□□番◇◇号、〇〇〇
〇です。〇〇公民館の右隣です。

消 防 どうしましたか。
通報者
（どうしてけがをしたか、ま
たは、どんな状態で発病し
たのか、いま、どんな状態
であるか、見たままの状態
を簡単に言ってください。）

消 防 いまお使いの電話番号とあなたの名前
を言ってください。

通報者 〇〇の〇〇〇〇番です、名前は〇〇〇〇です
消 防 救急車のサイレンの音が聞こえたらで

きるだけ案内する人を出し救急車を誘
導してください。

一刻を争う場合の応急手当

わたしたちは、いつどこで突然のけがや病気
におそわれるか予測できません。
また、けがや病気の中には、そのままにして
おくと状態の悪化を招き、生命が危険におちい
ることもあります。119番通報を受けてから救
急車が現場に到着するまでの平均時間は、当消
防本部で約７分かかっていますので、救急車が
現場に到着するまでの間一刻も早く適切な応急
手当を行う必要があります。
その応急手当を行う人こそ、その場に居合わ
せた「あなた」なのです。
尊い「生命

いのち

」を守るために「あなた」も応急手
当の正しい知識を身につけませんか。
当消防本部では、応急手当普及啓発活動とし
て、「応急手当の講習会」を実施しています。
申し込みについては、事業所、団体またはグ
ループ等の15人以上で申し込みができます。ま
た、一般の講習会とは別に普通救命講習会（３
時間講習）を受講されますと「普通救命講習修
了証」を発行します。

問い合わせ先
唐津・東松浦広域市町村圏組合消防本部
警防課 救急救助係 72－4148
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種 類
応 用 コ ー ス

入 門 コ ー ス

期 間
10月１日・２日

10月23日・24日

定員
25人

25人

調停制度施行80周年
日本調停協会連合会創立50周年を記念して全国一斉開催

無料調停相談会開催
夫婦・親子関係・相続・戸籍等の問題・金

銭・建物等でお困りの方、裁判所の民事・家事
の調停委員と弁護士が相談に応じます。一人で
悩まないで気楽に相談してみませんか。
と き 平成14年10月１日（火）

午前10時～午後３時まで
ところ 唐津市民会館３階会議室

唐津市西城内６‐33 72－8278
相談員 民事・家事調停委員

（弁護士である調停委員を含む）
☆相談は無料で秘密は守られます。
問い合わせ先
唐津調停協会（唐津簡易裁判所内）

72－2138

全国一斉無料成年後見相談会
と き 平成14年９月21日（土）

午前10時から午後３時まで
ところ ｉスクエアビル３階 市民活動プラザ

佐賀市駅前中央一丁目８－32
0952－40－2002

相談員 (社)成年後見センター・リーガルサ
ポート佐賀支部 会員
佐賀県社会福祉士会「ぱあとなあ佐賀」会員

問い合わせ先
佐賀県司法書士会館内
(社)成年後見センター・リーガルサポート佐
賀支部 0952－29－0626

勤労者パソコン講習

ところ 県立産業技術学院（多久市）
対象者 民間企業等の勤労者の方
受講料 無料（テキスト代２千円負担）
申込期限 定員になり次第締切り
申込先及び問い合わせ先
県立産業技術学院 0952－74－4330

第１回虹の文化講演会
テーマ
「いまどきの若者文化を探る～日本で一番元
気な街“福岡”から～」
講 師 《シティ情報ふくおか》編集長 藤浦一都氏
日 時 ９月21日（土）14時～16時
場 所 唐津市近代図書館 ４階研修室
対象者 唐津市及び東松浦郡住民 100名
入場料 無料
申込方法 ハガキ又はＦＡＸで、住所、氏名、

年齢、電話番号を明記のうえ申し込んでくだ
さい。Ｅメールでも受け付けます。
申込締め切り ９月13日（金）
申込・問い合わせ
唐津市教育委員会生涯学習課
72－9159 FAX72－9195
Eメール： manabee@city.karatsu.saga.jp

看護力再開発講習会
と き 10月21日（月）～25日（金）
と こ ろ 唐津赤十字病院（唐津市）
参加資格

保健師、助産師、看護師、准看護師の免許を
所有し、現在未就業で将来就業を希望される方

受 講 料 無料
申込期限 ９月27日（金）
問い合わせ先
(社)佐賀県看護協会ナースセンター

0952－29－5516

佐賀アジア女性フォーラム
アジア女性会議
10月11日（金）

佐賀市文化会館
アジア女性交流フェア
10月12日（土）・13日（日）
アバンセ・どん３の森

フォーラムは無料、ただ
し歓迎レセプションは参加
費用が必要です。
アジア女性会議及び歓迎レセプションは申込
が必要です。
お問い合わせ
佐賀アジア女性フォーラム実行委員会事務局

（佐賀県企画部男女共同参画課）
0952－25－7062 FAX0952－25－7332

選挙管理委員会を名乗る
不審電話にご注意ください

最近、県又は市町村選挙管理委員会の職員の
名を名乗って、20歳前後の若者の住所や生年月
日等の個人情報を尋ねる不審な電話が相次いで
います。
選挙管理委員会が、有権者に直接電話して個
人情報を収集することはありません。また、選
挙管理委員会が、民間会社、団体又は個人に委
託して収集することもありません。
選挙管理委員会を名乗り、個人情報を尋ねる
不審な電話があった場合は、「教えられません」
ときっぱりと断ってください。
上記のような不審な電話があった場合は、県

又は市町村の選挙管理委員会に連絡してください。
呼子町選挙管理委員会 82－3011
県選挙管理委員会 0952－25－7025
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住民基本台帳ネットワークシステムの個人情報保護対策について

住民基本台帳ネットワークシステムが８月５日から稼働しており、皆様のお手元にも住

民票コード(１１桁の番号）を記載した通知書が届いていることと思います。

町民の皆様の中には、個人情報が漏れるのではないかとの不安をお持ちの方もいらっし

ゃると思われます。そこで今回、住民基本台帳ネットワークシステムの個人情報保護対策

について下記のとおりお知らせいたします。

１．技術面からの対策

住民基本台帳ネットワークシステムで使用するコンピューターは唐津市にある広域市

町村圏組合の電子計算機センターに設置され、唐津市・東松浦郡内の１市７町２村で共

同利用しています。

電子計算機センター内のコンピューター室には、限られた操作者（職員及びシステム

業者）が指紋照合により入室でき、外部の人間が入室することは不可能です。また操作

者には専用のカード（パスワードで管理）が与えられており、カードがなければ、操作

ができないようになっています。当然、カードの保管についても万全を期しています。

操作内容は記録が残るようになっていますので、不正な操作はできません。

呼子町役場の町民課には、端末機が設置されていて、３名の担当者がそれぞれ専用の

カード（パスワードで管理）を持ち、操作を行っています。

呼子町と電子計算機センター及び佐賀県・国の情報処理機関は専用回線で結ばれ、デ

ータを暗号化して送信しています。また、ファイヤーウ ールという外部からの不正侵オ

入を防止する装置と通信相手となるコンピューターとの相互認証を行う耐タンパー装置

が装備されるなどの安全対策が講じられています。

システム機器の保守については、専門の教育を受けたシステム業者が委託契約により

行っています。

これらのシステム機器を廃棄する時は、データが消去されたのを確認のうえ、専門業

者に依頼し物理的に破壊して廃棄することになります。

２．制度(法令)面からの対策

住民基本台帳ネットワークシステムで保有する本人確認情報は、法律により「氏名・

生年月日・性別・住所・住民票コード・これらの変更情報」に限定されていて、本人確

認情報の提供を行う行政機関や利用事務については、法律で具体的に規定されており、

目的外の利用は禁止されています。

関係職員等に対しては 「安全確保措置」及び「秘密保持」を義務づけています。万、

が一関係職員が秘密を漏らした場合は通常より重い罰則規定が適用され、監督者に対し

ても監督責任が伴います。

関係職員が不法な行為により、住民の皆様に多大な損害を与えた場合は、民法の規定

により損害賠償請求の対象となります。

問い合わせ先◎
町民課戸籍住民係 (内線 )5 82-3011 114


