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令和元年分所得税（住民税）の

１．源泉徴収票（給与・賃金、年金等）　２．事業の収支内訳書・所得の算出できる資料、経費の領収書等
３．社会保険料控除証明書（町から郵送された国保税の納税証明書等）　４．（一般生命・個人年金・介護医療・地震）保険料の控除証明書
５．医療費通知、医療費明細書または医療費領収書等（集計のうえ持参ください）　6．障害者手帳(身体、療育、精神)
７．寄附金（ふるさと寄附金含む）の領収書等　8．その他申告に必要な書類・証明書等　９．印鑑（認印で可）
10．本人名義の預金通帳（白石地域の農協口座については、新しい口座番号がわかる通知、通帳等）
11．昨年、電子申告をされている方は申告書類一式　12．税務署から郵送された確定申告のお知らせハガキ
13．農協や生命保険会社等から終身年金や確定年金、生命保険の満期金などを受給している人は、各支払証明書
14．マイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証等の写真付きの身分証明書
※社会保障・税番号（マイナンバー）制度の導入により、平成２８年分以降の確定申告書の提出の際には「マイナンバーの記載」と「本人確認
書類の提示または添付」が必要です。   

　令和元年分の所得税(住民税)の確定申告の時期が近づいてきました。白石町では役場３階大会議室に
確定申告相談会場を開設しますのでご来場ください。
　申告が必要な人（営業・農業等の事業所得・不動産所得・一時所得等がある人や２カ所以上から給与
をもらっている人など）は、できるだけ確定申告相談日程表の割り当て日にご来場ください。
　なお、申告書はすべての人には送付されません。申告書が届いていなくても申告が必要な人は、会場
に申告書がありますのでご利用ください。  

　事業収入がある人は、必ず事業収支内訳書を作成してからご来場ください。作成していないと、確定
申告時に通常の２～３倍の時間を要し、混雑の原因になります。事業収支内訳書を作成していない場合
は、申告相談をお断りすることがあります。

武雄税務署による所得税・消費税の申告の相談・申告書受付等が、次のとおり行われます。
■会　　場　鹿島市役所　５階大会議室
■開設期間　２月 ２６日（水）・２７日（木）
■受付時間　９：３０～１５：００

令和元年分　確定申告相談日程表

所得税申告相談に持参するもの

営庶業・大規模農業・青色申告の皆さんへ

　白石町では確定申告会場に電子申告コーナーを設けています。自宅にパソコンがない人でも電子申告が
できますので、お気軽にご利用ください。なお、電子申告には、利用者識別番号、またはマイナンバーカード
が必要です。 

◆電子申告をする人へ◆

　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」を利用して申告
書を作成してみませんか？画面の案内に従って入力すれば、申告書等
を簡単に作成することができます。申告に行く時間がない人でも自宅
で申告書が作成できますので、ぜひご利用ください。 

◆電子申告をはじめてみませんか◆

国税庁ホームページ　http://www.nta.go.jp

申告・納税はお早めに!

事業収支内訳書は、確定申告前に必ず作成しておきましょう!

税務署の閉庁日における所得税・消費税の申告の相談・申告書受付等が、次のとおり行われます。
■会　　場　佐賀税務署（佐賀市駅前中央３－３－２０　佐賀第二合同庁舎）
■開設期間　２月２４日（月）、３月１日（日）
■受付時間　９：００～１６：００　　　　　

税務署の閉庁日対応について

　消費税については、自書申告もしくは武雄税務署での申告となります。自書申告する場合に限り、役場に提
出することもできます。
■令和元年分の消費税の申告・納付期限　３月３１日（火）まで　　　　　　　　

問い合わせ先　武雄税務署　個人課税部門　TEL 0954-23-2127

消費税の申告について

・地区割りは会場の混雑解消のためのものです。当日ご都合が悪い場合は、期間内の開設日にご来場ください。
・例年、午前中は大変混み合います。時間には余裕を持ってご来場ください。

問い合わせ先　　　白石町役場　税務課　町民税係　電話0952-84-7113　　　　　　　　　武雄税務署　個人課税部門　　　電話0954-23-2127

■期　　間　２月１４日（金）～３月１６日（月）（土・日を除く）（３月１日は日曜開設日）
■場　　所　白石町役場　３階大会議室　　（申告会場直通電話　0952－84－5077）
■受付時間　８：３０～１１：００  、１３：００～１６：００
　 ※水曜日（２月１９日、２月２６日、３月４日、３月１１日）は１９：００まで受け付けます

確 定 申 告 が 始 ま り ま す
日
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土
日
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火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月
火
水
木
金
土
日
月

　　　　　　　　白石地域
源泉還付申告のみ
休み
休み
馬田、神辺、法蔵寺、宮田、三町南、三町北
船野、嘉瀬川、内堤、小島、久治、湯崎
川津、岡崎、下蓑具、鳥巣、喜佐木
福吉南、福吉北中、福吉北、福吉西中、東深通
郷移東、郷移西、秀移
休み
休み
休み
廿治移北、廿治移南、福富移、五反田
秀新村、揚田、屋形通、秀津
北川、栄町、駅通、郷西
上廿治、廿治町南、廿治町北
休み
日曜日開設
中廿治、廿治新村北、廿治新村南、深通
大戸上、大戸中、大戸下、東郷上、東郷移
中郷南、中郷中、中郷北、西郷、今泉東、今泉西
伊ヶ代、網代、多田、江越、吉村
西分、一の篭、二の篭
休み
休み
沖小路、道目、田中小路、北揚、八の割、弥平搦、築切搦
旭通、太原上、遠江上、遠江中、遠江下、太原中
太原下、遠江搦、太原搦、新観音、大井
新昌、天神、中南、只江、新拓
予備日
休み
休み
予備日

福富地域

上　区
中　区
下　区

南区

東区
六府方区
東六府方区
住ノ江区

北区

　　  有明地域

　
　
東上、新通、中央、大西
日登、大和、干拓、新盛
西南、興亜、共栄
沖清、新興
戸ヶ里

廻里津、久治
廻里、高町
六ヶ里、辺田
上田野上、下田野上、島津

古賀
原田
坂田、白岩
室島、竜王

深浦
百貫、古渡、大谷、牛間田
新明、新開

２
月

３
月
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医療費控除
所得税および町県民税の申告に関するお知らせ

①医療費控除の明細書について

口座振替で前納を希望される場合は、早めの手続きを！

国民年金保険料は
納付期限までに納めましょう！

知的障害者相談会のお知らせ

　「後期高齢者医療に係る医療費のお知らせ」（９～１２月診療分）を、２月２１日に送付いたします。このお知らせ
は、医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができます。医療機関等からの請求書が遅れ
ているなどの理由で記載されていない場合は、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成し、その
明細書を申告書に添付する必要があります。
　また、「患者負担額」の欄には、自己負担相当額が記載されています。「支払った医療費の額」と実際に自分で
負担した額が異なる場合は額を訂正して申告するようお願いします。
※領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成した場合や自分で額を訂正した場合は、領収書は確定申告
期限から５年間保存する必要があります。

　令和元年度の国民年金保険料は、月額１６，４１０円です。
　保険料は、日本年金機構から送られる納付書により、金融機関・郵便局・コンビニで納めることができます。
また、クレジットカードによる納付やインターネット等を利用しての納付、便利でお得な口座振替もあります。
　日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていない場合、電話・書面・面談により早期に納
めてもらうよう案内をしています。未納のまま放置すると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された
期限までに納付が無い場合は、延滞金が課されるだけではなく、※納付義務のある人の財産が差し押さえられ
ることがありますので、早めの納付をお願いします。
　所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、免除される制度や猶予される制度がありますので、住民
係または武雄年金事務所へ相談してください。
※ 納付義務のある人とは被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者および世帯主のことです。

　令和２年度から口座振替による国民年金保険料の前納を希望する人や、振替方法の変更を希望する人は２月
中に手続きをお願いします。
　金融機関届出印や口座名義人等の誤りがある場合、振替手続きが間に合わないことがありますので注意し
てください。

②医療費控除の補てんされる金額について

【お問い合わせ先】
○申告に関することは
　武雄税務署
　TEL 0954－23－2127
○医療費のお知らせに関することは
　佐賀県後期高齢者医療広域連合業務課
　佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870
　TEL 0952-64-8476　ＦＡＸ 0952-62-0150
　https://www.saga-kouiki.jp/

　医療費控除の申告手続では、「令和元年中（1月から12月まで）に支払われた医療費等の総額」から「保険金な
どで補てんされる金額」を差し引くこととされており、後期高齢者医療制度では、「高額療養費」および「高額介
護合算療養費」の対象となった場合の支給額が「補てんされる金額」となります。
　令和元年分の申告で医療費控除を予定している人で、令和元年中に「高額療養費」および「高額介護合算療
養費」の支給を受けた人は、役場住民課保険係へお問い合わせください。
○ 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

③社会保険料控除用の「納付済額（通知書）」について
　令和元年中（1月から12月まで）に納付された後期高齢者医療保険料が、申告における社会保険料控除の対
象となります。
　令和元年分の申告で社会保険料控除を予定している人で、納付額が不明な人は、役場住民課保険係へお問
い合わせください。
※なお、医療費控除の申告に関することは、武雄税務署にお問い合わせください。

（注）保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差　
　し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

問 住民課 保険係　TEL 0952-84-7115
問 長寿社会課 障がい福祉係　TEL0952-84-7117

問 住民課 住民係   TEL 0952-84-7115
日本年金機構　武雄年金事務所    TEL 0954-23-0121

令和元年中に支払った
医療費の総額

保険金などで
補てんされる金額

後期高齢者医療制度では
「高額療養費」、「高額介護合算療養費」が対象となります

「10万円」または
「総所得金額等の
合計額の5％」の

いずれか少ない方の金額

医療費控除額
（最高200万円）－

▲

－ ＝
毎月支払
現金納付
クレジットカード

口座振替

16,410円

16,410円

16,410円

―

―

16,360円
（50円）

98,460円
97,660円
（800円）
97,340円
（1,120円）

196,920円
193,420円
（3,500円）
192,790円
（4,130円）

395,400円
380,880円
(14,520円)
379,640円
（15,760円）

毎　　月
（翌月末納付）支払い方法 毎　　月

（当月末納付）
６ヵ月
前納

１年
前納

2年
前納

前
納
の
場
合

こ
ん
な
に
お
得
で
す
！

《国民年金保険料の２年前納のメリット》
メリット1　２年間で１万５千円程度の割引となります。
メリット2　２年度前納分の全額がその年の社会保険料控除の対象となります。
　　　　　　　（各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法と選択できます。）

●手続きに必要なもの
　預貯金通帳、金融機関届出印、年金手帳
●申請期限
　２月２８日（金）

知的障害のある人の医療、年金、就学、手帳申請、障害福祉サービス利用など、生活全般についての
相談会を開催します。手帳を持っていない人もお気軽にご相談ください。

■開催日　　　２月２６日（水）

■相談時間　　１０：００～１２：００

■場所　　　　白石町役場１階相談室

●知的障害者相談員●
中溝　　章代(宮田)
津田　千代子(東区)
白浜　みゆき(戸ｹ里)

（令和元年度参考・カッコ内の金額は割引額）
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

油流出事故に注意！！ ごみの出し方ごみの出し方

さが西部クリーンセンター直接搬入について

油は少しの量でも流出させてしまうと、土壌汚染や水路・河川の水質汚濁など、

環境に多くの影響を与えるばかりでなく、農業や漁業にも深刻な問題を引き起こしてしまいます。

以下のことを必ず守り、油の流出事故を防ぎましょう。

　個人や事業者で直接「さが西部クリーンセンター」へ不要な物（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ）を

持って行くことができます。その際は、身分証明書（住所記載のあるもの）が必要です。記載された住所

で白石町からのごみであることを確認しますので、下記のいずれかを必ずお持ちください。

　　　　　　・運転免許証　　・国民健康保険証　・介護保険証　　・年金手帳

　　　　　　・マイナンバーカード　　・マイナンバー通知カード

　　　　　　・住所が記載された公共料金検針票（水道、電話）

身分証明書がないと持ち込みができません。

また、持ち込めるのは白石町内で発生した一般廃棄物です。

詳しくはごみポスターをご覧ください。

ご不明な点は、役場　生活環境課へお尋ねください。

　ごみ袋には、必ず地区名と氏名（または事業所名）を記入し、ごみポ
スターでお知らせしている収集日に、お住まいの地区のごみステー
ションに出してください。
　ごみステーションは各地区で管理（掃除等）をしていますので、地区
外の人のごみは出せません。
　ご理解とご協力をお願いします。

　ごみの分別については、ごみポスター等でお願いしていますが、「もえないごみ」の中に「もえるごみ」が混在
していたり、分別が十分出来ていないケースがあります。12月の「もえないごみ」の中にも、バック（布製）・長
靴・古布・おもちゃなどの「もえるごみ」が入っていました。

　このような場合、さが西部クリーンセンターでの適正な処理ができません。ごみ出しルールの遵守により、
ごみの減量や再資源化につながります。白石町のごみポスターまたは、「資源とごみの分別」ガイドブックを参
考にごみ出しをお願いします。
　ごみポスターを紛失・破損した世帯は役場生活環境課で再交付をしています。ごみポスターやガイドブック
は白石町ホームページからもダウンロードできます。分別が不明なものは下記にお問い合せください。
　町民の皆さんのご協力をお願いします。

　また、テレビ・パソコン・車の部品（ドアミラー）など町では収集しないごみが「もえないごみ」として出され
ていました。

　また、「もえないごみ」の中に、飲料カン・ビール瓶など資源物としてリサイクルできるものが分別されずに
出されていました。

月曜～土曜および第２日曜日
0kg～10kg 80円
～20kg 160円
～30kg

10kg増すごとに80円を加算
240円

利用
時間

手数料
9時～16時

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

問 生活環境課 廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118問 さが西部クリーンセンター　TEL 0955-26-2333 問 生活環境課 廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118

ごみ分別のお願いごみ分別のお願いごみ分別のお願い

バック・長靴 古布 プラスチック製のおもちゃ

飲料カン 飲料カン ビール瓶

分解されたブラウン管テレビ パソコン ドアミラー
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給油中は、その場を離れない！

バルブやコックのゆるみ、閉め忘れに注意！

定期的に配管等の点検、清掃を実施する！

オイルマット等の処理費用は原因者負担となります

万が一、水路等に油を流出させ

た場合、または油が流出してい

るのを発見した場合は、すぐに

役場 生活環境課に連絡してく

ださい。
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白石町農業委員会委員を募集します 介護保険料は大切な財源です　納期内に納めましょう

交通災害共済
身近な人のひきこもりで悩んでいませんか？身近な人のひきこもりで悩んでいませんか？身近な人のひきこもりで悩んでいませんか？

令和２年度

加入申込みを始めました

白石町では、令和２年７月１９日をもって任期満了となる農業委員の候補者を募集します 。
１．募集人数、推薦および募集の方法
〈農業委員〉３７人
（１）町内で農業を営む農業者からの推薦
（２）農業者が組織する団体等からの推薦
（３）一般募集
２．推薦および応募の資格
農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業
委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当する者
（１）満２０歳以上の人
（２）破産手続開始の決定を受けて復権を得ない人でない人および禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わる
　までまたはその執行を受けることがなくなるまでの人でない人
（３）白石町暴力団排除条例に規定する暴力団等でない人
３．任期
令和２年７月２０日～令和５年７月１９日(３年間)　
４．報酬
条例に基づき支給
５．主な職務内容
（１）農地の権利移動、転用の許可等の審議および決定並びにこれらに関連する現地調査
（２）担い手への農地の集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消並びに新規参入の促進等に伴う現地調査や指
　導等
（３）集落・地域での話し合いへの参加、農家からの相談対応、農家への助言・指導および農業者年金に関すること
６．募集・受付期間
２月１４日(金)～３月１３日(金)
(受付時間)８：３０～１７：１５ ※土、日、祝日を除く
郵送の場合は締切日当日必着
７．応募方法
白石町ホームページ(http://www.town.shiroishi.lg.jp/)からダウンロード、または農業委員会事務局に備え付
けの届出書に必要事項を記入し、郵送またはご持参ください。
８．その他
認定農業者や女性、青年の積極的な参画を求めています。
９．推薦および応募状況の公表
推薦および応募の内容(住所、電話番号等以外)を白石町ホームページで公表します。
１０．推薦および応募用紙提出先・問合せ先
〒849-1192　佐賀県杵島郡白石町大字福田1247番地1
　　　　　　　白石町農業委員会事務局　電話　0952-84-7127

介護保険料を納めないでいると

悩みや苦しみを抱え込まずに、まずは相談してみませんか。

下記の相談機関では、無料で相談を受け、支援を行っていきます。
お気軽にご相談ください。

●佐賀県ひきこもり地域支援センター さがすみらい　 TEL 0954-27-7270
●佐賀県生活自立支援センター　　　　　　　　　   TEL 0952-20-0095
●白石町社会福祉協議会　　　　　　　　　　　　   TEL 0954-65-8960
●白石町保健福祉課 福祉係　　　　　 　　　　　    TEL 0952-84-7116

災害等の特別な事情がないのに保険料を納めないでいると
介護サービス利用時に、次のような措置がとられます。

費用がいったん全額利用者負担になる
負担割合が引き上げられる

高額介護サービス費が受けられなくなるなど

詳しくは 杵藤地区介護保険事務所業務係　TEL ０９５４（６９）８２２３
白石町役場長寿社会課高齢者係　TEL ０９５２（８４）７１１７

問 総務課 危機管理・防災係　TEL 0952-84-7111

　令和２年度交通災害共済の申込書（白石町民専用・三枚複写）とパ

ンフレットを各家庭に配布しています。また、町内の郵便局や役場会計

室にも準備しています。もしもに備えて、家族みんなで加入しましょう。

　詳しくは、パンフレットまたは白石町ホームページをご覧ください。

介護保険の財源は、介護保険料と公費で半分ずつ負担しており、
社会全体で制度を支えるしくみになっています。

介護が必要になったとき、安心して介護保険サービスを受けられるように、
保険料は必ず納めましょう。

以下のような場合には、
第1号被保険者（65歳以上）の介護保険料の減免制度があります

　《災害等による減免》
・震災、風水害、火災などの被害により住宅、家財、またはその他の財産について著
　しく損害を受けたとき
・死亡や長期間の入院、心身に重大な障害を受けるなどして収入が著しく減少した　
　とき
・事業または業務の休廃止、著しい損失、失業、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作　
　物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき

《低所得者減免》
（※生活保護受給者は対象になりません）

・保険料段階が1～3段階に該当する人で、下記①～③のすべてに当てはまる場合　
に適用されます
　①収入が次のいずれかに該当する
　（Ａ）保険料段階が1段階で、世帯全員の収入額が42万円（他の世帯員1人につき
　　　18万円ずつ加算）以下
　（Ｂ）保険料段階が2・3段階で、世帯全員の収入額が84万円（他の世帯員1人に
　　　つき36万円ずつ加算）以下
　②住民税課税者に扶養されておらず、生計を共にしていない
　③資産等を活用しても、なお生活が困窮している状態にある

　ひきこもりの状態にある人やその家族は、それぞれ異なる経緯や事情をかかえています。誰にとっても、
安心して暮らせる場所や、自らの役割を感じられる機会があることが、生きていく基盤になり、本人やその
家族にとっても、そうした場所や機会を得て、積み重ねることが、社会へのつながりを回復する道となります。

共済期間
掛金

交通災害共済の概要

申込方法

申込は「ゆうちょ銀行」「郵便局」「白石町役場会計室」で

令和２年４月１日～令和３年３月３１日

１人 ５００円

交通事故での死亡や１０日以上の入院・通院などの交通災害に遭った人に
見舞金を支給する相互扶助制度

白石町民専用申込書に記入のうえ、九州管内のゆうちょ銀行・郵便局または
白石町役場会計室で申し込んでください

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●
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風しん抗体検査・予防接種費用 全額助成 白石町育英資金貸付ご案内

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952－84－7116

問 学校教育課 庶務係　TEL 0952－84－7128

勉学意欲がありながら、経済的理由により修学が困難な学生や生徒に学資金の貸付けを行います。

  ●出願資格
　・大学（短大、大学院含む）、高等専門学校、高等学校および専修学校の専門課程に進学・在学する人
　・保護者が白石町に居住していること
　・学資の支払いが困難と認められる人（所得の基準があります）
　・高等学校進学以外は成績の基準があります

  ●貸付額　
　・大学生……在学１年間につき　３６万円
　・高等専門学校生、高等学校生、専修学校生（専門課程）……在学１年間につき　１８万円
　・育英資金は無利子です
　・貸付金は、卒業して１年後から１０年以内に返還してもらいます（この返還金が後輩への貸付金となります）
　・他の奨学金との併用可

  ●申し込み方法
　育英学生願書に下記必要書類を添えて、教育委員会学校教育課（役場３階）へ提出してください。
　・H31年度の所得証明書および納税証明書（生計維持者（父母等））
　・出身学校長の推薦調書（成績証明書）
　※高等学校進学の場合は成績証明書不要

  ●受付期間　３月２日（月）～４月１５日（水）　土・日・祝祭日を除く　8：30～17：15
　　願書は、教育委員会学校教育課に用意しています。
　　また、白石町ホームページからダウンロードできます。

※受付期間終了後に審査を行い、貸付を決定します。

　佐賀県後期高齢者医療広域連合では、現在服用している薬をジェネリック医薬品（後発医薬品）に切り替
えた場合に、薬代の自己負担額がどのくらい軽減できるか試算した差額通知ハガキを「ジェネリック医薬品
に関するお知らせ」として送付しています。

■「先天性風しん症候群」の発生を予防するため、妊娠を希望している人や抗体価が低い妊婦の同居

　家族が、県内の医療機関で風しんの抗体検査・予防接種を無料で受けられるように助成していま

　す。助成は抗体検査・予防接種とも１人1回のみです。

■期限　3月31日（火）

■医療機関で風しんの抗体検査・予防接種を受ける前に、役場窓口での

　事前申請が必要です。

　詳しくは保健福祉課 健康づくり係へお問合せください。

通知の対象となる人
　令和元年１０月に処方された先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合に、１カ月あたりの
　自己負担額の軽減が一定額以上見込まれる人が対象となります。
　※必ずしも全員に届くわけではありません。
通知の記載内容について
　１．薬にかかった金額のみ表示しています。
　　 実際の窓口での支払いには、技術料・管理料等の別費用が含まれていることがあります。
　２．ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる可能性があることをお伝えするもので、切り替
　　えを強制するものではありません。
ジェネリック医薬品とは？
　ジェネリック医薬品とは、先発医薬品（新薬）の特許が切れた後に製造・販売された医薬品です。
　国の厳しい審査基準を満たし、先発医薬品と同等の有効成分・効能・効果をもつ医薬品ですが、まった
　く同一というわけではありません。
　ジェネリック医薬品を希望される場合は、かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。
ジェネリック医薬品の使用のメリットは？
　ジェネリック医薬品は、医療の質を落とさずに個人の負担を軽くすることができ、家計をサポートしま
　す。また、ジェネリック医薬品の使用は、一人ひとりの保険料の負担軽減と優れた医療保険制度を次　
　の世代に引き継いでいくことにつながります。
通知ハガキに関するお問い合わせ窓口
　専用窓口「国民健康保険中央会コールセンター」
　フリーダイヤル　0120-53-0006

ジェネリック医薬品に関するお知らせ

白石町プレミアム付商品券の使用期限は

２月29日（土）までです！
　　　　　　　【お問い合わせ先】
佐賀県後期高齢者医療広域連合業務課　企画・保健係
佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870
電話：0952-64-8476　　ＦＡＸ：0952-62-0150
https://www.saga-kouiki.jp/

子育てで、心配なことはありませんか?

「白石親子相談室」では、お子さんの発達に心配のあるご家族からの相談を受け、一緒に支援方法を考えていきます。
また、必要に応じて医療機関や訓練機関につなげていくための相談、発達障害の診断のある子どもの相談（集団での生
活や就学のこと等）も受け付けます。まずはお電話でご相談ください。

３歳未満の子育て世帯や住民税非課税の対象者で購入引換券を持っている人が購入出来る「白石町プレミアム付
商品券」の使用期限は２月２９日（土）までです。商品券は期限を過ぎると利用できませんので、期限内に使用してくだ
さい。

なかなか言葉がでない、落ち着きがない、集団に入れない、育てにくさを感じる…等

●日時：２月２８日（金）13：30～15：00　
●場所：白石町健康センター　和室

問・申込 保健福祉課  健康づくり係・こども未来係　TEL 0952-84-7116

白石町

問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

◆プレミアム付商品券を装った"振り込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください◆
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練習コース

町
道
横
手
福
田
線

町
道
横
手
福
田
線

町道郷司給線
町道郷司給線

町道北川廿治線町道北川廿治線

白石町役場白石町役場
町道秀村線町道秀村線

町道公園北線
町道公園北線

グ
ラ
ウ
ン
ド

【一方通行】７：３０～９：００
【通行止め】９：００～１３：００
※１０kmの最終ランナーが通過するまで

【通行止め】１０：１５～１３：００
※５ｋｍのスタート前から１０kmの
最終ランナーが通過するまで

【通行止め】９：００～１３：００（推定）
※１０kmの最終ランナーが通過するまで

【通行止め】11：０5～１３：００（推定）
※ジョギングの最終ランナーが通過するまで

【一方通行】７：３０～１４：００

給水所

給水所
10km折り返し10km折り返し

２km折り返し２km折り返し
3km折り返し3km折り返し

5km折り返し5km折り返し

▲

▲

▲

▲

【通行止め】１１：０５～１３：００
※１０kmのスタート前から
最終ランナーが通過するまで

緊急車両については、緊急走行中（サイレン、赤色灯）
であれば交通規制中でも走行できる。
役場消防車、救急車

練習コース

３月８日（日）に歌垣の郷ロードレース大会を開催します。
これに伴い白石町役場周辺道路および町道福田横手線が走路コースとして、占用使用されます。
交通規制により一般交通にご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。

歌垣の郷ロードレース大会
交通規制への協力のお願い

第２５回記念

※交通規制の道路・時間帯は、地図を確認ください。
問 生涯学習課  生涯スポーツ係　TEL 0952-84-7129

　12月25日、第69回「社会を明るくする運動」作文コンテストの表彰式が佐賀市で行われました。
　このコンテストは、「社会を明るくする運動」佐賀県推進委員会で小・中学生を対象に「社会を明るくする運
動」の趣旨を踏まえ、犯罪・非行のない地域社会づくりや、犯罪・非行をした人の立ち直りについて考えたこと、
感じたこと等をテーマに募集されたものです。
　白石町からは、福富中学校3年の田中舞鈴
さんの「当たり前の幸せ」が、県内中学生の部
1,217点の応募の中から、優秀賞(佐賀保護
観察所長賞)に選ばれました。
　田中さんは作文の中で、「命の大切さ、重み
を理解し、周りや自分自身のためにも一日一
日を過ごしていきたい」と思いをつづりまし
た。
　なお、今回の受賞作品については、法務省の
中央推進委員会へ推薦されています。

　11月７日に、千葉県で健やか親子２１全国大会が行われ、岩永保子さんが母子
保健推進会議会長表彰を受賞しました。
　岩永さんは、白石町母子保健推進員として長年にわたり、地域の身近な相談役と
して赤ちゃん訪問などを通し、町の母子保健活動に大きく貢献されています。

受賞おめでとうございます
「社会を明るくする運動」作文コンテスト優秀賞

 in  Shiroishiまちのわだい

おめでとうございます
令和元年度 母子保健推進会議会長表彰

　１月１５日、総合センターで白石町
功労者表彰式を行いました。
　この表彰は、各分野で長年にわた
り町政の進展と住民の福祉の向上に
貢献された人や、町民の模範となる
善行のあった人を表彰するものであ
り、今年度は特別功労表彰２人、功労
表彰２人、善行表彰５人の表彰を行
いました。
　各受彰者の功績は、次のとおりで
す。

功績をたたえて
功労者表彰式 【特別功労表彰】（順不同・敬称略）

【功労表彰】（順不同・敬称略）

【善行表彰】（順不同・敬称略）

氏　　名 職　　名  　　　在職期間
外尾 好弘 交通安全指導員 昭和61年9月～平成31年3月
溝口 一彦 スポーツ推進委員 昭和63年4月～平成31年3月

　氏　　名 　　職　　名 　　　 在職期間
藤木 ハツヨ 民生委員児童委員 平成13年12月～令和元年11月
浜舘 和武 民生委員児童委員 平成19年12月～令和元年11月

　　氏　　名 　　　　　　　　　　　　善行内容
川﨑 一・早苗 　　　　　その他火災における人命救助
真﨑 恒久 　　　　　行方不明者の発見・保護
島ノ江 泰弘 　　　　　行方不明者の発見・通報
（株）スーパーモリナガ　　平成29年度・30年度 白石町へ寄付
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▲ 受彰者代表の溝口一彦さんから謝辞



 in  Shiroishiまちのわだい  in  Shiroishiまちのわだいそれぞれの進路を前にこれからを考える
令和２年度 立志式

子どもたちに笑顔と夢を届けて１４年
GROUP-S サンタに逢えるクリスマスinしろいし

　12月22日、今年もまちづくりの会GROUP-Sのメンバーが率いるサンタク
ロースとトナカイが、町内各地50軒のお宅に訪問。子どもたち121人に一足早
いクリスマスプレゼントと夢を届けました。
　サンタの訪問を心待ちにしていた子や、突然のサンタの登場におそるおそる
近づく子など、子どもたちは様々な反応を見せながらサンタからプレゼントを
受け取っていました。
　「ありがとう！」とお礼の言葉を受けたサンタは、笑顔で各家庭を後にしまし
た。

町内の受験生を応援
合格祈願絵馬設置祈願祭

　12月8日、元気のたまごでスマイルまちづくりプロ
ジェクト主催の「合格祈願絵馬設置祈願祭」が開催され
ました。スマイルまちづくりプロジェクトは、秀津・栄町の
新しい賑わいのあるまちづくりのために活動している
団体で、この合格祈願祭は平成28年度に始まり今年で
４年目になります。
　今回設置された巨大絵馬は白石中学校美術部が描き
ました。祈願祭には、町内の学校関係者をはじめ、地元
の生徒や住民などが参加し、受験生の合格を祈願しま
した。また、町内の中学校と高校には、受験生へのお守
りが贈呈されました。

▲サンタさんありがとう！

▲受験生の合格を祈願

▲ふるさとの味を東京でＰＲしてもらっています

み
の
り
ち
ゃ
ん
と
み
の
り
ち
ゃ
ん

　昔の「元服」にならい、15歳になる中学3年生が人生について考え、決意を新たにする「立志式」が1月8日、白
石町総合センターで行われ、町内３中学校の3年生182人が参加しました。
　式では、北村教育長が「将来への『志』を立て、日々努力し続ける事を皆さんにお願いします」と、式辞を述べま
した。
　また、白石町出身の株式会社サガテレビの吉村俊造社長から「出会いを大切に」と題して講演が行われ、
「チャンスは誰にでもやってくるが、高いアンテナを自分が持っていないとチャンスをつかむことができない。素
直な心で人を頼り、努力を楽しく思える
ようになれば自然と夢に近づくことが
できる」と将来の夢や進路へのアドバイ
スが贈られました。
　最後に、生徒を代表して、白石中の筒
井晴香さん、福富中の小野絵梨佳さ
ん、有明中の森めぐみさんの3人が力
強く誓いの言葉を述べました。

感謝と夢を抱え
白石町成人式

　１月４日ふれあい郷自有館で令和２年白石町成人式を催し、２
７７人の新成人の門出を祝いました。
　代表して東島沙弥さん、紀伊雄大さん、川﨑龍青さんの３人が、
仕事や学業に取り組んでいる現在の心境や、将来への決意などの
意見を発表しました。
　また、山口優依さんが「これから自らの手で進むべき道を開拓
していかなければなりません。これまでの経験を大切に、周りへの
感謝や初心を忘れず一歩一歩あゆんで行きたいと思います」と謝
辞を述べました。

　1月11日から3日間、東京都にある人気もつ鍋店「もつ鍋や
ましょう人形町店」で「出張！道の駅しろいしinやましょう」を
開催しました。
　期間中は、旬の「しろいしれんこん」「いちごさん」を中心に、
人気の「佐賀海苔」「もち麦」などの加工品もPRしてきました。
　12・13日は田島町長も参加し、多くのお客さんに喜んでも
らいました。さらに、昨年就任してもらった白石町観光名誉大
使の「しろいしみのり」ちゃん（4歳）も応援に来てくれました。
　今回で4回目の開催会場となる都内の「もつ鍋やましょう」
は、白石町出身の森内直樹さんが取締役を務める店舗で、白
石町の食材を豊富に取り扱ってもらっています。

しろいしみのりちゃん通信

出張！道の駅しろいしinやましょう出張！道の駅しろいしinやましょう
白石町の味を東京で

▲生徒を代表しての誓いの言葉
▲白石町の先輩、
　吉村社長の講演
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 0952-84-7121
JA 0952-84-5112 

テーマ「高齢になってもたんぱく質をしっかりと」

豆乳リゾット

・ごはん…………茶碗２杯分
・玉ねぎ…………１個
・しめじ…………1/2パック
・ベーコン………２枚
・コンソメ………2個

・水…………………200ml
・豆乳………………200ml
・卵…………………2個
・パルメザンチーズ…大さじ２
・ブラックペッパー…適量  

作り方

カ おいしい
健康レシピ
ンタン

１日に必要なたんぱく質は、18歳でも70歳でも変わらな
い（男性60ｇ、女性50ｇ）ということをご存じですか？
カロリーだけを気にするのではなく、栄養バランスを考
えて「いろいろ」「しっかり」食べることが大切です。

Vol.93

①玉ねぎはみじん切り、ベーコンは細切り、しめじは小房に分
ける。

②鍋に①をいれて炒め、野菜がしんなりしたら水、コンソメを
入れて煮立てる。

③ごはんと豆乳を加えて、弱火で30秒ほど煮る。（柔らかめが
いいときは、少し長く煮てもよい）

④火を止めて、溶いた卵を加えて軽く混ぜる。
⑤皿に盛りつけて、パルメザンチーズ、ブラックペッパーをか
ける。

（1人分：エネルギー305kcal　たんぱく質10.7ｇ　塩分1.5ｇ）

………………………………

………………………………………材料：4人分

 in  Shiroishiまちのわだい

（しろいし農業塾 三期生　今井 博亮）

　JAさがいちごトレーニングファームで育てた“いちごさん”が初の収穫を迎え山口知事と田島町長に贈呈し
研修報告が行われました。
　知事は、その場でいちごさんを頬張り「おいしい。完璧な“いちごさん”ができている」と笑顔を見せました。
　研修生は、11月から収穫が始まり朝早くから夜遅くまで収穫とパック詰めに追われ「パック詰めは難しいけ
れど上達してきました」と報告。また、町長から「一年後の町内での営農開始に向け頑張って研修を受けてくだ
さい」と励ましの言葉が贈られました。

　12月4日～10日の人権週間に、白石町人権擁
護委員の皆さんによる啓発運動が行われ、広報車
での巡回や物品の配布などの啓発活動を通して、
人権を尊重する大切さが周知されました。
　また12月11日には、ＮＴＴドコモから講師を招
き、福富中の生徒を対象に白石町人権擁護委員主
催「スマホ・ケータイ安全教室」が開かれ、インター
ネットやＳＮＳの正しい使い方を教えました。
　白石町人権擁護委員の草場加代子さんは、「イ
ンターネットを正しく利用し、自分や他の人の人
権を守ってほしい」と伝えました。

　１２月１６日、白石町と日本郵便株式会社と
の包括的連携に関する協定調印式を行いまし
た。
　今回の調印式では地方創生の推進および災
害発生時の被災者支援の目的で２つの協定を
締結しました。
　この協定により町内の子どもや高齢者等の
見守り活動、道路損傷や不法投棄発見時の情報
提供、災害発生時の広報活動等に協力してもら
うことになります。

町の見守りと広報活動に協力を
日本郵便株式会社との
包括的連携に関する協定調印式

▲街頭啓発活動
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▲山口知事へ贈呈　 ▲田島町長へ贈呈

▲正しいインターネット活用で人権保護

“いちごさん”を手に研修報告
JAさが白石地区いちごトレーニングファーム研修生から贈呈

みんなで築こう人権の世紀
人権啓発運動



住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況

雑誌カバーに広告を出しませんか！

杵島郡チームを応援してください杵島郡チームを応援してください
第６０回記念 郡市対抗県内一周駅伝大会

住民基本台帳法第１１条第３項及び第１１条の２第１２項の規定により、閲覧状況について下記のとおり公表します。
平成31年1月1日～令和元年12月31日閲覧分

　１２月１７日開催の第９回白石町学校統合再編審議会では、前回に引き続き、
小学校の再編策等についての継続審議が行われました。適正規模（12～18学
級）を考慮し、学校の組み合わせ、位置、開校時期、通学支援について話し合わ
れました。

※会議の傍聴も受け付けています。
　次回審議会開催日、会議資料、会議録は、
　町ホームページに掲載しています。

第９回白石町
学校統合再編審議会が開催されました

ゆうあい図書館
雑誌スポンサーを募集します

白石町合併15周年記念「合同ふるさと会」のご案内
～同郷のみなさんと交流を楽しみませんか～

問 学校教育課  学校統合再編係　TEL 0952-84-7128

　ゆうあい図書館では、図書館に配架している雑誌の最新号のカバーに広告掲載を希望する広告主を
募集します。多種多様の雑誌のなかから業種に関連する雑誌を選択することで、そのジャンル（分野）に
関心の高い層をターゲットとした広告を行うことができ、広告効果が期待できます。情報発信やＰＲの場
としてご活用ください。
●募集対象 ： 企業や商店、組織・団体等（※個人は対象としません）
●掲載期間 : ４月１日～来年３月３１日
●申込方法：「ゆうあい図書館雑誌有料広告掲載申込書」に掲載しようとする広告の原稿等を添えて、
　　　　　　お申し込みください。
●掲載料金：（ 年 間 ）　
　第１階層（２４誌）　　６，０００円
　第２階層（２０誌）　　９，０００円
　第３階層（１２誌）　１２，０００円

このたび東京都内で、白石町合併15周年記念「合同ふるさと会」が開催されます。
就学や就職等を機に白石町から首都圏へ移った皆さんが、お互いに親睦を深める場となっています。
ぜひ、首都圏在住者のご家族や、お知り合いにご案内ください。
詳しくは合同ふるさと会事務局にメールでお問い合わせください。
◆日 時：３月２９日 (日) 12：00～１4:30（11：00受付開始）
◆場 所：中野サンプラザ　13階　大宴会場コスモ　（東京都中野区中野）
◆会 費：男性9,000円　　女性8,000円　　学生4,000円
【出欠の締切：3月7日（土)まで】
　お問合せ先：合同ふるさと会事務局【担当幹事】　石隈和雄（東京福富会事務局長）
　　　　　　　メールアドレス：　tokyofukudomi@gmail.com

※雑誌タイトル等は、ゆうあい図書館ホームページに掲載している
　「有料広告掲載対象雑誌リスト」でご確認ください。
　詳しくは、ゆうあい図書館にお問い合わせください。

２月１４日～１６日、郡市対抗県内一周駅伝大会が開催されます。
杵島郡チームは、上位を目指して選手・スタッフ一丸となり、
大会に挑んでいます。選手たちの懸命な走りを支えてくれるのは
沿道の応援です。
杵島郡チームの緑の襷が上位でつがれるよう
多くの応援をお願いします。
チームカラーの緑色を持ち、
沿道を緑色に染めて杵島郡チームの熱い走りを励ましてください。

２月１４日～１６日、郡市対抗県内一周駅伝大会が開催されます。
杵島郡チームは、上位を目指して選手・スタッフ一丸となり、
大会に挑んでいます。選手たちの懸命な走りを支えてくれるのは
沿道の応援です。
杵島郡チームの緑のタスキが上位でつながれるよう
皆さんの応援をお願いします。
チームカラーの緑色を持ち、
沿道を緑色に染めて杵島郡チームの熱い走りを励ましてください。

第５９回杵島郡チーム９区中継第５９回杵島郡チーム９区中継
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問 住民課 住民係　TEL 0952-84-7115

問 ゆうあい図書館　TEL 0952-87-2171

問 生涯学習課 生涯スポーツ係　TEL 0952-84-7129



消費者ホットライン…局番なし188
消 費 生 活 情 報

※開催日や会場は変更になっている
場合があります。それぞれの役場
にお問い合わせください。

江北町・大町町

日時：火曜日・水曜日
10：00～16：00
（12:00～13:00は昼休み）

場所：江北町公民館　談話室
電話 0952-86-5615
大町町役場１階　第３会議室
電話 0952-82-3112

上記の日程以外でも、商工観光係では毎日相談
や情報提供を受け付けています。佐賀県消費生活
センターでは、土・日・祝日も相談を受け付けてい
ます。（年末年始はお休みです）

事例
　家電量販店を名乗り、「あなたのキャッシュカードが使われている」と電話があった。その後、預金保険
機構というところから電話があり、カードの暗証番号を伝えた。するとさらに警察からも電話で、「犯人を
捕まえた。利用停止にするので、預金保険機構の人がカードを取りに行く」と言われ、受け取りに来た預
金保険機構の職員を名乗る人にキャッシュカードを渡した。確認したら口座から50万円引き出されて
いた。（80歳代　女性）

＜ひとこと助言＞
☆家電量販店や百貨店などが、直接顧客に対して「店頭であなたのカードが別の人に使われている」な
どと電話をすることはありません。このような電話があったらすぐに切りましょう。

☆警察や公的機関、金融機関の職員等が、電話で暗証番号を聞くことや、カードを預かりに行くことはあ
りません。絶対に他人にキャッシュカード等を渡したり、暗証番号を教えたりしないようにしましょう。

☆困ったときは、白石町役場産業創生課や佐賀県消費生活センター等にご相談ください。

白石町
日時：

場所：役場庁舎1階　相談室１
電話 0952-84-7123

当日は電話での相談も受け付けています。
「消費生活相談」とお伝えください。

2月6日（木）・13日（木）
　 20日（木）・27日（木）
10:00～16:00
（12:00～13:00は昼休み）
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3月の相談日

家電量販店でカードが使われた?!　不審な電話に注意

学校教育は今 [須古小学校 ]

■創　立：明治９年
■校　長：大串　由美子
■児童数：１２２人（R2.1.12現在）
■住　所：白石町大字堤1463番地
■HPアドレス
http://cms.saga-ed.jp//hp/suko-e

　須古には、素晴らしい自然と歴史、文化があり、子どもたちをいつも見守り励まし

てくださる地域の方々がいらっしゃいます。そのような大地に子どもたちは、根を張

り、大樹となるべく成長しています。また、いつも温かく応援してくださる保護者・家

族の皆様から暖かい日差しをもらいながら、葉を広げています。自分の目標を持ち、

根を深く伸ばし、しっかりと太い幹の大樹へと育つよう、「保護者・地域と共に創る学

校づくり」を進めています。

　須古小では、毎日、掃除を縦割り班で行っ

ています。上級生が下級生に掃除のやり方

や道具の使い方を教え、各々が自分の役割

を黙々と果たしています。年齢に応じた立

場の役割を経験させることを通して、仲間

という意識を育てています。

白
石
町
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催
日
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毎
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2月の相談日

無言で黙々と！
　東日本大震災の被災地の小学校との交流
を行っています。４年生が震災の被害につい
て調べた内容を発表し、募金を呼びかける
活動に取り組みました。この活動は今年で９
年目となります。
　募金で買った図書券を応援フラッグや「さ
さえあって」の人文字写真と共に送ります。

ささえあって！

　５年生が、須古寿司づくりに親子で挑戦

しました。JA女性部と地域婦人会の皆さん

に作り方を教えてもらいながら、須古寿司

の由来やそこにこめられた思いを学びまし

た。須古寿司づくりを通して、文化や伝統の

技を受け継いでいます。

伝統の技を受け継いで！
　児童玄関奥に「けやきの木」があります。

葉っぱには、子どもたちが見つけた友だち

の「やさしさ」や「すごさ」が書かれていま

す。今年も学年を超えて、お互いのよさを認

め合う葉っぱがたくさん集まり、やさしさ

いっぱいの「けやきの木」となりました。

友だちのよさを認め合って！

正しく　　やさしく　　元気よく正しく　　やさしく　　元気よく知 仁 勇仁 勇
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火曜日～日曜日  10:00～17:00

犯人は、あなたです
新堂 冬樹 著　河出書房新社

●2月の休館日

2月のおはなし会・じょうえい会

ゆうあい教室「ダンボールで作るカードケース」

ゆうあい図書館

図書館 情報

楽習館

上用賀バラバラ殺人事件が発
生。被害者は若手敏腕編集者・
森野啓介(25歳)。被害者遺族は
あの、日本一有名な家族!? 現代
日本をぶった切るブラックユーモ
ア小説。

小学生にも挑戦できる資格・検定を
集めたカタログ。「趣味をいかせる」
「勉強に役立つ」の2つのパートに分
け、全部で100以上のオススメ検定
と合格法をまんがを交えて紹介。実
際の問題にもチャレンジできます

アレにもコレにも！
モノのなまえ事典
杉村 喜光 文　　大崎 メグミ 絵
ポプラ社　　
硬貨のフチのギザギザしたア
レ、お会計で使われる四角いア
レ、お刺身の下のアレ、リコー
ダーの穴のなまえ…。ふだん見
ている「アレ」や、使っている「コ
レ」のなまえをクイズ形式で紹
介する。

図書紹介

図書紹介

図書紹介

パンダ星
そら 作・絵　　学研プラス

熱源
川越　宗一　著　　文藝春秋

広い宇宙のどこかに、人類が住める惑
星があるはず…。少年宇宙飛行士た
ちが到着したのは、もふもふの毛にお
おわれた白と黒のかわいすぎる動物
が暮らす、心なごむ星でした。ページを
めくるたびに、モゾモゾ動きまわり、あ
ふれるばかりに飛び出してくる、かわい
いパンダたち。読むだけであたたかな
気持になり、少し切なくなる絵本です。

樺太（サハリン）で生まれたアイヌ、ヤヨマネク
フ。開拓使達に故郷を奪われ、集団移住を強い
られる。やがて山辺安之助と名前を変え、再び
樺太に戻ることを志す。一方、ブロニスワフ・ピ
ウスツキは、リトアニアに生まれた。ロシアの同
化政策によりポーランド語を話すことも許され
なかった。明治維新後、樺太のアイヌに何が起
こっていたのか。樺太で出会う二人の生涯を軸
に描く歴史小説。今年、第１６２回直木賞受賞
の作品です。

ぴっぽのたび 

悲しいことばかりで夢を見
ることを忘れてしまった孤
独なカエル“ぴっぽ”は小さ
な羊と夢探しの旅に出ま
す。そこで見つけたものと
は？
ボローニャ国際原画展で日
本人初の国際イラストレー
ション賞受賞の作品を絵本
化したもので、豊かな四季
のうつろいと主人公ぴっぽ
の心の軌跡が色鮮やかに
細やかな筆致で描かれてい
ます。

小学生にもとれる!
資格・検定カタログ
鈴木 秀明 監修　小学館

図書室
有明公民館

おはなし会　8日（土）・22日（土）　14時30分～
じょうえい会　15日（土）　１４時～

場所：ゆうあい図書館  おはなしの部屋

日時：２月９日（日）１３時３０分～
場所：ゆうあい館　和室
対象：小学生から大人　※小学５年生以上
定員：１０人
参加費：無料
もってくるもの：タオル、ハサミ　
問い合わせは、ゆうあい図書館まで

2月/10日（月）/11日（火・祝）/17日（月）
　　23日（日・祝）/24日（月）/27日（木）
3月/２日（月）/9日（月）

開館時間：10:00～18:00

開館時間：

開館時間：8:30～22:00

・2月５日～3月１０日

●2月の休館日
2月/10日（月）/11日（祝・火）/17日（月）/23日(祝・日)/24日（月）
3月/２日（月）/8日（日）/９日（月）

・2月５日～3月10日の休館日

本
を
読
も
う
！

本
を
読
も
う
！

TEL 0952-87-2171

TEL 0952-71-5245

TEL 0954-65-3135

刀根 里衣　著　　NHK出版 

ようせんこく じ ぞう ぼ さつ ざ ぞういた び

陽線刻地蔵菩薩坐像板碑①

VOL.177

　二重円光を背に右手に錫杖、左手に宝珠を胸前に持ち、蓮華座に結跏趺坐（右足を左足の股の上に乗せる）する

地蔵菩薩を陽線刻した板碑が、白石町内に４基確認されています。陽線刻とは、文字や像形の線の両側を彫り込み

線を浮き上がらせる手法です。今回はその内の３基をご紹介します。

　馬洗・法泉寺（曹洞宗）参道南側の地蔵坐像は、縦約80㎝、横約63㎝の安山岩の薄い自然石に刻まれています。

上部が欠けた二重円光、頭頂部と額は陰線刻ですが、眉・目・鼻・袈裟の襞・右手の錫杖・左手の宝珠や蓮華座は陽

線刻で現わされていますが、蓮華座下部の返花が省略されています。

　同寺本堂南側墓地の地蔵坐像も、縦約87㎝、横約72㎝の安山岩の薄い自然石に刻まれたものです。顔部・錫杖

頭部と二重円光の左脇が欠けていますが、頭頂部や顔の表現は参道南側の坐像と同様と考えられます。こちらは蓮華

座下部の返花が陽線刻されています。

　嘉瀬川・安福寺（天台宗）薬師堂横の地蔵坐像は、縦約102㎝、横約110㎝の厚みのある台形状の自然石に刻ま

れています。厚さが約50㎝もあり、上記の２基と比較すると板碑と呼ぶのは適当ではないかもしれません。こちらの坐

像も同様な姿態ですが円光は頭部のみ、風化が激しくはっきりしませんが、蓮華座には返花が陽線刻されているよう

です。

　六角川を挟んだ対岸の大町町福母にも、町内のものと同様の陽線刻地蔵菩薩坐像板碑が１基あります。こちらは

円光は頭部のみ、錫杖頭部と蓮華座が陰刻であり、坐像左脇に「應安六　三月八日」、同右脇に「法満寺　沙門覚秀」

と刻銘されています。応安６年（1373）3月８日に法満寺の沙門（男性の修行者）覚秀が造立したことを示しています

が、法満寺については不明です。ちなみに「応安」という年号は、南北朝時代の北朝年号です。

　以上４基の地蔵坐像を見てみると、姿態はほぼ同一ですが少しずつ違いが見られます。欠失があるので確定的な

ことは言えませんが、法泉寺墓地の坐像が本来の姿態で、返花が省略されたのが法泉寺参道の坐像、円光が頭部の

みとなったのが安福寺の坐像、更に、蓮華座と錫杖頭部が陰線刻となったのが、応安６年銘の大町町福母の坐像と

なります。ただ、大町町の地蔵坐像の円光が頭部のみなのは、坐像左右に刻銘をしたために省略されたとも考えられ

ます。

　このような違いは年代的な時期差か、あるいは制作に携わった集団の違いによるものなのかは判然としませんが、

それほどの時期差は考えられず、応安６年前後の短い期間に相次いで制作されたものと考えるのが妥当でしょうか。

〈参考文献〉
・図録『肥前の中世美術展』佐賀県立博物館　昭和60年

 生涯学習課生涯学習係

にじゅうえんこう

いた び

もうらい

あんぷく てんだい

かえりばな

か　せ　がわ

ふく も

おうあん しゃもん

ほうせん そうとう

け　さ ひだ

ほうじゅ れん　げ　ざ けっ か　ふ　ざしゃくじょう

法泉寺参道 法泉寺墓地 安福寺 大町町福母
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町営住宅入居者募集
のお知らせ

●募集する住宅●

・住ノ江住宅　2戸（住ノ江橋南側）
白石町大字福富下分2966番地16
　昭和61年建築（簡易耐火構造2階建）
　3ＤＫ、水洗トイレ、浴槽・ボイラー持ち込み

・上廿治住宅　1戸
白石町大字廿治１３９３番地１
　昭和５９年度建築（中層耐火構造３階建）
　３ＤＫ、水洗トイレ、浴槽あり

●募集期間
　・2月17日（月）～28日（金）
※期間内に申し込みのなかった住宅は、
　3月31日（火）まで募集期間を延長します。

●応募に必要な書類

　・入居申込書（白石町役場にあります）

　・住民票謄本（本籍、続柄の記載必要）

　・平成30年度（平成29年中）所得証明書

　　（入居希望者全員分）

　・令和元年度（平成30年中）所得証明書

　　（入居希望者全員分）

　・納税証明書

　　（入居希望者全員分の完納証明書）

※ただし、入居申し込みには所得制限などの要件があ

　ります。また、単身での入居はできません。

※連帯保証人が必要です（町内に居住し、入居者と同程

　度以上の収入を有し、税金等に滞納がない人）。

問 建設課  建築住宅係　TEL 0952-84-7124

問 福富公民館　TEL 0952-87-2149

12月分
0件

0件
0円

1件
7,000円0円

6件
34,000円

2件
20,000円

7件
45,000円

1件
20,000円

3件
60,000円 0円

0件
0円

0件

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

4件
47,000円

16件
139,000円

元年度累計

12月分
0件

0円

0件
0円

1件
7,000円

2件
17,000円

0件
0円

1件
5,000円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

5件
15,000円

0件
0円

1件
2,830円

1件
7,000円

9件
39,830円

元年度累計

町
長

議
長

福富文化・芸能祭
文化祭
◆と　き　２月２２日（土）～２３日（日）
　　　　　　　　９時～１７時(※最終日は１５時まで) 
◆ところ　福富ゆうあい館　ふれあいホール
◆内　容　福富文化協会会員等の作品展示
　　　　　　　（老人クラブの方は一般参加となります）

芸能祭
◆と　き　２月２３日（日）９時～１５時
◆ところ　福富ゆうあい館　多目的ホール
　　　　　　　　日舞、謡曲、吟詠、ダンス、体操
　　　　　　　　太鼓、カラオケ、筝曲、オカリナ等

主催：福富文化協会

月  日 曜日 内　科 外　科
9
11
16
23
24
1
8

2

3

日
火・建国記念の日

日
日・天皇誕生日

月・振替休日

日
日

かわぞえ内科ｸﾘﾆｯｸ
池上内科
武岡病院
順天堂病院
カタフチ医院
有明医院
副島医院

白石町
白石町
江北町
大町町
白石町
白石町
白石町

0952-37-5593
0952-87-2107
0952-86-3013
0952-82-3161
0952-87-2233
0952-84-2842
0952-84-2205

川崎整形外科医院
重村医院

藤井整形外科病院
白浜医院

有島クリニック
高島病院
順天堂病院

大町町
白石町
白石町
白石町
白石町
白石町
大町町

0952-82-5551
0952-84-2656
0952-84-5880
0954-65-5006
0954-65-2066
0954-65-3129
0952-82-3161

日

日

日

日

日

日

日

月

月

家計の困りごと相談
　10:00～16:00
日本語交流会
　19:00～21:00
2歳６カ月児歯科健診
　〈受付〉13:00～13:30
Ｈ29年6月～7月生
母子健康手帳・問診票・自宅
で使用中の歯ブラシ（希望
者へのフッ化物塗布実施）

日本語交流会
　19:00～21:00
２カ月児相談 
　〈受付〉13:00～13:30 
Ｒ元年12月生
母子健康手帳、出生届
の時の資料、育児やこ
ころの健康チェック票

人権相談・行政相談
　9：00～12：00

ファイナンシャル
プランナー相談会
　9：00～12：00
要予約（税務課）
法律相談
　10：00～12：00

消費生活相談
　10：00～16：00

大

総

総

総 総

有

健

会

相役場１階相談室１
役場１階会議室２
役場３階大会議室
白石町健康センター
白石町総合センター
有明公民館

元

役

ミ

ミ

ふ

白石町交流館
ゆうあい館
元気のたまご
ふれあい郷自有館
役場１階会議室１
役場1階ミーティング室

ゆ

交

7

23

8★保健行事予定
◆相談会
●町行事予定　

元

1 42 3 75 6

保健福祉課
健康づくり係
0952-
８４-７１１６

◆

行政相談
　9：00～12：00
レディースデー検診
　〈受付〉9:00～11:00
子宮頸がん：20歳以上
乳がん：40歳以上
※乳がん検診は予約制

◆

★

健康クッキング教室
　9：30～13：30
事前申込者
エプロン・三角巾・
米0.5合

★

行政相談
　9：00～12：00
知的障害者相談会
　10：00～12：00

◆

◆

消費生活相談
　10：00～16：00
◆

●

★

日本語交流会
　19:00～21:00
●

第60回郡市対抗県
内一周駅伝大会
じょうえい会
　14：00～

●

●

法律相談
　10：00～12：00
おはなし会
　14：30～

◆

●

おはなし会
　14：30～
福富文化祭（展示）
　9：00～17：00

●

●

◆

◆

◆

健康クッキング教室
　9：30～13：30
事前申込者
エプロン・三角巾・米
0.5合

★

消費生活相談
　10：00～16：00
乳児健診・ブック
スタート
　〈受付〉13:15～13:40
Ｒ元年10月生
母子健康手帳、健や
か親子21アンケート

◆

★

消費生活相談
　10：00～16：00
◆

第60回郡市対抗県
内一周駅伝大会
日本語交流会
　13：00～15：00

●

●

ゆうあい教室
「ダンボールのカ
ードケース」　　　
　 13：30～

●

子育て相談室
「すくすく相談」
　13:15～
事前申込者

★ ◆

●

★

ママカフェ
　13：30～15：30
事前申込者

★

第60回郡市対抗県
内一周駅伝大会
駐在員会
　9:00～
女性のための巡回相談
　10：00～16：00
3歳6カ月児健診
　 〈受付〉13:00～13：30
H28年6月～7月分
母子健康手帳・問診票・尿

●

●

◆

★

身体障害者相談会
　9：00～11：00
親子相談室
　13：30～15：00

◆

◆

6

12

5

13 149 10 11 建国記念の日

振替休日天皇誕生日

15

19 20 21 2216 17 18

2926 27 2824 25

2 くらしのカレンダー 2/5▶
令和２年

3/10
※1月15日現在の予定です。今後、変更になる場合もありますので、ご了承ください。2020

Feb

相

相

相

相

相

消費生活相談
　10：00～16：00
◆

会

人権相談・行政相談
　9：00～12：00

◆
会

★

福富文化・芸能祭
　 9：00～15：00
●

第25回記念
歌垣の郷ロードレ
ース大会
白石総合運動場周辺
8：30～開会式
9：15～競技開始

●

8 9
子育て相談室「す
くすく相談」
　 13:15～
事前申込者

出産準備教室
　 9:30～11:30
事前申込者
母子健康手帳

★

元

元

10
日本語交流会
　19:00～21:00元

健

健

健
健

健

相

相

元

ゆ

ゆ

ゆ

ゆ

ゆ

ゆ

ゆ

交

交

健

健

健

健

総

元

相

相

相

申込電話
◆ファイナンシャル
　プランナー相談会
　税務課
　0952-84-7113
◆家計の困りごと相談室
　0952-36-8402

日曜・祝日在宅医 ※都合により変更になる場合があります。

●
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EXPRESSEXPRESS

12月末現在

犯罪発生件数
うち窃盗犯

窃
盗
犯
の
主
な
も
の

自転車盗

万引き

ニセ電話詐欺

車上狙い

空き巣、忍込み等

オートバイ盗

110件

82件

前年比－14件

前年比－16件

22件

14件

0件

5件

22件

0件

前年比 ＋15件

前年比　－4件

前年比　±0件

前年比  ＋2件

前年比　－3件

－1件
自転車盗22件は、19件が無施錠による被害です。
自転車や車、自宅等に確実な施錠をお願いします。

■申込・問合せ先
　佐賀県後期高齢者医療広域連合
　業務課 企画・保健係
　☎ 0952-64-8476　ＦＡＸ　0952-62-0150

　精神疾患を持つ人の家族講座
■日時
　２月２１日（金）13：30～15：30
■場所
　鹿島市生涯学習センターエイブル　３階研修室
■内容　「基礎知識と対応について学ぶ」
■申込締切
　２月13日（木）参加料無料
■申込・問合せ先
　杵藤保健福祉事務所　精神保健福祉担当
　☎ ０９５４－２２－２１０５

　司法書士による
　成年後見制度と遺言の無料説明会
　成年後見制度と任意後見制度の利用方法、遺言書
の作り方などについての説明会を開催します。参加
は無料です。（※個別相談も可能）
■日時
　２月２９日（土）10：00～12：00
■会場　アバンセ４階　第３研修室　
■定員　５０人（先着順）
■申込方法　電話でお申込みください
　　　　　　（空きがあれば当日参加可）
■申込・問合せ先
　（公社）成年後見センター・リーガルサポート

　佐賀支部
　☎ ０９５２-２９-０６２６

　在宅医療・介護市民公開講座
■日時　３月７日（土）13：30～16：00
■場所　武雄杵島地区医師会　３階講堂
■内容
　講演「幸せな最期のために、人生会議とは」
　講演「終活・エンディングノートを通して人生会議」
■定員　200人（入場無料）
■問合せ先
　（一社）武雄杵島地区医師会 事務局
　☎ 0954-22-3344

EXPRESSEXPRESS
　キャッシュレス決済利用店舗マップ
　掲載店舗募集！
　白石町商工会では３月上旬に作成を予定してい
る「キャッシュレス決済利用店舗マップ」への掲載店
舗を募集しています。
■申込締切
　２月１７日（月）
■申込・問合せ先
　白石町商工会
　☎ ０９５２－８４－２０４３

　杵藤地区広域市町村圏組合
　介護保険事務所 会計年度任用職員募集
■募集人員
　フルタイム職員　２人（うち障がい者含む）
　パートタイム職員 若干名
■応募資格
○保健師、看護師、准看護師、介護支援専門員、社
　会福祉士、介護福祉士のいずれかの有資格者で３
　年以上の実務経験と介護保険の認定調査の経験
　がある人
　※その他にも条件がありますので詳しくはお問い
　　合わせください
■採用期間 
　令和２年４月１日～令和３年３月３１日
■業務内容
　認定訪問調査等
■募集期限
　２月２０日（木）（土日祝日を除く）
■申込・問合せ先
　杵藤地区広域市町村圏組合 介護保険事務所 認定係
　電話番号 ０９５４－６９－８２２７

　職業訓練受講生募集（４月入所生）
■募集科名・定員・訓練期間
　○ものづくりベーシック科・15人
　　４月３日～７月２１日
　○電気設備施工科・15人
　　４月３日～９月３０日

■募集期間
　２月２８日（金）まで
■入所選考
　３月７日（土）
■受講料
　無料　※テキスト代等は自己負担
■申込方法
　最寄りのハローワークでご相談ください
■問合せ先
　ポリテクセンター佐賀　訓練課
　☎ ０９５２－２６－９５１６

　依存症フォーラムに参加しませんか
　依存症でお悩みの本人や家族、支援者の皆さんの
参加をお待ちしています。参加費無料、事前申込み
不要です。
■日時
　２月１６日（日）　１２：３０～１６：３０
■場所
　西九州大学 神崎キャンパス３号館
■内容
　講演・依存症当事者や家族の体験談・自助グルー
　プミーティング
■問合せ先
　佐賀県精神保健福祉センター
　☎ ０９５２－７３－５０６０

　糖尿病重症化予防講演会
　口腔歯科の観点から糖尿病重症化予防と介護予
防に関する講演会を開催します。
■日時
　２月１９日（水）14：30～
■場所
　佐賀市文化会館　中ホール
■内容
　「歯科から考える糖尿病重症化予防と介護予防」
■申込方法
　事前に電話またはＦＡＸでお申し込みください
　（住所・氏名・連絡先）

第１５回　白石町ソフトバレーボール大会出場チーム募集

移住者の集いMEET UP！ SAGA

白石町合併記念
■開催日時　3月１日（日）９：００開会　　　■会場　白石社会体育館
■参加資格　白石町に在住・勤務、白石町出身等白石町にゆかりのある人がいるチーム
■種別　　　・レディースの部（女性のみ４人）
　　　　　　・トリムフリーの部（男女各２人、計４人）
　　　　　　・トリムシニアの部（４５歳以上男女各２人、計４人）
■参加料　　１チーム1,000円（保険料含む）
■締切　　　2月21日（金）必着
　　　　　　（公民館備付の申込用紙に記入のうえ送付ください）

2月15日、佐賀県主催の「移住者の集いMEET UP！ SAGA」が開催されます。今回は白石町を含む佐賀県
中央部への移住に興味がある人や実際に移住した人、地元の人をつなぐイベントとなっており、特産の農産
物を使ったドレッシングづくりや佐賀県産食材を楽しむ懇親会など楽しい雰囲気での交流会です。興味が
ある人はぜひご参加ください。

申込・問：〒849-1114
白石町大字馬洗1320
白石ソフトバレー愛好会事務局（白石誠）
携帯090-8664-5603
自宅0952-84-5509

■日 　時　２月１５日 （土) 
　　　　　15：00～16：30　移住情報紹介、ゲストによるトークイベント
　　　　　17：00～19：30　多久市女山大根を使用したドレッシングづくり、懇親会
　　　　　（10：00～16：00　TOMMY BEEF主催のファーマーズマーケットを同時開催）
■場 　所　TOMMY BEEF　（道の駅しろいし北隣）
■参加費　懇親会へ参加する場合のみ1,000円
■対象者　佐賀県中央部への移住に興味がある人
　　　　　佐賀県に移住してきた人で、新しいつながりを作りたい人
　　　　　地元でまちづくりに取り組んでいる人など
■申込期限　２月10日（月）
■申し込み方法
　右記ＱＲコードからお申込みください
　https://tomosuya.com/mus/meetupsaga6/

お問合せ先：
特定非営利活動法人灯す屋　090-6631-9230
佐賀県さが移住サポートデスク　0952-25-7551

（キャッシュレス決済普及推進事業）

広報白石 令和2年・2 27広報白石 令和2年・226



　　　主催：（公財） 白石町文化振興財団　　　■お問合せ先：ふれあい郷　℡０９５４－６５－３３６６

再生紙を使用しています
広報白石 令和２年・228

［印刷］ビッグサム D&P

●世帯
●人口
　男性
　女性

（  －1）
（－54）
（－30）
（－24）

7,676世帯
　22,772人　
10,788人　
11,984人　

令和元年12月末現在（対前月比）

広報白石 2020.2 No.182 令和2年2月5日発行
編集・発行／佐賀県白石町役場

〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247-1
tel.0952-84-2111（代）　fax.0952-84-6611

URL http://www.town.shiroishi.lg.jp/
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