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■ 町長・議長新年の挨拶
■ 農業所得算出事前相談会
■ Topicsまちのわだい
■ 消費生活情報
■ 学校教育は今
■ 図書館情報／あるある文化財
■ くらしのカレンダー／日曜・祝日在宅医
■ 情報EXPRESS

■ 町長・議長新年の挨拶
■ 農業所得算出事前相談会
■ Topicsまちのわだい
■ 消費生活情報
■ 学校教育は今
■ 図書館情報／あるある文化財
■ くらしのカレンダー／日曜・祝日在宅医
■ 情報EXPRESS

毎月第３水曜日、 白石のれんこんは福岡市でも大好評！ ［写真］　しろいし水曜市 （18 ページ）
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白石町議会議長

　渕　栄二郎
　新年明けましておめでとうございます。町民皆様におかれ
ましては、健やかに２０２０年の新春をお迎えのことと、心か
らお慶び申し上げます。
　平素、議会及び町行政に対し、暖かいご理解とご協力を

賜り衷心より感謝申し上げます。
　昨年は、元号が平成から令和に改まり、国民等しく、災害のない平和で活力の湧い
てくるような時代の到来を期待しておりましたが、佐賀県を襲った８月末の豪雨や９月
の台風１７号では本町も大きな被害を受けました。
　議会と致しましても、執行部とともに対応に取り組んでいるところです。今後も町民の
皆様の生命・財産を守るため、減災・防災の対策に傾注して参ります。
　さて、本町におきましては、昨年待望の「道の駅しろいし」が誕生しました。有明海沿
岸道路の福富インター供用開始はまだですが、本町活性化の起爆剤として大いに期
待されるところです。また、子育て面では「子育て世代包括支援センター」の設置、地域
創生面では、地域課題解決のための「地域づくり協議会」の設置、農業振興面では、
農業担い手の育成として「しろいし農業塾」「トレーニングファーム事業」や「農地・水」
については運営や事務的な手続きに関する支援を行う組織の立ち上げなど、様々な
分野に取り組んでいます。
　また、教育面では、町内小中学校の統合再編に係る本格的な議論が進んでいま
す。こうした事業の推進のため、財源の確保や将来的な負担軽減が重要であり、ふる
さと納税の推進、各種公共施設の長寿命化のための計画策定なども行っています。
　議会と致しましても、年４回の定例町議会のほか、臨時議会、毎月の議員例会・執
行部からの議員説明会、定例会の間に行う常任委員会の所管事務調査等において
本町が直面する様 な々課題について審議・調査を行っています。今後も広く町民皆様
のご意見を拝聴し、議員自らも研鑽に励み、執行部と審議を重ねながら取り組んで参
ります。
　今後とも、町の将来に向けて、より豊かで住みよいまちづくりを目指し努力して参りた
いと存じますので、なお一層の町民皆様のご協力とご支援をお願い申し上げますとと
もに、本年が皆様にとってよりよき年となりますようご祈念申し上げまして、年頭のご挨拶
といたします。

　新年明けましておめでとうございます。
　町民の皆様には、清 し々く令和２年の新春をお迎えのこと
と心からお慶び申し上げます。また、日頃より町政発展のため
に温かいご支援を賜り、深く感謝申し上げます。

　本年も「令和」に込められた願いの如く、町民一人ひとりの希望を大きく咲かせるこ
とができますよう、町政に努めてまいりたいと考えております。ご理解とご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。
　さて、昨年を振り返ってみますと、８月の「令和元年佐賀豪雨災害」では、本町でも猛
烈な雨となり、家屋の浸水、土砂崩れ、交通機関のまひなどこれまでに例を見ないほど
の災害が発生し、多くの方々が避難をされました。この災害で多くの皆様が大変な思
いをされ、不自由な生活を余儀なくされている方々が今もなお居られます。被害を受け
られた皆様に心からお見舞いを申し上げます。本町としましても災害からの復旧だけ
でなく、安全・安心、そして、笑顔で元気に暮らせる豊かなまちづくりのため、関係機関
と一体となり全力で取り組んでおります。皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
　他に目を向けますと、「道の駅しろいし」が昨年６月に開業し、白石町の魅力を全国
に発信しております。道の駅に来ていただく多くの方々に白石産の新鮮な特産物を味
わっていただきたいと願いますと共に、町民の皆様、訪れる多くの皆様に愛される道の
駅となりますよう努めてまいります。本年は、東京オリンピック・パラリンピックが開催さ
れますが、昨年開催された「２０１９さが総文」や全国大会への出場を果たした高校駅
伝など、本町でも若い力が躍動しております。可能性を秘めた若い力が大いに羽ばた
けるよう育んでいきたいと思っております。
　人口減少問題、農水産業の活性化、子育て支援や福祉問題など取り組むべき課
題は多くありますが、職員と共に自己研鑽と能力向上に努め「人と大地がうるおい輝く
豊穣のまちづくり」を引き続き進めてまいります。皆様のご助言とご指導を賜りますよう
お願い申し上げます。
　最後になりますが、本年が町民の皆様にとりまして、実り多き素晴らしい年となります
よう心からお祈りいたしまして、新年のご挨拶といたします。

白石町長

田島　健一
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問 総務課 広報情報係　TEL 0952-84-7111

問 生涯学習課　生涯学習係
TEL 0952-84-7129

補正予算のお知らせ

【主な補正予算の内容】【新】は、今年度から新たに取り組む事業であり、当初予算で計上していない経費です。

●令和元年度12月補正予算
◎一般会計補正予算（第4号）

◎国民健康保険特別会計補正予算（第２号）

若年者地元定着促進事業　【新】
100千円

担当：企画財政課 白石創生推進係 0952-84-7112   
　白石町の次世代を担う人材を増やすため、「道
の駅しろいし」において、佐賀農業高校が行う取
組に要する経費に対して補助金を交付します。

特別収集業務
5,902千円

担当：生活環境課　廃棄物対策係　0952-84-7118
 令和元年8月豪雨による災害廃棄物処理に係
る経費を補正します。

林業施設災害復旧費（林道）　【新】
35,700千円

林地災害復旧費（山林）
50,000千円

文化活動推進・文化財保護費 
7,500千円

担当：生涯学習課 生涯学習係　0952-84-7129
 令和元年8月豪雨により崩落した須古城跡の
斜面の復旧に係る経費を補正します。担当：農村整備課 水産林務係　0952-84-7122

　令和元年8月豪雨により崩壊した林道および
山林の復旧に係る経費を補正します。

強い農業・担い手づくり総合支援事業
（被災農業者支援型）　【新】

43,646千円
担当：農業振興課 農政係　0952-84-7121  
　令和元年8月豪雨、台風１７号により被害を受
けた農産物の生産・加工に必要な施設・機械の再
建・修繕等に対して補助金を交付します。

歌垣関連施設管理費
33,000千円

担当：産業創生課 商工観光係　0952-84-7123

 令和元年8月豪雨により崩壊した犬山城進入
路の山林復旧に係る経費を補正します。

2020年農林業センサスにご協力ください

白石町人権フェスティバル
令和元年度

米満大九郎 里帰り洋画展 １９６４～２０１９

　令和２年２月１日現在で、全国一斉に“農林業の国勢調査”といわれ
る「2020年農林業センサス」が実施されます。
　この調査は、今後の農林業の政策に役立てるために５年ごとに実施さ
れる極めて大切な調査です。
　1月中旬から調査員が訪問しますので、ご協力をお願いします。

　白石町では人権啓発のため、人権フェスティバ
ルを毎年開催しています。
　この機会に、誰もが幸せな生活をするために平
等に持つ権利『人権』について考えてみませんか。
　また、今回は多久市の障がい児・者の支援活動
拠点「たんぽぽの家」代表の船津静哉さんに講演
をしていただきます。
　皆さんのご来場をお待ちしています。

日　　時　２月２日（日）9：00～11：30
場　　所　福富ゆうあい館　ホール
内　　容　人権標語・作文のパネル展
　　　　　人権標語・作文の表彰・朗読
講　　演　「共に生きる」
　　　　　～様々な出会いの中で学んだこと～
 　　たんぽぽの家 代表　　船津 静哉 氏

　県聴覚障害者サポートセンターで、「米満大九郎里帰り洋画展１９６４～２０１９」が開催されます。白石町出身
の米満さんは現在「光風会（美術団体）」の会員で、これまで、輪島市の朝市や各県の港、町、外国の街並みを描いてき
ました。今回は、このうちの「朝市」の大作や中・小作品３０点ほどが展示されます。

補正前の予算額
14,992,239

補正額
214,709

補正後の予算額
15,206,948

（単位：千円）

補正前の予算額
3,435,577

補正額
372

補正後の予算額
3,435,949

（単位：千円）

日　時：
１月４日（土）～１０日（金）
９：３０～１７：００

入場料：無料

場　所：
佐賀県聴覚障がい者
サポートセンター
　（佐賀市白山2-1-12
　　佐賀商工ビル４階）

※期間中は全日開館 

「パリ街の風景」
 米満大九郎 氏（本人）作品名「朝市」

「アンボワーズ古城の門」

問 佐賀県聴覚障害者サポートセンター　TEL 0952-40-7700
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令和元年分の確定申告または住民税   申告には、記帳・帳簿等が必要です

♦必ず持参するもの

武雄税務署 署外申告会場のお知らせ
■会　　場　鹿島市役所　５階大会議室
■開設期間　令和２年２月26日（水）・27日（木）
■受付時間　９:30～15:00 
■内　　容　所得税、消費税の確定申告相談・申告書受付等を実施します
■問い合わせ先　武雄税務署　個人課税部門　TEL 0954-23-2127 

受付時間   ８:30～11:00
　　　　 13:00～16:00

記帳・帳簿の保存制度

　農業事業者に、確定申告前の農業収支

内訳書（農業所得の算出）作成に関する

相談会を右記のとおり開催します。

　青色申告や、自分で収支計算による申

告をしている人以外で、収支内訳書作成

が困難な人は必ず事前相談会にご来場く

ださい。

　なお、農協・漁協・商工会・税理士に

申告を依頼している人は、それぞれの団

体または税理士にご相談ください。

◎対象となる人
　事業所得、不動産所得がある全ての人は、平成26年1月から記帳が義務となっています。

◎記帳する内容
　売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その

他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。

　記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な

方法で記載してもよいことになっています。

◎帳簿等の保存
　収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収

書などの書類を保存する必要があります。

　帳簿の様式に特に定めはありません。白石町ホームページ（http://www.town.shiroishi.lg.jp）に掲載

されている様式例も使用できます（農業所得者用）。アクセス手順は下記の「白石町ホームページか

らのアクセス方法」を参照ください。

　パソコンで作成した場合は必ず印刷して紙で保存する必要があります。

　税務課で資料を配布しています。その際、簡単な説明も行いますので、記帳等でわからないこと

がありましたら、お気軽にお問い合わせください。電話での相談も受け付けます。

帳簿・書類の保存期間

帳簿の様式について

問い合わせ先　税務課　町民税係　　 TEL　0952－84－7113

帳簿の記帳の仕方や農業収支内訳書の作成についての資料

白石町ホームページからのアクセス方法
トップページ⇒住民の皆さまへ⇒生活⇒税金⇒申請書等のダウンロードサービス「税」

　  月　日  
  
1月29日(水）  
  
1月30日(木）  
  
2月3日（月）  
  
2月4日（火）    
  
2月5日（水）  
  
2月6日（木）  
  
2月7日（金）  
  

帳簿
収入金額や必要経費を記載した帳簿（法定帳簿） 7年

5年

5年

5年

業務に関して作成した上記以外の帳簿（任意帳簿）

書類
決算に関して作成した棚卸表、その他の書類

業務に関して作成または受領した請求書・納品書・送り状・領収書などの書類

　　 対象者（対象地域）

須古校区

六角校区・白石校区

北明校区

上区・中区・南区・下区
東区・住ノ江区
六府方区・東六府方区・北区

有明東地区・新明地区

有明西地区・有明南地区

・農協から送付される営農取引関係の書類（アグネス）一式
　　　（平成31年1月から12月分　毎月および令和２年1月下旬に農協から送付されます）　
・記帳簿等（平成31年1月～12月の内容が記帳されたもの）【必ずご持参ください！】
・農協以外（市場・直売所等）に出荷した人はその明細書（仕切書）
・その他農業用経費にかかる領収書等金額を確認できるもの
　（農機具、土地改良区費、水利費等）
・印鑑（認印可）　

※農協以外の取引がある場合は、売上および経費等を必ず記帳してきてください。
　記帳ができていない場合、相談をお断りすることがあります。 

事前相談会等により、事業収支内訳書（決算書）を作成しておくことで、確定申告をスムーズに済ませる
ことができます。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、他の来場者の迷惑に
なります。
確定申告時に事業収支内訳書（決算書）を作成していない場合は、申告の受付ができませんので、
事業収支内訳書（決算書）は確定申告までに必ず作成しておきましょう。

会　場

１月３１日（金）は農業まつり白石地区参観日のため
相談会は開催しません

役
場
３
階
大
会
議
室

農業所得算出のための事前相談会
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償却資産(固定資産税)の申告をお忘れなく！ 新成人のみなさん　おめでとうございます
♦申告が必要な人　
償却資産を所有している人は、毎年1月31日までに申告が必要です！ 20歳になったら国民年金

　会社や個人で事業を行っている人が、その事業のために用いることができる構築物、機械（装置）、器具、備
品などを『償却資産』といい、土地・家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。
　この償却資産を所有している人は、地方税法第383条の規定により、毎年1月31日までに1月1日現在の所
有状況をその所在地の市町村長に申告しなければなりません。
　所得税の確定申告や法人税申告の際、減価償却の対象にしている資産は、固定資産税の償却資産としても
申告が必要です。 

国内に居住する20歳以上60歳未満のすべての人は国民年金に加入し、国民年金の保険料を納めることにな
ります。 20歳になったら、忘れずに国民年金の加入手続きをしましょう！

　私は7月に20歳になりました。学生なので、「学生納付特例制度」を利用して国民年金に
加入しました。
　20歳から加入が義務付けられている国民年金ですが、加入者は老後の年金受給だけ
ではなく、病気や怪我で障害を負ってしまった時の障害基礎年金も受け取れるそうです。
国民年金に加入することで、老後だけではなく今の生活で起こるかもしれない「万が一」
にも安心できました。まだ学生なので、「学生納付特例制度」はとてもありがたいです。卒業
後からは自分の生活のためにも追納しようと思います。
　これからは大人としての自覚をしっかり持ち、勉強はもちろん、様々な分野に挑戦して
みたいです。

♦対象となる償却資産
1.　税務会計上、減価償却の対象となるべき資産
2.　所得の申告で償却済みとなった資産であっても、現に事業の用に供している資産
　※太陽光発電設備も申告が必要です。（全量売電や、合計10ｋｗｈ以上の設備など）
　※償却資産の課税標準額の合計が150万円（免税点）未満の場合は、課税されません
　※補助事業等により取得した資産については、補助金まで含んだ金額で申告してください

♦提出する書類

♦償却資産の主な例（業種別）　

①「償却資産申告書」　　②「種類別明細書」
（昨年申告した事業主には、12月中に上記①②の償却資産の申告書様式を送付します）
★ 償却資産を持っていない場合や、転出、廃業等があった場合は、その旨記載して提出してください
★ 前年中に資産の増加および減少がない場合でも、必ず提出してください
★ 新規に事業を始た人等､申告書様式が必要な場合は、税務課 固定資産税係へご連絡ください

ビニールハウス、井戸、農業用機械（玉ねぎ収穫機、カルチ、ロータリーなど）、農業用施設、
堆肥舎・鶏舎・豚舎等の構築物（家屋として課税されるものを除く）など
※トラクター・コンバイン・乗用管理機等は軽自動車税の対象になるので除く

問い合わせ先　税務課　固定資産税係　TEL 0952－84－7113

農業

受変電設備、外構工事（門、塀、緑化施設、フェンス、側溝）、駐車場整備、屋外電気
屋外給排水、屋外ガス設備、浄化槽設備、自転車置場、ゴミ置場、屋内備付電化製品など不動産業

厨房設備、テーブル、椅子、カラオケ機器、冷凍冷蔵庫、駐車場整備、
外構工事（門、塀、緑化施設、フェンス、側溝）など

自動販売機、陳列棚、レジスター、外構工事（門、塀、緑化施設、フェンス、側溝）など小売業

飲食業

世代と世代の支え合いの仲間入り
公的年金制度は、現役世代が納める保険料で高齢者の年金を負担するという「世代と世代の支え合い」が
基本です。

年金手帳

中村 円香さん
（廻里）

わたしと年金

年金事務所から送付された年金手帳は、就職した時や年金に関する手続きの時に必要です。また、生涯使
用しますので、紛失しないよう大切に保管してください。

「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」
収入等がなく保険料の支払いが困難な場合は、「学生納付特例制度」（学生のみ）、「納付猶予制度」（50歳
未満）などの保険料納付猶予制度があります。

★「学生納付特例制度」
　学生は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金保険料の納付が猶予さ
　れる制度です。

★「納付猶予制度」
　学生でない50歳未満で、本人および配偶者の所得が一定額以下の場合に、国民年金保険料の納付が
　猶予される制度です。

どちらの制度も、承認された期間は老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されますが、年金額
には反映されません。しかし、10年以内であれば保険料を追納することができます。将来受け取る年金を
増額するためにも、収入を得られるようになり保険料の納付が可能となった時に、忘れずに追納してくだ
さい。

国民年金（基礎年金）３つのメリット
１.  老後を支えます…老齢基礎年金
２.  病気やけがで障害の状態になったときに支えます…障害基礎年金 
３.  加入者が亡くなったとき、子のある配偶者、子を支えます…遺族基礎年金 
※ただし、必要な手続きを行わず保険料を未納のまま放置すると、これらの年金が受け取れなくなる場合が
　あります。

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
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令和元年度 高齢者肺炎球菌予防接種について＜高額介護合算療養費制度＞のお知らせ

白石町不妊治療助成事業

●高額介護合算療養費制度とは？
　医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するもので、世帯内の後期高齢者医療制
度の加入者全員が、一年間に支払った医療保険と介護保険の自己負担額（高額療養費等を除く）を合計し、
基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給するものです。

６５歳以上の高齢者の場合、肺炎球菌が肺炎の原因菌の第1位を占めています。
予防接種で肺炎球菌による肺炎予防と重症化防止に努めましょう。

●支給の対象となる人へのお知らせおよび申請手続きについての留意点
　支給の対象となる被保険者には、２月下旬に通知する予定です。
通知が届いた場合、住民課 保険係に申請してください。
次の項目にあてはまる人には、申請の対象となる旨の通知ができない場合があります。
　◆平成３０年８月～令和元年７月末に
　　・市町を越える転居をした人
　　・他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移った人（７５歳の年齢到達者など）
　　・後期高齢者医療の資格を喪失した人（死亡した人や生活保護を受け始めた人）
　支給要件および算定基準額を参考に支給の対象となるかどうかを確認し、具体的な手続きやご不明な点
については、住民課 保険係または佐賀県後期高齢者医療広域連合までご相談ください。

●時効についての留意点
　高額介護合算療養費は、基準日※の翌日から２年を経過すると時効となり、支給ができなくなります。申
請は基準日の翌日から２年の間に行ってください。
※平成３０年度分の基準日・・・令和元年７月３１日
　　（注）計算期間（８月～翌年７月）途中で資格を喪失した人の基準日については、資格を喪失した日の
　　　　　前日（死亡の場合は、死亡した日）となります。

　世帯内の後期高齢者医療制度の加入者全員が、平成３０年８月から令和元年７月末までに支払った
医療保険および介護保険の自己負担額（高額療養費等を除く）が、次の算定基準額を超えた場合、自
己負担額から算定基準額を差し引いた額を支給します。
（注）自己負担額から算定基準額を差し引いた金額が５００円以下の場合は支給の対象となりません。

白石町では不妊治療費の一部を助成しています。
●助成対象者（次の条件にすべて当てはまる人）
　１．佐賀県不妊治療支援事業または佐賀県不妊治療支援（はじめまして赤ちゃん応援）助成対象者
　２．不妊治療が終了した日において、夫または妻のいずれか一方または両方が、町内に１年以上居住して
　　　いる人、または1年以上居住見込みである人
　３．夫および妻に町税等の滞納がないこと
●対象治療
　健康保険が適用されない、夫婦間で行う体外受精および顕微授精、人工授精、男性不妊治療
●助成金額
　医療機関で支払った費用から、佐賀県不妊治療支援事業または佐賀県不妊治療支援（はじめまして赤ちゃ
　ん応援）助成の助成金額、かつ、他の市町から受けた助成金額を差し引いた額の１／２以内の額
●助成条件・回数等

※助成金の申請は、１回の治療が終了した日の属する年度内（３月末日まで）に行ってください。
　ただし、２月～３月に終了した治療に限り、佐賀県の決定日から１カ月以内の申請とします。

問 住民課 保険係　TEL 0952-84-7115　
佐賀県後期高齢者医療広域連合 業務課 給付係　TEL 0952-64-8476

問 保健福祉課  健康づくり係　TEL 0952-84-7116

問 保健福祉課  健康づくり係　TEL 0952-84-7116

●平成３０年度分の支給要件・支給基準額

●対象者：接種日当日に白石町に住所があり、これまでに一度も高齢者肺炎球菌の予防接種を
　　　　　受けていない人で次の①か②に該当する人（対象者には４月に個別通知をしています）

●接種期間　令和２年3月31日まで
●接種回数　1回接種
●接種方法　予防接種実施医療機関に予約して接種（必ず個別通知書を持参すること）
●自己負担金　２，５００円

  ・65歳      ： 昭和29年4月2日～昭和30年4月1日生
  ・70歳      ： 昭和24年4月2日～昭和25年4月１日生
  ・75歳      ： 昭和19年4月2日～昭和20年4月1日生
  ・80歳      ： 昭和14年4月2日～昭和15年4月1日生
  ・85歳      ： 昭和  9年4月2日～昭和10年4月1日生
  ・90歳      ： 昭和  4年4月2日～昭和　5年4月1日生
  ・95歳      ： 大正 13年4月2日～大正14年4月1日生
・100歳      ： 大正 8年4月2日～大正  9年4月1日生
・101歳以上： 大正 8年4月1日以前生まれ

支給要件

①　住民税が課税されていて次の項目にあてはまる人（被保険者証の負担割合が「３割」）
　ア．本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が６９０万円以上・・・２１２万円
　イ．本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が３８０万円以上・・・１４１万円
　ウ．本人または同一世帯の被保険者の住民税課税所得が１４５万円以上・・・　６７万円
②　①・③以外の人　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・　５６万円
③　住民税が非課税で次の項目にあてはまる人
　ア．世帯全員が住民税非課税の人　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・　３１万円
　イ．世帯全員が住民税非課税および世帯全員の所得が一定基準以下※の人・・　１９万円
　　　※年金収入が８０万円以下等

算定基準額

①

②60歳以上65歳未満の人で、心臓、腎臓、呼吸器の機能障害、ヒト免疫不全ウイルスに
　よる免疫の機能障害を有する人（身障者手帳1級程度）

体外受精・顕微授精
区分 補助回数

治療開始時の妻の年齢が４０歳未満 ４３歳になるまで通算６回まで

人工授精
１回ごとの治療開始時の妻の年齢が
４３歳未満

男性不妊治療 ※妻の年齢は４３歳未満

１年限りの３回まで

治療開始時の妻の年齢が４０歳以上
４３歳未満

４３歳になるまで通算３回まで
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11月分
0件

0件
0円

0件
0円0円

5件
27,000円

1件
5,000円

5件
25,000円

1件
20,000円

2件
40,000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

2件
25,000円

12件
92,000円

元年度累計

11月分
0件

0円

0件
0円

0件
0円

1件
10,000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

0件
0円

8件
32,830円

元年度累計
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白石町

日　時　２月８日（土）１０：３０～１２：００
場　所　総合センター　農産加工室
対　象　白石町に住んでいる人、または勤めている人
　　　 　そのお子さん（年長～小学生）　※託児所はありません　※食物アレルギー対策は行っていません
参加料　無料
定　員　親子6組
申込み受付開始　１月８日（水）１０：００～　白石公民館へ電話でお申し込みください
申込締切　　　　定員になり次第
講　師　九州電力武雄営業所　ホームアドバイザー

ひとり親家庭のお子さんの高校・大学などへの進学を支援するため、「修学資金」・「就学支度資金」を
無利子でお貸しします。

希望する人は、２月２１日（金）までに 保健福祉課 福祉係 へお申し込みください。
　※杵藤保健福祉事務所の職員から電話で事前連絡（聞き取り）があり、その後面接を行います。
　　面接には、借受人(父または母)、連帯借受人(児童)、および連帯保証人同伴で出席ください。

杵藤保健福祉事務所でも、３月９日（月）まで随時申請を受け付けます。お申し込みはお早めに！

母子父子寡婦福祉資金（修学資金等）の貸付

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、一緒に支援の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。"
また、今月は白石町の就学についての保護者講座『白石町における就学支援について』を予定しています。幼児期から年
中、年長の時期はこころも身体も日々成長する頃です。しかし、苦手な分野があるため、小学校に入学してから不安を感
じる保護者の皆さんもいらっしゃると思います。ぜひ、この機会にご参加ください。　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、早めにご利用ください。

ＩＨを使った料理教室の第3弾！今回は、3種類のお菓子を親
子で作ります。親子6組限定の電気に関するお得な情報と、
スイーツ作りの講座です。

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

修 学 資 金　児童を高校等（高専・専門学校・短大・大学）に就学させるために必要な資金
　　　　　　　（授業料、書籍代、通学費等）
就学支度資金　児童が高校等や技能習得施設の入学入所に要する資金
　　　　　　　（入学金、被服、履物等の購入費）

●日時：１月３１日（金）13：30～15：00　
●場所：白石町健康センター　和室
●保護者講座:「白石町における就学支援について」13：30～14：15　
　　　　　　　・就学までの流れ（就学相談、就学児健診等の内容や時期）
　　　　　　　・学校における支援体制（支援員や通級等の支援の紹介）
                           　講師　白石町教育委員会　学校教育課　梅木　純一氏

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

問・申込 白石公民館　TEL 0952-84-6925
問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

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

日　　時

場　　所

内　　容

持 参 品

対　　象

申し込み期間

２月２１日（金）　１３：３０～１５：３０

白石町健康センター　相談室　　※託児もあります

アルバムカフェ～子どもの写真をかわいく飾ってみよう～

子どもの写真７、８枚程度

４カ月～３歳未満の子をもつ母親・１０人

１月２０日（月）まで【電話受付、先着順】    
※お子さんの飲み物など必要なものは各自ご持参ください。

子どもの写真をかわいく飾ってみよう！

「～しろいしママカフェ～」
子育て中のママ同士、楽しくおしゃべりしながら、子どもの写真を
かわいく飾ってみませんか？
ママ友づくりに気軽に参加してくださいね♪

親子でスイーツを
つくってみませんか

学校種別

高等学校

専修学校（高等課程）

高等専門学校1～3年

高等専門学校4～5年

短期大学

専修学校（専門課程）

大学

大学院

専修学校（一般課程）

　　　　公立

27,000（34,500）

31,500（33,750）

67,500（76,500）

67,500（76,500）

修士課程　132,000

　　　　　　　　48,000

　　　　私立

45,000（52,500）

48,000（52,500）

79,500（90,000）

81,000（96,000）

博士課程　183,000

【修学資金貸付上限額】（円／月額）

学校種別

高等学校

専修学校（高等課程）

専修学校（一般課程）

高等専門学校

短期大学

大学

専修学校（専門課程）

大学院

修業施設

　　　　公立

150,000（160,000）

　　　　　　150,000（160,000）

370,000（380,000）

　

　　　380,000

　　　　　　272,000（282,000）

　　　　私立

410,000（420,000）

580,000（590,000）

　

　　　590,000

【就学支度資金貸付上限額】（円）

※（　）は、自宅外通学の場合

※（　）は、自宅外通学の場合

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。

……………………………………………………………………………………………………

令和２年度 入学予定者
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問 保健福祉課  福祉係　TEL　0952-84-7116
杵藤保健福祉事務所  母子保健福祉担当　TEL　0954-23-3174

白石町プレミアム付商品券の使用について



■白石町内から発生した剪定枝葉に限ります。（木の根っこは持込みできません）
　※受付時、運転免許証の提示をお願いします。
■造園業・剪定業者の持込みは出来ません
■荷台はロープでしっかり結ぶなど、枝葉が路上に落ちないようにお願いします
■指定日時以外の持込みは出来ません
■箱、袋、ひも、コンテナ等は必ずお持ち帰りください
■紙くずなどのごみは取り除いてください
■枝葉の荷降ろしは各自でお願いします　　　　　
■以下のものは受け入れできません
　・よしず　・すだれ　・家具や建具の一部　・廃木材　・草や草花類
　・籐製品（かごなどを分解しても不可）・葦・木の根っこ
■竹は分けて置いてください

朝夕の気温が下がり水道管の凍結が起こりやすい時期になってきました。厳しい冷え込みに備えて凍
結防止に努めましょう。

剪定枝葉収集実施のお知らせ

問 生活環境課 廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118

問 学校教育課 庶務係　TEL 0952-84-7128

問 水道課 業務係  TEL  0952-84-7119
西佐賀水道企業団 TEL  0952-68-2225

※天候により中止の場合もあります。
   （中止の際は行政放送、ケーブルテレビ放送、ホームページでお知らせします）

小雨
決行

30cm以下

＊チップの無料配布はありません。
　役場でチップ機の貸し出しを行って
　いますのでご利用ください。

ごみの収集ではありません。ルールとマナーを守ってください。

水道管の凍結や破損にご注意！

水道管が凍結しやすいところは？

日　時 : 2月8日(土)・9日(日)
　　　　13時30分～16時30分
場　所： 白石町役場東側テニスコート駐車場

・水道管がむき出しになっている所
・建物の北側に面している所や風当たりの強い所
・建物の外にある蛇口など

もし水道管が破損したら・・・
　もし水道管が破損して漏水しているときは、メー
ターボックス内にある止水栓(もとせん)を閉めて、破
損部分に布やテープをしっかりと巻きつけて一時的
な応急手当てをし、白石町指定給水工事事業者に修理
を依頼されるか、役場水道課へご相談ください。
　白石町指定給水工事事業者は、白石町ホームページ
に掲載しています。

水道管の凍結を防ぐには
・むき出しの水道管や蛇口の部分にいらなくなった布
などを巻きつけ、さらにその上から濡れないように
ビニールなどで保護すると効果があります。
・メーターボックス内の水道管やメーターは、ボックス
の中に発泡スチロールを入れたり、布などで覆うと
効果があります。
・床下などに配管されている水道管は通気口を板など
でふさぎ、直接冷たい風にさらされないようにしてく
ださい。

※西佐賀水道企業団の給水区域は、別途お問い合わせください。

　白石町教育委員会では、教育活動の充実と、児童生徒の健全な育成の手助けを行うスクールアシスタント（学
校教育支援員）を町内の小中学校に配置しています。
主な業務・・・・・・・・・・
　・個別の支援を必要とする児童生徒への対応補助
　・授業や補充学習などの指導補助
　・学校行事における指導および準備・運営補助
　・学校事務補助
　・その他、目的の趣旨に照らして校長が必要と認める校務・指導補助
勤務時間・・・・・・・・・・
　１日７時間、週２８時間が限度
対象者・・・・・・・・・・
　・この目的の趣旨を理解し、積極的に取り組む意欲のある人
　・教育職員免許状を有するまたは取得見込みの人
　・将来に向けて教員を目指している人のほか、児童生徒の学校生活面での個別対応の支援および事務的支援
　　に対し経験・技術を有する人
登録について・・・・・・・・・・
　白石町教育委員会および各学校備え付けの様式に、必要事項を記入のうえ、白石町教育委員会に提出してくだ
　さい。様式は白石町ホームページからもダウンロードできます。
注意事項・・・・・・・・・・
　　登録であり採用ではありません。各学校で必要とするスクールアシスタントを登録者から採用します。
　　なお、採用に際しては、文書や面接等による審査のうえ決定します。
　　詳しくは、白石町教育委員会学校教育課へ
　　お問い合わせください。

スクールアシスタント（学校教育支援員）
の登録を受け付けています

白石町の魅力を探訪
佐賀のめぐみ体感ツアーｉｎ白石町・鹿島市佐賀のめぐみ体感ツアーｉｎ白石町・鹿島市

　佐賀県主催の「佐賀のめぐみ体感ツアーｉｎ白石町・鹿島
市」が開催されました。
　今回は、東京圏から１３人の移住希望者が、11月27日か
ら2日間の日程で白石を訪れ、レンコンの圃場や集荷場、ＪＡ
いちごトレーニングファーム、育苗センター、ノリ網の冷凍
倉庫などの様々な施設を見学し、白石町の魅力を体感しま
した。
　また、移住の先輩であるしろいし農業塾卒業生との意見
交換も行われ、移住生活について、賑やかに語り合いました。

認知症は人生最後の子育て！
第14回白石町社会福祉大会

　１１月３０日、ふれあい郷自有館で第１４回白石町社会福祉大会（主催：
白石町社会福祉協議会）が開催され、空舞流のよさこい踊りで幕が開きま
した。
　第１部では９人の民生委員・児童委員の永年表彰と「ふくしの標語・絵
画コンクール」に入賞した小中学生２７人の表彰が、第２部では佐賀県長
寿社会振興財団共催のゆめさが大学公開講座として、映画監督でノンフィ
クション作家の信友直子氏による記念講演「認知症が私たち家族にくれ
たギフト」が行われました。
　認知症の母と、母を支えようと90歳過ぎで頑張る父。家族や地域の絆
の中で、認知症がくれたギフトは「人生最後の子育て。人としてたくさんの
ことを教えてもらった」と体験談を語り、聴衆の笑いや涙を誘っていました。

……………………………………………………………………………………………………

すまいる

 in  Shiroishiまちのわだい
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▲めずらしそうにノリ網を見ているツアー参加者の皆さん

▲甘える母を淡々と世話する父を
　「いい男だな」と見直したと語る信友氏



 in  Shiroishiまちのわだい in  Shiroishiまちのわだい

株式会社グッデイ・白石町
災害支援協定締結福岡に白石の特産品をお届け

しろいし水曜市

白石の子どもたち大活躍！
第63回 佐賀県中学校英語暗唱大会 佐賀県知事賞受賞

　１１月２０日、福岡市役所の九州広場で「しろいし水曜市」
を開催しました。
　しろいし水曜市は町の特産品を県外へＰＲしたいと、道の
駅しろいしや役場の職員が毎月第３水曜日に福岡市役所で
行っているものです。
　この日はれんこんやたまねぎ、海苔などの特産品や、れん
こんを使ったお菓子などを販売し、昼時になると売り場はた
くさんの来客で賑わいました。中でも泥つきれんこんは一番
人気で、１０月よりもより多めに持ってきた２００Ｋｇのれんこ
んが、あっという間に売り切れてしまいました。

いじめが生む不幸を無くしたい！
覆面プロレスラー いじめ撲滅講演会

　１１月２９日、白石中学校で、覆面プロレスラーの将火怒選手による
「いじめ撲滅講演会」が行われました。
　将火怒選手は、自身が経験した「いじめ」や「不登校」のことをテーマ
に、「いじめられている人がいたら友達になって守ってほしい。悲しいこ
とがあったら正直に家族に話してほしい」と生徒たちに語りました。
　また、いじめを乗り越えるきっかけとなったプロレスとの出会いにつ
いて話し、夢を持つことの大切さと、夢を叶えるための困難を乗り越える
努力をしてほしいと呼びかけました。
　講演後は、生徒たち一人ひとりが将火怒選手とハイタッチ！いじめに立
ち向かう勇気をもらいました。

　１１月１２日、上峰町町民センターで行われた、第６３
回佐賀県中学校英語暗唱大会に白石中学校３年の鶴田
紗夕季さんが出場し、最高賞の佐賀県知事賞を受賞し
ました。
　鶴田さんは幼い頃から英会話教室に通い、普段から
自発的に英語の学習に取り組んでいるそうです。「最高
賞をとれるか自信がありませんでしたが、とりたい気持
ちは誰にも負けていなかったと思います。今回の受賞
で自信がついたので、このことを高校でも生かし、将来
は海外で活躍できるように頑張ります」と、受賞の喜び
と将来への意欲を語りました。

しろいしジュニア合唱団 佐賀県青少年育成県民会議顕彰受賞

　１１月２４日、唐津市文化体育館文化ホールで、令和
元年度子ども・若者育成支援県民大会が開催され、し
ろいしジュニア合唱団が表彰を受けました。
　長年に渡る合唱活動が地域の活性化と、青少年の健
全育成に貢献していると評価され、今回の受賞となり
ました。
　しろいしジュニア合唱団では、団員を随時募集して
います。みんなと一緒に楽し
く歌って活動してみません
か。（問　生涯学習課 生涯
学習係　ＴＥＬ ０９５２－８４
－７１２９）

▲毎月楽しみにしている常連さんもいます ▲協定書への調印を交わしました

▲ありがとうございました

▲いじめは、される人、する人、見ている人、
　誰もが幸せになれないと訴えます

　１１月２２日、白石町と株式会社グッデイが、
大規模な災害に備え、「災害時における物資の
調達及び供給に関する協定」を締結しました。
　グッデイは現在、約５０の自治体と協定を結
んでおり、県内では白石町が３つめの自治体で
す。
　この協定により、同社が持つ豊富な物資と流
通のネットワークを利用し、災害時に必要な資
材の供給を、より迅速に受けることができます。

白石町の障害者支援に活用を！
（株）スーパーモリナガからの寄付

　白石町の障害者支援に活用してくださいと（株）スーパーモリナガ
（堤浩一社長）から寄付の申し出があり、１１月２０日に贈呈式が行
われました。
　同社は「地域貢献をしたい」との考えから、障害の有無にかかわら
ず、分け隔てなく働けるようにと職場環境づくりに努められていま
す。
　いただきました寄付は有効に使わせていただきます。

まさかど

12
月
４
日
に
町
長
へ
受
賞
を
報
告

テーマ「1日に３５０ｇの野菜を食べましょう」

青菜とちくわの辛し和え

・小松菜…………………… 240ｇ
・人参…………………………40ｇ
・ちくわ…………………… 細2本
　　・だし汁……………大さじ４
A　 ・しょうゆ………… 小さじ1
　　・練りからし………小さじ２

 

 

作り方

カ おいしい
健康レシピ
ンタン

「1日に350ｇの野菜を食べましょう」と言われてもピン
とこない人も多いと思います。お浸しや煮物、サラダな
ど小さめの皿の料理で約70ｇの野菜が取れます。野菜
炒めなどの大皿料理は2皿分に数えて、1日5皿を目標に
食べましょう。

Vol.92

①ちくわは斜め薄切りにする。にんじんは4cm長さの細切りにする。
②小松菜はよく洗い、塩少 （々分量外）を加えた湯で約1分30秒ほど茹で冷
水にとり冷ます。しっかり水気をしぼり、4cm長さに切る。人参も約1分茹
でてざるにあげて水気を切る。
③Aを混ぜ合わせ、②とちくわを加えて和え、器に盛る。

（1人分：エネルギー41kcal　塩分0.8ｇ）

……………………………………………………………………材料：4人分
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白石町では、妊娠期から子育て期にわたり切れ目のない
支援を目指し「子育て世代包括支援センター」を
白石町保健福祉課内に開設しました。
妊娠・出産・子育てをより一層応援していきます。

第3回
須古小学校区地域づくり協議会設立準備に係る事前打ち合わせ
　11月19日、三近堂コミュニティセンター
で、第３回須古小学校区地域づくり協議会設
立準備に係る事前打ち合わせが開催されま
した。
　今回は、準備委員会開催へ向けた役割を
決めた後、４班に分かれて『須古の各地区で
起こっていること（自然災害、子どもたち、歴
史や文化の継承など）』について意見を交換
し、その意見を記した付箋を手書きの地図
に貼りつけながら、各地区の状況の情報共
有を行いました。
　町では、今後もこの模様を町民の皆さん
に随時お知らせしていきます。

白石町子育て世代包括支援センター
を開設しました

子育て世代包括支援センターとは

妊娠・出産・育児の不安など
一人で抱え込まずにお気軽にご相談ください。

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

・廻里津住宅　1戸
白石町大字戸ヶ里1663番地
　昭和53年建築（中層耐火構造3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
　・１月１５日（水）～３１日（金）
※期間内に申し込みのなかった住宅は、
　２月２８日（金）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）。

妊娠期から子育て期にわたり、ワンストップで相談できる機関です。

各子育て支援機関や医療・福祉の専門機関と連携し、妊娠・出産・育児に関する相談、悩みや疑問な

どに対して切れ目なく支援していきます。

また、保健師等の専門職が母子健康手帳交付時に、すべての妊婦さんと個別面接を行い、必要に応

じて個別支援プランを作成し、継続的に支援をしていきます。

問 建設課  建築住宅係　TEL 0952-84-7124

問 企画財政課 白石創生推進係　TEL 0952-84-7112

問 保健福祉課内　子育て世代包括支援センター　TEL 0952-84-7116

９組がカップリング！！
第２回 白石の地で縁結び

　１１月４日、須古城周辺で「第２回 白石の地で縁結び」
が白石町婚活サポーター主催、町内各団体の青年部、須
古歴史観光振興会の協力で開催されました。
　当日は、男性１９人、女性１７人の参加があり、それぞれ
が「須古城散策」や「デザートビュッフェ」などの出会いの
キッカケを楽しみ、和やかな雰囲気のなか、９組の参加者
がカップリングされました。
　白石町はこれからもご縁を結ぶお手伝いをしていきま
す。
※カップリングとは・・・「もう少し話してみたい」と互いに
　思った男女が、連絡先交換をすることです。

 in  Shiroishiまちのわだい

　１１月２０日に、第８回白石町学校統合再編審議会
が開催されました。
　前回に引き続き、小学校の再編策等について、将来
を見据えたかたちでの学校適正規模、学校の位置等
について様々な意見を出し合い、議論が行われまし
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８回白石町
学校統合再編審議会が開催されました

問 学校教育課  学校統合再編係　TEL 0952-84-7128
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▲須古城の屏風岩に参拝する参加者

▲意見交換の様子



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1
　新しく購入した石油ファンヒーターに、保管していた灯油を入れたところ、エラー表示が出た。
メーカーからは、「灯油に水分が含まれておりエラー表示が出た。部品交換が必要」と言われた。

（70歳代　男性）
事例2
　先日購入した石油ストーブに、昨シーズンの残りの灯油を入れて火をつけた。その日は点火でき
たが、2日後にはつかなくなった。メーカーには「灯油が古かったからからではないか」と言われた。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（60歳代　女性）

＜ひとこと助言＞
☆灯油は、保管中に日光や熱により変質したり、水や異種の油などが混入したりして「不良灯油」になるこ
とがあります。不良灯油を暖房器具に使用すると煙が出たり緊急消火ができなくなったりするなど、故
障の原因になります。
☆昨シーズンのものなど、変質の可能性がある灯油は使用しないでください。
☆暖房器具を片付けるときは、取扱説明書に従って内部に灯油を残さないように処理してから保管する
ことが大切です。
☆灯油はそのシーズン中に使い切りましょう。
☆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。

：1月9日（木）・16日（木）
　　23日（木）・30日（木）
10:00～16:00
（12:00～13:00は昼休み）
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2月の相談日
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1月の相談日

暖房器具に昨シーズンの灯油を使わないで

学校教育は今 [ 有明中学校 ]  

■創　立　昭和３７年
■校　長　下平　博明
■生徒数  １７７人（R1.5月現在）
■住　所  白石町大字坂田290番地１
■ＨＰアドレス
      http://cmｓ.saga-ed.jp/hp/ariake-j

～笑顔さわやか、ひとみ輝く有中生～

「みんなで創り上げよう 輝く A.J.H」

A=あいさつ・Action　明るく元気なあいさつ・返事！

H=ハートフル　Heartful　思いやりの心をもって行動！
J=時間・Judge　自ら正しく判断し！

　本年度の有明中学校は、１年生６３人、２年生５８人、３年生５６人の合計１７７人の生徒と
３０人の学校スタッフが一緒になって学校教育目標「心身ともに健康で、主体的に学び行動
し、未来を拓く生徒の育成」をめざして日々活動しています。
　本年度は、「 みんなで創り上げよう 輝く Ａ.Ｊ.Ｈ（Ariake Junior High School) 」を、めざ
す生徒像実現のためのスローガンとして掲げました。「Ａ＝あいさつ・Action」、「Ｊ＝時間　
Judge」、「Ｈ＝ハートフル　Heartful」の三つを全校生徒・教職員で共通理解して、長年、本校
で受け継がれてきた「笑顔さわやか、ひとみ輝く有中生」をめざして、毎日の授業や学級活動、
学校行事や生徒会活動、部活動など一つ一つの取り組みに一生懸命にがんばっています。

白
石
町
の
開
催
日
は

毎
週
木
曜
日
で
す

互いを尊重し、安心して学校生活ができるようにハートフル宣言を掲げ、全校生徒で唱和しています。

文化発表会3年劇 体育大会応援合戦 中体連前全校生徒でスクラム
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火曜日～日曜日  10:00～17:00

ひ　こさんしんこうなめらかな世界と、その敵
伴名 練 著　  早川書房

●1月の休館日

1月のおはなし会・じょうえい会

ゆうあい教室「みのりちゃんを作ろう」

ゆうあい図書館

図書館 情報

楽習館

いくつもの並行世界を行き来す
る少女たちの青春を描いた表題
作のほか、伊藤計劃「ハーモニー
」へのトリビュート「美亜羽へ贈
る拳銃」、未曾有の災害に巻き込
まれた新幹線の乗客たちをめぐ
る書き下ろしなど、全6編を収録。

いつまでも元気に過ごしたいアク
ティブシニアのための自転車誌。
スポーツ自転車の基礎知識やカス
タマイズ法、素敵な自転車ライフを
送る先輩ライダーと愛車などを紹介
する。スポーツ自転車のカタログ、
ショップガイドも収録。

Q&Aでわかる子どものネット依存とゲーム障害
樋口 進 著　  少年写真新聞　　
子どもたちのネット依存が急激
に増えている。オンラインゲーム
やSNSに夢中になる子どもへの
接し方、保護者と学校の連携、
重症の子どもの様子と受診させ
る方法、そして病院での治療な
どをQ&A形式で紹介する。

図書紹介

図書紹介

図書紹介

ノラネコぐんだん　カレーライス
工藤 ノリコ 著　　　白泉社

はい、さようなら。
瀬戸内 寂聴 著　　光文社

ワンワンちゃんのお店「ワンワンカレーライ
ス」は、ジャングルみたいなすてきなお店。
屋根の上からお店をのぞくノラネコぐんだ
んは、夜が更けるとお店に忍び込み、大量
のシーフードカレーを作りました。「カレー
ライスかんたんだったね」と得意げなノラ
ネコたち。でも、その背後には、「ガルル、い
いにおい．．．」と暗闇に光る二つの目
が．．．。累計１５０万部の大ヒットシリーズ
の最新刊です。

「涙も老いも、ここに捨てて帰りましょう。」全
国から悩める人々が集う日曜説法10年分
をこの1冊にまとめました。京都・寂庵で人々
を笑顔にしてきた、現在97歳の寂聴先生の
法話には「生き方の極意」が詰まっていま
す。寂聴流、歳をとることを楽しむ方法、永訣
の苦しみを乗り越える方法とは。ご年配の方
を励ます言葉が盛りだくさんです。

М 愛すべき人がいて 

博多から上京したありふれ
た少女あゆを変えたのは、
あるプロデューサーとの出
会いでした。
誰もが知っている歌姫こと
浜崎あゆみ誕生に秘められ
た、彼女がスターに上りつ
めるまでの出会いと別れが
綴られた本です。

60歳からはじめる自転車ライフ
辰巳出版

図書室
有明公民館

おはなし会　11日（土）・25日（土）　14時30分～
じょうえい会　18日（土）　１４時～

場所：ゆうあい図書館  おはなしの部屋

日時：１月１９日（日）１３時３０分～
場所：ゆうあい館　研修室
対象：小学５年生～大人
定員：１０人
持ってくるもの：はさみ、のり
問い合わせは、ゆうあい図書館まで

1月/６日（月）/13日（月）/14日（火）/20日（月）
　 27日（月）/30日（木）
2月/３日（月）/10日（月）

開館時間：10:00～18:00

開館時間：

開館時間：8:30～22:00

・１月５日～２月１０日

●1月の休館日
1月/６日（月）/13日（月）/14日（火）/20日（月）/27日（月）
2月/３日（月）/10日（月）

・1月５日～2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

英彦山信仰

VOL.176

　英彦山は福岡県と大分県の境にそびえる標高約1,200ｍの山であ

り、古来より修験道（日本古来の山岳信仰）の聖地として信仰されてきま

した。現在は、英彦山神宮が立地しています。御祭神は、天照大御神（日

神）の御子の天忍穂耳命であり、鎮座するその山は「日の子の山」すなわ

ち「日子山」と呼ばれていました。弘仁10年（819）に嵯峨天皇の詔により

「日子」を「彦」に改め、さらに享保14年（1729）に霊元法皇の院宣によ

り「英」の一字が与えられ「英彦山」となりました。

　英彦山は、豊前国（現：福岡県の一部）に属しますが、中央の朝廷、九

州一円など広く信仰を集めました。江戸時代、特に信仰を寄せ手厚く支

援した大名の一つが佐賀藩の大名であった鍋島家です。

　佐賀藩初代藩主勝茂は寛永14年（1637）に青銅製の鳥居である銅

鳥居を寄進しており、国の重要文化財に指定されています。

　英彦山の社殿は、幾度となく火災に遭い消失を繰り返していますが、

その再建を鍋島家が支援しています。英彦山中岳山頂に建つ現在の御

本社（上宮）は天保13年（1842）～弘化２年（1845）にかけて10代藩

主斉正（直正）によって再建されたものです。

　藩主の信仰が篤かった佐賀藩では、英彦山信仰が領民にも広がり、

英彦山詣でが人気を集めました。九州において特に肥前（現：佐賀県・

長崎県）は信仰が盛んであり、長野覺氏による江戸時代の１～８の等級

に分けられた信仰圏の中でも、白石地域は第

１等級に分類されており特に信仰が盛んで

あったことが分かります。町内の横手上には、

英彦山神社が建立されているのも信仰を示す

一例でしょう。

　江戸時代、須古を治めた須古鍋島家も英彦

山を深く信仰しました。龍造寺隆信の甥にあた

る２代須古影庵（信明）が病気平癒を感謝して

寛永15年（1638）に「仁王般若経（色紙経）」

を英彦山へ奉納しています。仁王般若経は、法

華経や金光明経ともに護国三部経の一つとし

て尊重されました。奉納された仁王般若経は、金銀箔・雲母を使用した平安時代の装飾経です。平安時代の装飾経

の多くが法華経である中、現存する唯一の仁王般若経の色紙経として貴重であり、国の重要文化財に指定されてい

ます。江戸時代、英彦山では毎月28日に仁王般若経の教説に基づく月次仁王会が開かれていました。

※英彦山神宮、福岡県添田町役場まちづくり課より史料の提供等ご協力をいただきました。ありがとうございました。

〈参考文献〉
・『霊峰英彦山―神仏と人と自然と―』九州歴史資料館、平成29年
・長野覺『英彦山修験道の歴史地理学的研究』名著出版、昭和62年
・重藤秀世『2019年版 山と高原地図 57福岡の山 ・々宝満山・英彦山』、昭文社、令和元年

 生涯学習課生涯学習係
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勝茂が寄進した銅鳥居

斉正が再建した御本社（写真中央）

小松成美 著　　幻冬舎 
こんこうみょうきょう 影庵が奉納した仁王般若経（英彦山神宮蔵）
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EXPRESSEXPRESS

月  日 曜日 内　科 外　科
1
2
3
5
12
13
19
26
2
9

1

2

水・元日
木
金
日
日

月・成人の日
日
日
日
日

吉村医院
坂本内科医院

古賀小児科内科病院
原田内科医院
白石共立病院
有島病院
戸原内科
藤崎医院
溝口医院

かわぞえ内科ｸﾘﾆｯｸ

白石町
大町町
江北町
白石町
白石町
白石町
大町町
江北町
白石町
白石町

0952-84-2155
0952-71-3060
0952-86-2533
0952-87-3737
0952-84-6060
0954-65-4100
0952-82-2051
0952-86-3231
0954-65-2046
0952-37-5593

高島病院
白浜医院
森外科医院
古賀病院
順天堂病院
有島クリニック
稲富胃腸科外科
白石共立病院
高島病院

藤井整形外科病院

白石町
白石町
白石町
江北町
大町町
白石町
白石町
白石町
白石町
白石町

0954-65-3129
0954-65-5006
0954-65-2059
0952-86-2070
0952-82-3161
0954-65-2066
0952-84-3027
0952-84-6060
0954-65-3129
0952-84-5880

日

日

日

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
1歳児歯科健診
　〈受付〉13:00～13:30
Ｈ31年1月～2月生
母子健康手帳・問診票・（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11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
女性のための巡回
相談
　10：00～16：00

行政相談
　9：00～12：00

消費生活相談
　10：00～16：00
ママカフェ
　13：30～15：30
事前申込者

大

大

総

有

健

会

相

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

交

交

交

10

26

11

★保健行事予定
◆相談会
●町行事予定　

元

2 53 4 86 7

保健福祉課
健康づくり係
0952-
８４-７１１６

◆

◆

駐在員会
　9：00～
ファイナンシャル
プランナー相談会
　9：00～20:00
要予約（税務課）
法律相談
　10：00～12：00

◆

◆

◆

消費生活相談
　10：00～16：00
◆

日本語交流会
　19:00～21:00

●

日本語交流会
　19:00～21:00
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

●

★

●

★

日本語交流会
　19:00～21:00
●

じょうえい会
　14：00～

●

消防出初式
　9：00～11：00
総合運動場
法律相談
　10：00～12：00
おはなし会
　14：30～

●

◆

●

おはなし会
　14：30～

●

◆

★

◆

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９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
◆

ゆうあい教室
「みのりちゃんを
作ろう」
　13：30～
日本語交流会
　13：00～15：00

●

●

子育て相談室
「すくすく相談」
　13:15～
事前申込者

★ ◆

●

★

身体障害者相談会
　9:00～11:00

◆

親子相談室
　13：30～15：00

◆

9

15

行政相談
　9：00～12：00
立志式
　10：30～12：00

◆

●

8

16 1712 13

5 6

14

7

18

22 23 24 2519 20 21

129 30 3127 28

１ くらしのカレンダー 1/5▶
令和２年

2/10
※12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

Jan

相

相
消費生活相談
　10：00～16：00
1歳６カ月児健診
　〈受付〉13:00～13:30
H30年5月～6月生
母子健康手帳、問診
票・尿

◆

★

会

人権相談・行政相談
　9：00～12：00

◆
会

人権フェスティバル
　 9：00～11：30
●

9 10

法律相談
　10:00～12:00

●

11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

105件

78件

前年比－10件

前年比－13件

20件

14件

0件

4件

22件

0件

前年比 ＋13件

前年比　－1件
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自転車や車、自宅等に確実な施錠をお願いします。
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　宝くじ文化講演「海援隊トーク＆ライブ2020」
　1月18日（土）
　有明スカイパークふれあい郷自有館ホール
　好評につき前売券が完売しましたので、当日券の
　販売はありません。
■問合せ先　生涯学習課　☎0952-84-7129

　新規就農を考えている皆さん
　佐賀県農業大学校で「社会人のための就農基礎講
　座」が開催されます。
■日　程　２月２０日（木）～２２日（土）
■講座内容
　就農に向けた経営事例紹介、農作業実習、野菜共
　同販売の現地研修、トレーニングファームの現地
　見学　他
■対象者
　佐賀県内で就農を目指す６５歳未満の社会人
■募集定員　１０人程度
■申込締切　１月３１日（金）
■問合せ先
　佐賀県農業大学校研修部技術研修課
　☎０９５２－４５－２１４５

　佐賀県立うれしの特別支援学校
　ゆめタウン販売会
　生徒が作業学習等で製作した作品を販売します。
　皆さんのお越しをお待ちしています。
■日程
　【中学部販売会】１月３１日（金）[イス、小物など]
　【高等部販売会】２月１８日（火）[花、野菜など] 
■会場（同日２会場）
　ゆめタウン武雄１階　１０：００～１６：００
　うれしの特別支援学校１０：００～１４：３０
■問合せ先　
　佐賀県立うれしの特別支援学校
　☎０９５４－６６－４９１１

　職業訓練受講生募集（３月入所生）
■募集科名
　ＣＡＤ／ＮＣオペレーション科、溶接技術科
　住環境ＣＡＤ科、電気保全サービス科
■訓練期間　３月３日（火）～８月２８日（金）
■募集期間　１月３１日（金）まで
■入所選考　2月８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

　杵藤地区広域市町村圏組合
　介護保険事務所 在宅認定調査員募集
■業務内容
　介護保険法に基づく認定調査
　（調査および調査票作成）
■募集人員　若干名
■雇用期間 　２月３日～３月３１日（約２ヵ月）
■資 格 等
　昭和３０年４月２日以降生まれの認定調査の経験
　がある人で、自宅でインターネットが利用可能な人
■勤務形態
　自宅を拠点に業務を行います
　(自己所有車を使用)
■募集期間　１月６日～２０日（土日祝日を除く）
■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
　☎０９５４－６９－８２２７

　武雄税務署からのお知らせ
■国税に関する一般的な相談は電話相談センターへ！
　電話相談センターでは、税務に精通した国税局の
　職員がお答えします。
■☎０９５４－２３－２１２７
　（受付時間　８時３０分～１７時
　　土・日・祝日および年末年始を除きます）
■税務署窓口での相談を希望する場合は、原則とし
　て「事前予約」が必要です！
【武雄税務署所在地】
　〒８４３－００２１　武雄市武雄町昭和１２－１０
　　　　　　　　　　武雄市役所５階
【開庁時間】
　８：３０～１７：００
　※相談時間の目安は１６時までとなっています。ご
　　理解とご協力をお願いします。
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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



再生紙を使用しています
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特賞

2等

3等

4等

8本

しろいしMYカード

加盟店の

300ポイントプレゼント

12本

32本

写真はイメージです

写真はイメージです

ガソリン券5,000円分

鉢盛利用券5,000円分

JTB旅行券
60,000円
JTB旅行券
60,000円

商品または商品券3,000円分

町内指定のお店で使える！

町内指定のお店で使える！

１等 36本
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●世帯
●人口
　男性
　女性

（  －3）
（－32）
（－15）
（－17）

7,677世帯
　22,826人　
10,818人　
12,008人　

令和元年11月末現在（対前月比）
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◆令和2年1月18日（土）12：00～16：00 
　　会場／福富ゆうあい館・有明公民館
◆令和2年1月19日（日）12：00～16：00 
　　会場／白石元気のたまご

◆抽選日時・会場

カード50ポイントで
1回抽選！
※ただし、お一人様10回までです。

カードに50ポイント以上あれば
どなたでも参加できます!!

抽選で使用されたポイントはカードから差し引かれます。

●各会場の抽選回数
　福富ゆうあい館1,000回／有明公民館1,000回／白石元気のたまご2,000回
※各会場、上記の回数になり次第抽選会は終了となりますので、早めにおいでください。空くじな

し！
空くじな

し！

（白石町商工会内）（白石町商工会内）しろいしカード会 0952-84-2043しろいしカード会 0952-84-2043
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