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知事と一緒に「佐賀さいこう！」

の ら

［写真］知事広聴事業「カチカチ農楽が〜る」(13ページ)
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白石町

職員採用試験

■採用予定人数
一般事務
5人
一般事務（社会人経験者）1人
建築
1人
保健師
1人
■受験資格
一般事務
・平成5年4月2日から平成15年4月1日まで
に生まれた人
・その他、居住地等の要件があります。
一般事務（社会人経験者）
・昭和60年4月2日から平成5年4月1日まで
に生まれた人
・民間企業等（官公庁を含む）での職務経験が、
令和2年6月末日現在で通算3年以上ある人
・その他、居住地等の要件があります。
建築
・昭和55年4月2日以降に生まれた人
・居住地要件はありません。
・建築関連の民間企業等（官公庁を含む）での
職務経験が、令和2年6月末日現在で通算し
て3年以上ある人で、一級建築士または二級
建築士の資格を有している人
保健師
・昭和60年4月2日以降に生まれた人
・居住地要件はありません。
・保健師免許所持者または令和3年3月31日ま
でに免許取得見込みの人

■試験の日程・会場・方法
第一次試験
9月20日（日）
会場 佐賀県立佐賀工業高等学校（予定）
・教養試験（五肢択一式問題）
・性格特性検査
・専門試験（建築のみ、教養試験・性格特性
検査に引き続き、専門試験を行います）
第一次合格者発表 10月上旬〜中旬
第二次試験（第一次合格者のみ）
10月24日（土）および10月25日（日）予定
※試験区分によって、いずれかの日程で行い
ます。
会場 白石町役場
・面接試験および作文試験
最終合格者発表
11月中旬
■受験手続および受付期間
申込書および試験案内は、役場総務課職員係
（庁舎2階）で交付しています。また、郵便で
請求することもできます。
受付期間
7月13日（月）〜8月14日（金）
土、日、祝日を除く8：30〜17：15
■問合せおよび申込先
総務課職員係（庁舎２階）
〒849-1192
住所 白石町大字福田1247番地1
電話 0952-84-7111

新型コロナウイルスの影響で売上が20％以上減少した町内商工業者の皆さんへ

「白石町事業継続応援金」
の申請はお済みですか？

1事業所

20万円

申請期限：8月31日(月)必着

詳しくはこちらから☟

○要件・提出書類など、
詳しくは町ホームページに掲載しています。
○申請書は、
町ホームページでダウンロード、
または役場商工観光課と白石町商工会に
設置しています。
申請書を記入のうえ、
原則郵送での提出をお願いします。
○提出・問合せ先：商工観光課または白石町商工会
問

商工観光課 商工係 TEL 0952-84-7123
白石町商工会 TEL 0952-84-2043

特別定額給付金の申請はお済みですか
特別定額給付金の申請期限は８月14日(金)までです！
期限を過ぎると申請ができませんので、
まだ申請が済んでいないご家庭は8月14日
（金）
（※当日消印有効）
まで
に申請をお願いします。
◆特別定額給付金を装った"振り込め詐欺"や"個人情報の詐取"にご注意ください◆
問

企画財政課 政策調整係

TEL 0952-84-7112

不当な差別や偏見をなくしましょう
商工観光課 商工係
川﨑 玲奈

先輩の

声

●役場で働いて感じたこと
入庁して2年目になりました。役場の仕事
はとても幅が広くどの分野の業務でも町民の
皆さんの暮らしをサポートする大切な仕事だ
と感じます。色々な業務を経験でき、自分が
関わった仕事が町の発展に繋がるような達成
感もあります。
役場の仕事は、1人でできる業務ばかりで
はありません。分からないことに直面するこ
とや難しい業務もありますが、町民の皆さん
や多くの先輩・同僚に支えてもらいながら毎
日頑張っています。
役場を目指す皆さん、私たちと一緒に白石
町をもっと素敵な町にしていきましょう。
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生涯学習課 国民スポーツ大会・全国
障害者スポーツ大会推進係
松尾 航太
●役場での仕事について
入庁して2年目となりましたが、先輩たち
の優しいサポートのおかげで日々少しずつ成
長しながら業務に取り組むことができていま
す。また、どんなことでも周りの人と協力す
る環境が整っているので、安心して仕事をす
ることができます。
役場には様々な部署があり、色々な知識と
経験を得ることができます。さらに、多くの
町民の皆さんと関わることができます。町民
の皆さんから頼りにしていただいたときが一
番嬉しく、この仕事の最大の魅力だと感じて
います。
役場での仕事に興味がある皆さん、ぜひ一
緒に、安心して暮らせるより良い白石町を目
指して頑張りましょう。

新型コロナウイルス感染症に関連した差別や偏見などの心無い行為で、
感染者やその家族、
対策や治療に取り
組む皆さんを傷つけてはいけません。
不安や恐怖に負けず、
正しい情報を入手して冷静な行動を心掛けてください。
「もし自分や大切な人が感染したら」
と考えて、大変な状況にある人の心に寄り添い、皆で支え合ってこの困難
を乗り切っていきましょう。
〜人権問題で困っている場合は一人で悩まずこちらにご相談ください〜
【電話受付時間】平日8：30〜17：15
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ひとり親世帯臨時特別給付金について
ひとり親世帯を支援するため、給付金を支給します！

新型コロナウイルス感染症の影響で、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難
が心身に生じていることを踏まえ、
こうした世帯の子育ての負担の増加や収入の減少に対する支援を行うた
め、国から臨時特別給付金が支給されます。

1.基本給付
（児童扶養手当を受給している、
またはそれと同等の所得のひとり親世帯への給付）
※1
（1）
対象者 次のいずれかに該当するひとり親世帯
（※1）
が支給対象です。
①令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けている人
②公的年金等（※2）
を受けていることで、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されているなど、
児童扶養手当の支給を受けていない人
（※3）
※平成30年の収入額が児童扶養手当の対象水準である人
③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
申請者およびその扶養義務者の収入が児童扶
養手当の対象となる水準に下がった人
※1 児童扶養手当法に定める
「養育者」
も対象となります。
※2 遺族年金、
障害年金、
老齢年金、
労災年金、
遺族補償など
※3 既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている人だけでなく、
児童扶養手当の申請をしてい
れば、
公的年金等受給により令和2年6月分の児童扶養手当の支給が一部または全額停止されたと推
測される人も対象となります。
（2）
支給方法等
対象者①

対象者②、
③

7月末に児童扶養手当口座に佐賀県から振り込まれています。
申請が必要です。
申請内容を確認して指定口座に可能な限り速やか(9月以降)に振り込みます。
申請に必要な書類はお問い合わせいただくか、
町のホームページをご覧ください。
〔申請先〕
保健福祉課 福祉係
〔申請期限〕
2月26日まで

（３）
給付額 1世帯5万円、
第2子以降1人につき3万円

2.追加給付
（新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、
収入が減少している人への給付）
（1）対象者 １．基本給付の対象となる人で、上記対象者①または②に該当する人のうち、新型コロナウイルス
感染症の影響を受けて家計が急変し、
収入が減少した人。
（２）
支給方法等 申請が必要です。申請内容を確認して基本給付の口座に可能な限り速やかに振り込みます。
〔申請先〕
保健福祉課 福祉係
〔申請期限〕
2月26日まで
（３）
給付額 1世帯5万円
問

保健福祉課 福祉係

TEL 0952-84-7116

8月は児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成資格の更新時期です

■児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度

次のいずれかに該当する児童を監護している父、母もしくは父母に代わって児童を養育している人は、
手当の支給や医療費の助成を受けることができる制度があります。
・父母が離婚した児童
・父または母が死亡、
または生死不明の児童
・父または母が重度の障がいの状態にある児童
・父または母から1年以上遺棄されている児童
・父または母が1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(児童扶養手当)
（注意）所得、児童の施設入所、公的年金受給などについて制限があるほか、事実上婚姻関係と同様の状況
にあるときは受給できません。詳しくはお問い合わせください。

■児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成資格の
更新について
8月は「児童扶養手当」
・
「ひとり親家庭等(母子・父子家庭)医療費助成」の更新手続き期間です。期限まで
に届出がない場合、手当を受給できなくなりますので、
ご注意ください。所得制限により手当を受給していな
い人も届出が必要です。該当者には別途通知します。
※児童扶養手当は、支給開始月から5年を経過するなどの一部支給停止要件に該当している人は、手当の
2分の1が支給停止（減額）
となる場合があります。
対象者は、必要書類を期限までに提出すれば手当一部支給停止になりません。
◆受付期間 8月7日（金）〜17日（月） 8：30〜17：00（土日祝日を除く）
時間に余裕を持ってお越しください。
また、体調不良の人や仕事で受付期間内の来庁ができ
ない場合はご連絡ください。
◆場
所 白石町役場1階 会議室1
◆持参するもの 対象者には通知に記載していますので
問 保健福祉課 福祉係 TEL 0952-84-7116
ご確認ください。

ひとり親のためのパソコン講座を開催します
ひとり親家庭が安定した生活を得るため、一般就労が困難なひとり親家庭の親に対して、子育てと仕事
の両立が図りやすいＩ
Ｔを使った在宅就業や就労に役立つパソコン講座を開催します。
■対 象 者：佐賀県内在住のひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）の親
オンライン受講に参加できる人 事業の趣旨をよく理解し、
訓練に意欲を持って取り組める人
■訓練内容：①初級コース（9：30〜12：30）
・Word・Excel・PowerPointをはじめとしたパソコンの基本操作
・日商PC検定試験3級 試験対策
・個人情報保護・情報セキュリティ基礎・ビジネスメール・クラウド活用法など
②中級コース（13：30〜16：30）
・Word・Excel・PowerPointをはじめとしたパソコンの応用操作
・日商PC検定2級試験 試験対策
・個人情報保護・情報セキュリティ基礎・ビジネスメール・クラウド活用法など
オンライン受講
（お持ちのパソコン・スマートフォン・タブレットを通して自宅で受講できます）
■受講形態：
※土日祝日は休講
■期
間： 9月24日(木) 〜11月24日(火)
佐賀県子育て応援
■募集人員： 20人（各コース10人）
キャラクター
さがっぴぃ
■受 講 料： 無料（研修テキスト・パソコンは無料貸出）
■そ の 他： インターネット接続費用を一部助成
■申込方法： 郵送（申込用紙はセンターのホームページからダウンロードしてください）
■申込期限： 8月21日（金）必着
問・申込 特定非営利活動法人 ひとり親ICT就業支援センター TEL 0952-32-0221（平日9:30〜15:00）
※当事業は、佐賀県 男女参画・こども局 こども家庭課の委託事業で実施しています。
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ジェネリック医薬品に関するお知らせ
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、薬代の自己負担額をどのくらい軽減できるかを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。

○ 通知の対象となる人

国民健康保険

高額療養費※1の支給に関する申請方法の見直しについて
※1高額療養費とは…国民健康保険に加入している人の医療費が高額になったとき、年齢や世帯の所得に応
じて定められた自己負担額を超えて支払った分が国保から支給される制度のこと。
現在の申請方法

令和2年4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ヵ月あたりの自己負担額

高額療養費が発生したすべての世帯に申請書を送付。
その申請書と領収書等を持って保険係の窓口で申請。

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

①70歳以上のみの高齢者世帯については申請不要（自動振込）
【対象】下記のすべての条件に該当する世帯

1．
薬にかかった金額のみを表示しています。

・国保の世帯主および被保険者が全員70歳以上である

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伝えるもので、切り替えを強制す
るものではありません。

②返信用封筒による郵送申請も可能とする

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・販売される医薬品です。
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・効果を持つ医薬品ですが、
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する場合は、
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？
医療の質を落とさずに個人の負担と増大し続けている医療費を抑制することができます。

○ 通知ハガキに関する問合せ窓口
（受付時間は祝日を除く月〜金曜日の9：00〜17：00）
（通知ハガキ裏面にも記載しています）
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 TEL 0952-64-8476

負担限度額認定の更新申請について
現在お持ちの
「介護保険負担限度額認定証」
は有効期限が令和２年７月３１日
（金）
までです。
今後も介護保険の
施設サービスおよび短期入所利用を予定している人は更新申請が必要です。
更新申請の書類を８月３１日
（月）
ま
でに提出してください。

更新申請に必要な書類
①介護保険負担限度額認定申請書
③添付書類
（預貯金等の資産状況を確認できるものの写し）
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◎申請が必要な世帯へは、
診療を受けた月の2ヵ月〜3ヵ月後に申請書を送付します。
必要事項を記入・押印し、
郵
送または住民課保険係に提出してください。
◎70歳以上の世帯については、振込案内通知を送付しますのでご確認ください。
70歳未満の人が世帯主や国民健康保険の加入者となった場合および国民健康保険税の滞納が生じた場合
は、診療月ごとに高額療養費支給申請書の提出が必要となります。その場合は申請書を送りますので、提出
をお願いします。
問 住民課 保険係 TEL 0952-84-7115

ダニ
（マダニ類やツツガムシ類）
による感染症は、
例年4月から11月にかけて発生する傾向があります。
予防としてはダニに咬まれないことが重要です。

【予防法】ダニ対策
草むらや藪など、
ダニの生息する場所で活動する場合・・・
①長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴を着用し、肌の露出を少なくしましょう
②服や靴の素材等は、白っぽい色で滑りやすい素材を選びましょう
③上着やタオルは直接地面に置いたり木にかけたりせず、
バックの中にしまいましょう
草むらや藪など、
ダニの生息する場所で活動した後は・・・
①車や自宅に入る前に服などをはたきましょう
②ダニに咬まれていないか確認しましょう

【対応法】ダニに咬まれたら…

②同意書
（本人・配偶者
（いる場合）
の押印が必要）
杵藤地区広域市町村圏組合 介護保険事務所 給付係
長寿社会課 高齢者係 TEL 0952-84-7117

③領収書の添付（確認）は不要

ダニによる感染症に注意しましょう！

「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

06

・国保税の滞納がない
該当する世帯には、直近の高額療養費振込口座へ振り込みます。

○ ジェネリック医薬品とは？

問

・これまでに高額療養費の支給申請をしたことがある

令和2年8月申請分〜

TEL 0954-69-8221

・無理に引き抜こうとせず、医療機関（皮膚科など）
で処置をしてもらいましょう
・咬まれて数週間程度は体調の変化に注意をし、発熱・発疹・下痢などの症状が出た場合には早めに
医療機関を受診しましょう
問 保健福祉課 健康づくり係 TEL 0952-84-7116
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し尿・浄化槽汲み取り休業日のお知らせ
8月13日（木)〜16日（日）のお盆期間は、
し尿汲み取りは休業となります。
8/10（月・祝）
営業

8/11（火）
営業

8/12（水）
営業

8/13（木）
休業

8/14（金）
休業

8/15（土）
休業

8/16（日）
休業

8/17（月）
営業

汲み取りについては、直接業者へお問い合わせください。皆さんのご協力をお願いします。

【し尿・浄化槽汲み取り許可業者】
（株）エムズクリーンサービス
（株）三協環境開発
（有）原田衛生社

こちらに
お電話
ください。

0952-84-2953
0954-65-5035
0952-82-2213

※ごみの収集は、お盆期間も通常どおり行います。
問

生活環境課 廃棄物対策係

TEL 0952-84-7118

ペットと 暮らす毎日 ペットの飼い方に対する苦情が多く寄せられています。
フンは飼い主が持ち帰ろう！
「お散歩セット（ビニール袋、テッシュなど）」
を持って出かけるようにしましょう。フンは、そ
のまま放置したりせずに、家に持ち帰って適切
な処理をしてください。

むだ吠えをさせないで

散歩はリードをつけて！
犬はつないで散歩しましょう。犬を放して散歩
すると、他人にケガをさせる恐れがあります。
首輪やリードなどは、時々点検して安全を確認
してください。

犬の散歩の
ときは…
吠える理由

犬の吠え声の苦情も増えています。ペットの
飼養者の責務として、他人の迷惑とならない
よう、ペットの習性に応じた適切な管理を行
ってください。

犬が吠えることには、必ず理由があります。
散歩が足りないなど、愛犬がなぜ吠えている
かを理解し、適切な解決法を見つけることが
大切です。

■のら猫にエサをあげている人への苦情があります。
■最近、「家の庭にフンやおしっこをされる」「鳴声がうるさい」
などといった苦情が数多く寄せられています。
■かわいがるなら、日常の世話、去勢・不妊手術をするなど責任を
もち、その猫が周囲の人に迷惑をかけないようにしましょう。
問

農業・漁業などからの廃プラスチック類は、
ごみステーションに出せません

生活環境課 環境係

TEL 0952-84-7118

事業活動で出たごみ、農業用の肥料袋、ビニール類、
コンテナ、育苗箱、育苗ポッ
ト、畔波、漁業用の漁網などは産業廃棄物です。町では収集できません。
また、西部
クリーンセンターへの直接搬入もできません。
ルールとマナーを
守って違反ごみの
ない白石町に！
皆さんのご協力を
お願いします。

産業廃棄物処理業者にご相談ください。
産業廃棄物処理業者については、佐賀県
ホームページで確認をお願いします。

違反ごみ（農業用ビニール）

問

生活環境課 廃棄物対策係

TEL 0952-84-7118

古着・古布の出し方にご注意ください

《応募の条件》クイズはバス会社ごとに違い、全部で7問。
クイズ１問正解につき、抽選に１回チャレンジできるぞ。
全部のバス会社のクイズに答えて正解すると、最大７回抽
選にチャレンジできる！たくさんバスに乗って、
お宝ゲットの確率をアップさせよう！

古着・古布を出す場合は、透明のビニール袋にまとめて入れて地区名と名前を記入のうえ、各地区の回収所
に回収日の決められた時間までに出しましょう。
雨に濡れてしまうと再使用ができなくなってしまうので、中に水が入らないようにしてください。
出す場合には次のことに注意してください。

※各市町のコミュニティバスおよび高速バスは対象外です。

・汚れている物は洗濯してから出してください
・ボタンやファスナーは、取らないで出してください
・ポケットの中をよく確認し、異物が混入しないようにしてください
・ダウンジャケット、綿入り製品、革製品はもえるごみに出してください
汚れたものや破れたものは、
もえるごみで出してください。
また、バザーやフリーマーケットに出したり、
リサイクルショップを利用
したりすることも、
ごみの減量化につながります。
08
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問

※中が見えるように透明の
ビニール袋に入れてください

生活環境課 廃棄物対策係

TEL 0952-84-7118

■台紙の配布
小学校を通じて直接配布するほか、
バス車内で配布します。
■注意事項
応募は一人１回までとします。
参加費は無料ですが、バスの運賃は
参加者の負担です。

佐賀県地域交流部交通政策課

◎問い合わせ
「トレジャーバスクイズラリー」
事務局
（株式会社佐賀広告センター内）
平日 10：00〜16：00
（土日祝・8月８日〜16日除く）

電話 0952-28-3890
広報白石 R2・8 09

★佐賀県赤十字血液センターからのお知らせです。

献血バスが来ます

5年に1度の日本で最も重要な統計調査
「国勢調査」
が10月1日現在で実施されます。

400ｍL献血にご協力ください
皆さんからいただいた血液は、
病気やケガなどの治療のため
●日 時 8月17日
（月）
血液を必要とする人のために大切に使われています。
9：30〜11：30 13：00〜16：00
また、
血液
（赤血球製剤）
は有効期限が21日間しかありませ
んので毎日60人〜100人分の血液を確保し続けていかなくて ●会 場 白石町役場
はなりません。
【杵島ライオンズクラブ・白石町 共催】
尊い命をつなぐ献血に、
皆さんのあたたかいご協力をお願い
します。
問 保健福祉課 健康づくり係 TEL 0952-84-7116
日本に住んでいるすべての人と世帯が
対象です。生まれたばかりの赤ちゃんや
外国人も対象に含まれます。

調査員が各世帯を訪問し、
調査書類を届け
ます。
不在の場合は郵便受けに配布します。

統計法という法律に基づいて、5年に一度
実施される、日本で最も重要な統計調査
です。

出生の年月や職業など世帯員に関する設
問と、
住居の種類や世帯員の数などの世帯
に関する設問の16問です。

法律で回答することが義務付けられてい
ます。回答が確認できない場合、国勢調査
員が調査票の受け取りに伺います。

災害時に必要な物資を備えたり、
コンビニの
出店計画に利用されるなど、わたしたちの
生活の身近なところに役立てられています。

9月中旬から、
調査員が調査書類を配布します。
ご協力をお願いします。
インターネット回答期間

9

14 ㊊

10

調査票(紙)での回答期間

7㊌

10

1㊍

10

7㊌

落ち着きがない、
集団に入れない、
子育てで なかなか言葉がでない、
育てにくさを感じる…等
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。
まずは電話でご相談ください。
問・申込

●日 時 8月２８日
（金）
13：30〜15：00
●場 所 白石町健康センター
和室

保健福祉課 こども未来係・健康づくり係 TEL 0952-84-7116

精神疾患の人への接し方などについて
悩んでいることはありませんか？
「家族講座」
では、
精神疾患を持つ人の家族や支援する地域の皆さんが、
こころのゆとりを取り戻せるよう、
疾患
についての知識や接し方等を同じ立場の人と一緒に学ぶことを目的としています。

白石町の人口は、調査の度に減り続け、50年
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

7,450
36,878
7,417
31,974 31,464
7,400
29,510
27,057
7,350
7,363
23,941
7,369 7,332
7,300
7,253 7,250
7,220
7,200
7,150
7,100

間（昭和40年〜平成27年）で約35％減少してい
ます。
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●場 所 武雄総合庁舎 別館2階 大会議室
（武雄市武雄町大字昭和265）
●内 容 （1）
家族講座
「
（仮）
一人で悩んでいませんか？家族が元気に過ごすために」
講 師 さが恵比須メンタルくりにっく 院長 谷口研一朗先生
（2）
交流会 ※家族講座のみ出席も可能
●対象者 精神疾患を持つ人の家族、
精神疾患を持つ皆さんを支える地域の支援者

問
10

●日 時 9月4日
（金）
13：30〜16：00 ※8月21日
（金）
までに申込

総務課 広報情報係

TEL 0952-84-7111

問・申込

杵藤保健福祉事務所 精神保健福祉担当 TEL 0954-22-2105
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まちのわだい

まちのわだい

in S h iro ish i

Topics
Topics

受章おめでとうございます

令和元年秋の叙勲・褒章等で、
長年それぞれの分野でその進展に尽くされた功績により、
受章の栄誉に輝かれ
ました。

旭日単光章

町民の健康づくりの一助に
医療法人静便堂

叙勲・褒章

藍綬褒章

in Sh iro is h i

白石共立病院

寄付

7月1日、医療法人静便堂様から法人開設60周年・病院創立40周
年を記念し、「白石町民の皆さんの健やかでいきいきと生活できるま
ちづくりの一助にしてほしい」と寄付をしていただきました。
いただいた寄付は医療・福祉関係に使わせていただきます。
▶寄付を手渡す沖田理事長

Topics

快適な学校生活を
イイダ靴下株式会社

元有明町議会副議長 稲富 時春 さん

民生委員・児童委員 川崎 富雄 さん

有明町議会議員として昭和55年4月から5期20年
の永きにわたり、地方自治の発展のために貢献さ
れました。

民生委員・児童委員として現在までの23年の永き
にわたり、児童福祉など地域福祉の向上に尽力さ
れています。

瑞宝双光章

マスク寄贈

6月26日、
イイダ靴下株式会社様から町内小中学校の児童生徒と教職
員にマスク2,070セット
（6,210枚）
を寄贈していただきました。
マスク
は、
夏の暑い時期でも快適に過ごせるように新規開発された通気性が良
い夏用ニットマスクです。
飯田社長は「マスクを着けている圧迫感を少しで
も軽減して、
快適に勉強や日常生活を送ってほしい」
とマスクといっしょに子どもたちへメッセージを贈
りました。
寄贈されたマスクは、
大切に使わせていただきます。

▲飯田社長から手渡されました

瑞宝単光章
Topics

山口知事のさー行こう！！
の ら

カチカチ農楽が〜る

元佐賀県警察警部 塘 正喜 さん

元白石町消防団団長 山口 八州男 さん

警察職務に43年の永きにわたり貢献され、
現在も
児童の交通事故防止など交通安全活動に尽力され
ています。

消防団員として32年の永きにわたり、
身を挺して
の消火活動はもちろん、防火活動の推進に貢献さ
れました。

6月22日、
白石町の黒木農園で知事広聴事業が開催され、
「カチカチ農楽
が〜る」
のメンバーと県知事との意見交換が行われました。
カチカチ農楽が〜るは平成28年に発足し、
企業や団体・学生や消費者な
ど幅広い分野と積極的に交流・連携し、
販売促進に取り組むことで、
女性農
業者の存在感を高め、
職業として農業を選択する若手女性の増加を目指し
活動しています。
この日は農楽が〜るメンバーが知事にそれぞれが手掛ける6次産品の紹
介をした後、
車座で知事を囲みながら新型コロナウイルス感染症やオリン
ピック延期による農家への影響について意見交換を行いました。
最後は県知事と
「佐賀さいこう！」
のコールで締めくくりました。
▶知事と意見交換

瑞宝双光章

令和3年

白石町成人式のお知らせ

■場所 有明スカイパークふれあい郷
「自有館」
多目的ホール
■対象
平成12年4月2日〜平成13年4月1日生まれで、
次のいずれか
に該当する人
①白石町内の小学校および中学校を卒業した人
②令和2年12月1日現在で白石町に住所がある人

令和2年3月7日に開催を予定し、
その後延
期していた叙勲祝賀会は、
新型コロナウイル
ス感染症の影響で中止しました。
祝賀会を心待ちにされていた方も居られ

元陸上自衛隊２等陸尉 鐘ケ江 守 さん

たと思いますが、
受章者とお客様の健康を第

自衛官として35年の永きにわたり貢献され、
ノル
ディックスキーの選手としても国際大会等で活躍
されました。

一としての判断です。
ご理解のほどお願いい
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たします。

■とき 令和3年1月4日
（月）
※新型コロナウイルスの感染状況によって、
変更になる場合があります。

叙勲祝賀会の中止について

12

▲6次産品の紹介

実行委員募集中！

企画・運営に参加し、
一緒に思い出に残る成人式を
作りませんか？実行委員会は4〜5回程度を予定し
ています。
たくさんのご応募お待ちしています。

※上記以外
（白石町内の小中学校に在籍したことがある人）
で参加を希望
する人は、
生涯学習課生涯学習係までご連絡ください。

問 生涯学習課 生涯学習係

TEL 0952-84-7129
広報白石 R2・8
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まちのわだい

in S h iro ish i

〜白石町町民協働によるまちづくり〜
Topics

須古地区地域づくり協議会設立準備委員会

地域の課題を考える
白石高校「地域連携講座」

6月22日、白石高校普通科キャンパスの1年生を対象に、地域連携講座
が開催されました。この講座は、白石高校が昨年から取り組んでいる「夢
T（つなぐ）∞T（つながる）プロジェクト」の一環として、地域の課題と解
決策を学ぶことで、課題解決学習につなげるために行われました。
講座は、福祉・防災・農業・教育の4分野で役場職員が講師を務め、生徒
は希望する2講座を受講しました。
福祉分野の講座を受けた生徒は「認知症は自分もなるかもしれない。
認知症の人を見かけたら優しく対応したい」と感想を語りました。
今後も年間を通じて地域連携の学習を行い、3学期に発表を行う予定
▲福祉分野で認知症についての説明
です。
Topics

7月1日、須古小学校体育館で第5回須古地区地域づくり協議会設立準備委員会が開催されました。
今回は4つのグループに分かれて「須古地区の文化や伝統の継承」、「須古地区で起きそうな災害」
という身近なテーマについて話し合いました。祭りの維持ができなくなってきているという意見や須
古独自の防災組織づくりが必要で、災害時には地域づくり協議会が全体を把握し必要箇所へ連絡がで
きる組織になることが望ましいという意見が出ました。
町では、今後もこの模様を町民の皆さんにお知らせしていきます。

犯罪や非行のない地域社会に
第70回 社会を明るくする運動 メッセージ伝達式

7月1日、第70回 社会を明るくする運動 のメッセージ伝達式
を行い、佐賀県知事からのメッセージを町から白石支部保護司会
と白石町更生保護女性会に伝達しました。式では、白石支部保護
司会の福田会長が「地域の皆さんの協力のもと、犯罪や非行の防
止、罪を犯した人、あるいは非行を行った人の更生、再犯者を減
らすことに努力していく」と決意表明を行いました。
また、伝達式の後、白石支部保護司会と更生保護女性会の皆さんで、広報車による町内街宣広報活動が
実施されました。

▲説明を受ける委員

▲話し合いの様子

問

婚活サポーターは結婚を希望する男女を応援するボランティア
です。真剣に結婚を望んでいる人をお助けします。

▲伝達を受ける保護司会の福田会長

▲町内街宣広報活動に出発

人権擁護委員が交代しました。

氏

名

正

寶

定

文

白石

山

﨑

千恵子

江

口

計

川

口

弘

小

野

東

島

早

大
久

問 総務課 総務係
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TEL 0952-84-7111

白石町

婚活サポーター

氏

名

地域

吉

原

秀

正 福富

白石

吉

田

順

子 白石

を紹介します

吾

白石

中

村

秀

子 有明

第4期（R2〜R3年度）

幸

有明

泉

有明

苗

白石

串

美津子

白石

井

原

俊太郎

福富

塘

地域

人権擁護委員は、法務大臣が委嘱した民間のボラン
ティアです。
【新しい人権擁護委員】
皆さんの人権を守るために、人権教室の開催や人権
ももざき かずひこ
相談を受けるなど、地域に密着して積極的に活動をさ
百﨑 和彦さん（中郷中）
れています。
令和2年7月1日から、百﨑和彦さん（中郷中）が新
しく人権擁護委員になられました。前任の白石誠さん、
白石町では毎月「人権相談」を行っています。 長い間、大変ありがとうございました。
ぜひ、ご利用ください。

総合戦略課 白石創生推進係 TEL 0952-84-7132

問

氏

名

﨑

重

地域

義

有明

由美子

白石

前

田

弘次郎

有明

井

﨑

和

男

有明

浦

霧

慶

哉

白石

瀧

野

空

之

福富

宮

島

俊

京

有明

髙

岸

宗

範

白石

総合戦略課 白石創生推進係 TEL 0952-84-7132
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学校教育は今

消費生活情報

188

消費者ホットライン…局番なし

［有明南小学校］笑顔いっぱい 生き生きと学び合う南っ子

新型コロナウイルス感染症に便乗した

（12:00〜13:00は昼休み）

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。

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）
※相談する場合は、新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため、
マスク着用のご協力をお願いします。

問

小学校の学びが少し変わりました！

8月の相談日

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
23
30

17

18

19

20

21

22

24

25

26

27

28

29

コミュニティ・スクールとして

9月の相談日
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

商工観光課 商工係 TEL 0952-84-7123
佐賀県消費生活センター相談専用ダイヤル
TEL 0952-24-0999

お話しボランティア

令和2年度しろいし夏まつりは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止します。
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商工観光課 観光係 TEL 0952-84-7123

（新学習指導要領施行・令和2年4月）

例えば1年生の生活科でアサガオを育てます。「植木鉢のセットに植えて、花が咲きまし
た。」となりがちですが、本校では…教こんな種があったのだけど…児それアサガオだよ！
○
○
教本当？児植えてみないと分からない。（偶然通りかかった用務員さんに）児この種なあに
○
○
○
？用アサガオだと思うけど…児やっぱり植えてみないと！教じゃあどこに？児そういえば外
○
○
○
○
にプランターがあったよ！教2年生の名前が書いてあるね。どうしよう？児そういえば（と
○
○
廊下に積んであったプランターのセットを見つける）児みんなあったよ！（と殺到）児こい
○
○
使ってよか？教しょうがないなあ。（と言いつつプランターに決定！）いつ植える？児今！
○
○
教いいけど。（土や水やりのことが問題になり、どのように解決するかを考えさせて、よう
○
やく植えることになりました。）
全てを用意するのではなく（準備はしておきますが）、子どもたちが気付くヒントを与え
（偶然を仕組んでおき）、気付きから次の問題や疑問を持ち、それを解決しながら学んでい
く。そうやって自分の事として考える子どもたちの学びを支援していく。そんな授業スタイ
ルに変わりつつあります。こういう学びの積み重ねをしていくことが、子どもたちの生きる
力を育むことにつながります。

しろいし夏まつりの中止について
問

所：白石町大字深浦5581番地1

今年の有明南小学校のキャッチフレーズ は、「笑顔でCha! Cha! Cha!」です。
Chance…発表する機会や出番を与える。あらゆる場面を教育の機会と捉える。
Challenge…ワンランク上に挑戦させる。ワンランク上の目標設定をする。
Change…昨日と違う自分を実感させる。出来る喜び、分かる喜びを味わわせる。
できるようになった喜びを実感し、それが笑顔に変わり、自信に繋がるよう、学校・地域・保護者
が一体となった教育活動を実践しています。

1

・13日（木）
日時：8月 6日（木）
20日（木）
・27日（木）
10:00〜16:00

智仁

https://www.education.saga.jp/hp/ariakeminami-e/

■白石町消費生活相談のご案内■
にお問い合わせください。

長：桑原

■HPアドレス

＜ひとこと助言＞
★新型コロナウイルスに便乗した消費者トラブルの相談が寄せられています。
★慌てて事業者に連絡したりせず、使用せず保管し、14日間経ってから処分しましょう。
★心当たりのない不審な送信元からメール等が届いた場合、絶対にアクセスしないようにしましょう。個人
情報を取得されたりする可能性があります。
★今後、新たな手口が現れる可能性があります。国民生活センターでは新型コロナウイルスに関連した情報
発信を行っています（「国民生活センターコロナ」等で検索）。根拠のないうわさなどに惑わされずに、正確
な情報に基づいて冷静に対応することが大切です。
★少しでもおかしいと感じた場合や、トラブルに遭った場合は、白石町役場商工観光課や佐賀県消費生活セ
ンター等にご相談ください。
（消費者ホットライン188）

江北町・大町町 ※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

■校
■住

事例１
封筒に入った使い捨てマスク30枚が宅急便で届いた。家族も全く心当たりがない。請求書は入っていな
いが、今後どうすればいいか。
事例２
マスクを無料で送付するというメッセージがスマートフォンに届いた。怪しいのではないか。

白石町

立：明治13年

■児童数：118人（R2.5.1現在）

身に覚えのない商品の送り付けにご注意ください！

白石町の開催日は毎週木曜日です。

■創

2年生・町たんけん

今年で5年目を迎えます！

丸つけボランティア

◯お話しボランティア ◯丸つけボランティア
◯伝統芸能の指導 ◯しめ縄作りの指導
◯米作り体験学習（田植え・稲刈り・もちつき会）
◯町たんけん ◯老人会との交流による昔遊び
◯通学路の安全確保 など
様々な場面で、地域や保護者の皆さんの協力を
得て、充実した教育活動を行うことができていま
す。学校だけでは教えることのできない、伝統芸
能の指導や体験活動をさせていただくことが、子
どもたちの深い学びにつながっています。今後も
よろしくお願いします。
なお、お話しボランティアや丸つけボランティ
アをしてくださる人がいらっしゃいましたら、随
時受け付けています。学校までご連絡ください。
（電話：0954-65-4169）

5年生・田植え→稲刈り→もちつき会

広報白石 R2・8
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図書館情報

ゆうあい図書館
図書紹介

少年と犬
馳 星周著

本
を
読
も
う
！

TEL 0952-87-2171
開館時間：10:00〜18:00

文藝春秋

第163回直木賞受賞作！
家族のために犯罪に手を染
めた男が拾った犬。守り神
になったその犬はある意志
を秘めていた-。人生の無常
と犬の神秘性を描いた全6編
を収録。『オール讀物』掲
載を単行本化。

●8月の休館日 ・8月5日〜9月10日

8月 /10日(月・祝)/11日(火)/17日(月)/24日(月)
/27日(木)/31日(月)
9月 /7日(月)

●ゆうあい図書館 おはなしの部屋
8月のおはなし会 8日(土)・22日(土) 14:30〜

ゆうあい図書館のTwitter始めました。
ゆうあい図書館のイベント
情報、新刊情報、
白石のPR等を
ぽんたくんが
つぶやいていきます。
フォローしてね！

ちょっとフレンチなおうち仕事

タサン志麻著 ワニブックス

家は築60年、2つだけのコ
ンロ、狭いキッチン。家庭
では2児の母であり、15歳
年下のフランス人の夫を持
つ伝説の家政婦・志麻さん
の「ちょっとフレンチな暮
らし」や、料理をおいしく
する調理道具、家事フロー
を初公開。

楽習館
図書紹介

TEL 0952-71-5245

きたきた捕物帖
宮部 みゆき著

PHP研究所

まだ下っ端の見習い岡っ引
きの北一（16歳）が相棒・喜
多次と出逢い、親分のおかみ
さんの協力を得て、自立し、
事件や不思議な出来事を解き
明かしていく、優しさあふれ
る捕物帖です。江戸は深川、
二人の「きたさん」が事件を通
して成長していく、謎解きに怪
談の要素が加わった物語です。

有明公民館

図書室

TEL 0954-65-313 5
開館時間：8:30〜22:00

魂でもいいから、そばにいて
奥野 修司著

広報白石 R2・8

ねん ひ

電燈建設紀念碑

ひゃっかん ことひらかいどう

百貫・琴平海童神社の鳥居西側に
「電燈建設紀念碑」
と刻まれた高さ125cmの石碑が建てられています。

石碑右側面には、建設委員として９名の名前が、左側面には
「大正十年八月
います。

發起人漁業者中」
と刻まれて

しゅくえん

日本において最初の電気照明は明治11年（1878）に中央電信局開局の祝宴で点灯されたアーク灯とさ
れています。
明治19年
（1886）
、
現在の東京電力の前身である東京電燈によって電力供給事業が開始され、
佐賀県内においては、明治39年（1906）に広滝水力電気株式会社が設立され、明治41年（1908）に広
滝水力発電所が完成し、佐賀市および神崎方面への送電が開始されました。
その後、広滝電気は明治43年

※QRコードは、
㈱デンソーウェーブ
の登録商標です。

東 直子作 わたべ めぐみ絵
あかね書房

キャベツ模様のワンピースは、
いっしょに成長する不思議な服。
赤ちゃんに着せたらすっくと立
ちあがり、「これすき。ずっと、
これきる」とおしゃべりをはじ
めた。キャベツのワンピースし
か着なくなった女の子は…

●8月の休館日 ・8月5日〜9月10日

8月 /10日(月・祝)/11日(火)/13日(木)/14日(金)
/15日(土)/17日(月)/24日(月)/31日(月)
9月 /7日(月)

人は話し方が9割

永松 茂久著 すばる舎
話し方をちょっと変えるだけで、
仕事もプライベートも大きく好転。
肩書き・立場によって、話し方を変
えるなど楽しく会話できる「とって
おきの秘訣」を紹介します。
「大切なことを適切なタイミングで
話せる人になりたい」「思っている
ことを正直に言えない」「沈黙の時
間が怖い」などといったリアルな悩
みを解決してくれる一冊です。

（1910）に唐津電灯株式会社を買収し、同年設立された九州電気に合併されました。九州電気は明治45年
（1912）に博多電灯鉄道株式会社と合併し、九州電灯鉄道となり、更に大正11年（1922）に九州電灯鉄道
とうほう

は関西電気株式会社と合併し東邦電力が発足します。
その後、東邦電力は昭和15年（1940）
までに県内の電力供給事業会社を合併し、県内大部分の電力供
給を行うようになります。東邦電力は昭和17年（1942）に解散され、戦後電力再編により中部電力・関西電
力・四国電力・九州電力の４社に継承されることになります。

す こ そん へんえい

町内において電灯の導入された時期については、
『須古村片影』において
「大正７年（1918）
１月25日、

ひぜん

うまだ

しんまち

肥前電鉄会社と契約、本村馬田より新町を経へ村役場に至り、電燈を架設したり。」
とあります。
『白石町史』
しょく

において大正10年（1921）、
「この頃白石地方に10燭電灯がつき始まる」、
『福富町誌 続編』において大正
７年（1918）、
「電灯ともる
（上、中、下）」
（注：上区、中区、下区）、
『有明町史』において
「大正10年（1921）〜
大正12年（1923）
の間である。」
とあり、大正期に、電線の敷設及び電灯の普及が始まったと思われます。
うれしの

白石地方一帯に当初電力を供給したのが、嬉野に拠点を置いた肥前電気鉄道株式会社でした。鉄道事
業廃止に伴い昭和７年（1932）に肥前電気と改称し、昭和12年（1937）に前述の東邦電力に合併されまし
た。
近代化の象徴ともいえる電気の灯りが夜を明るく照らしたことは、人々にとって大きな驚きと喜びであり、紀
念碑はその当時の事の重大さを私たちに教えてくれます。
〈参考文献〉
佐賀県教育委員会編『佐賀県の近代化遺産−佐賀県近代化遺産
（建造物等）総合調査報告書−』平成14年
吉岡達太郎『須古村片影

活字本』平成12年

『白石町史』白石町史編纂委員会

昭和49年

『福富町誌 続編』福富町誌編さん委員会
『有明町史』有明町教育委員会

平成４年

昭和44年

石﨑有義「白熱電球の技術の系統化調査」
（『技術の系統化調査
報告共同研究編』第４集 国立科学博物館 平成23年）

図書紹介 （3・11後の霊体験を聞く）
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でんとうけんせつ き

電灯（白熱電球）
の本格的な普及が始まりました。

キャベツちゃんのワンピース

開館時間：火曜日から金曜日 10:00〜18:00
土曜日・日曜日
10:00〜17:00

VOL.183

新潮社

誰にも書けなかった。でも誰かが書か
なければならなかった。東日本大震災後
の悲しみを超えた奇跡の再会と再生への
家族の物語です。

加島 篤「日本における定額電灯制と電球貸付の変遷」
（『北九州
工業高等専門学校研究報告』第46号 平成25年）
生涯学習課生涯学習係
電燈建設紀念碑

広報白石 R2・8
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8

町営住宅入居者募集
のお知らせ

・8月14日（金）〜31日（月）

〈継続〉

2020

★保健行事予定
◆相談会
●町行事予定

■募集期間

■募集する住宅

※7月31日（金）までに応募があった住宅は、8月の募
集を中止する場合があります。詳細はお問い合わ
せください。

・住ノ江住宅 2戸
白石町大字福富下分2966番地16
（住ノ江橋南側）
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
〈継続〉

・六角橋住宅 1戸
白石町大字東郷2010番地3
昭和55年建築（簡易耐火構造2階建）
3ＤＫ、水洗トイレ、浴槽あり
〈新規〉

・上区住宅 1戸
白石町大字福富449番地1
昭和50年建築（簡易耐火構造平屋建）
3ＤＫ、非水洗トイレ、浴槽・ボイラー持ち込み

・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）
・令和2年度（平成31年・令和元年中）所得証明書（入
居希望者全員分）
・平成31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など）
※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（上区
住宅を除く）。
※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

2年度累計

0件

0円

0件

0件

0円

0件
0円

0円

0件

0円

0件

3件
0件
15,000円

0円

0件

2年度累計

0件

0円

0件

0件
0件

0円

0円

0件

0円

0件

1件
0件
0円
5,000円

0円

0円

0件

0円

0件
0円

0件

0円

0件
0円

ゆ ゆうあい館

大 役場３階大会議室

元 元気のたまご

健 白石町健康センター

有公

0件

0円

0件
0円

0円

0件

0件

0円

0件
0円

0件
0件

0円

0円
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6

7

8

◆消費生活相談
10：00〜16：00

有明公民館

11

17

12

18

●駐在員会
大 9：00〜
◆ファイナンシャル
プランナー相談会
ミ 9:00〜20:00
要予約
★子育て相談室
「すくすく相談」
13:15〜事前申込者

23

◆家計の困りごと相談会
10:00〜16:00
要予約
●日本語交流会
元 19:30〜20：30

24

25

●日本語交流会
元 13:30〜14：30

●日本語交流会
元 19:30〜20：30
★2歳6ヵ月児歯科健診
〈受付〉13：00〜13：30
［H29.12月〜H30年1月生］
母子健康手帳・問診票
（希望者へのフッ化物塗布実施）

31

1

0円

7

◆法律相談
交 10：00〜12：00

13

14

◆消費生活相談
10：00〜16：00

◆女性のための
巡回相談
10：00〜16：00

20

15

◆消費生活相談
10：00〜16：00

★3歳6ヵ月児健診
〈受付〉13：00〜13：30
［H28.12月生］
母子健康手帳・問診票・尿

21

22

26

27

28

29

◆法律相談
相 10：00〜12：00

◆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
［R2.4月生］
母子健康手帳・
健やか親子21アンケート

4

5

2

3
◆消費生活相談
10：00〜16：00

8

◆人権相談・行政相談
9:00〜12：00

0円
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●日本語交流会
元 19:30〜20：30

★2ヵ月児相談
〈受付〉13：00〜13：30
［R2.6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

3件
15,000円

0件

5

●日本語交流会
元 19：30〜20：30

6
6月分

交 白石町交流館

ミ 役場１階ミーティング室1

建設課 建築住宅係 TEL 0952-84-7124

0件
0円

相 役場１階相談室１

10 山の日

30
6月分

※7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。

総 白石町総合センター

9

■応募に必要な書類

くらしのカレンダー 8/5▶ 9/10

August

9

●日本語交流会
元 19:30〜20：30

10
◆消費生活相談
10：00〜16：00

保健福祉課
健康づくり係

1件
0円
5,000円

0952８４-７１１６

日曜・祝日在宅医

（8月5日〜9月10日）※都合により変更になる場合があります。

月
6 日

曜日

8月9日

日

10日 月・山の日

20
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内
吉村医院
原田内科医院

科

白石町 0952-84-2155

外
重村医院

科
白石町 0952-84-2656

白石町 0952-87-3737 川崎整形外科医院 大町町 0952-82-5551

16日

日

戸原内科

大町町 0952-82-2051

白浜医院

白石町 0954-65-5006

23日

日

有島病院

白石町 0954-65-4100

高島病院

白石町 0954-65-3129

30日

日

白石共立病院

白石町 0952-84-6060

有島クリニック

白石町 0954-65-2066

9月6日

日

藤崎医院

江北町 0952-86-3231

順天堂病院

大町町 0952-82-3161
広報白石 R2・8
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情報EXPRESS
佐賀県市町総合事務組合職員募集

令和２年度佐賀県警察官採用試験

■職
種
■採用人数
■受験資格

一般事務
若干名
昭和56年4月2日から平成15年4月1日
までに生まれた人で、
佐賀県内に居住
している人または就学・就職等で県外
に転出しているが、
両親等の保護者が
佐賀県内に在住している人
■第一次試験 四肢択一問題（60問）による筆記試験
および適性検査
9月20日（日）10：00〜12：00
会場 佐賀県立佐賀工業高等学校（予定）
■申込期間 7月13日（月）〜8月14日（金）
（土日を除く8：30〜17：15）
当日消印有効。
※申込書は、本組合で交付します。
※郵送で請求する場合は、
封筒の表に
「採用試験申込書請求」
と朱書きし、
必ず120円切手を貼った宛先明記
の返信用封筒（角2号：A4サイズの
用紙が入る大きさ）
を同封してくだ
さい。
■問合せ先 〒840-0041 佐賀市城内1-5-14
佐賀県市町総合事務組合 総務課
TEL 0952-25-2354
HP http://www.saga-ck.gr.jp

令和２年度佐賀西部広域水道企業団職員
採用試験（統一試験）
■試験区分
■採用予定
■職務内容

土木・化学（学歴不問）
土木2人、化学1人
土木：工務業務・浄水業務
化学：水質業務
■第一次試験 9月20日（日）
会場：佐賀県立佐賀工業高等学校（予定）
■そ の 他 試験の詳細については、企業団のホー
ムページに掲載しています。
■問合せ先 〒849-0201
佐賀市久保田町大字徳万1869
佐賀西部広域水道企業団 総務課
TEL 0952-68-3181
https://www.sagaseibu-suidou.or.jp/

6月末現在
犯罪発生件数
窃盗犯の主なもの

うち窃盗犯

45件 前年比 ±0件
32件 前年比 ＋3 件
−2件

自転車盗

5件

前年比

万引き

3件

前年 比 −1件

車上ねらい

5件

前年比 ＋2件

空き巣、忍込み等

4件

前年比 −4 件

オートバイ盗

0件

前年比 ±0件

無施錠による車上ねらい被害が増えています。
自転車や自宅等の確実な施錠をお願いします。
22
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■試験区分 警察官Ｂ（高卒程度）
■試 験 日 10 月 18 日（日）
■申込期間 8 月 17 日（月）〜 9 月 11 日（金）
★受験資格年齢の上限が 32 歳となりました。
★詳しくは、
「県警ＨＰ」の採用コーナーをご確認
ください。県警ツイッターでも情報発信中です。
■問合せ先 佐賀県警察本部警務課採用係
TEL 0952-24-1111
白石警察署警務課
TEL 0952-84-2021

准看護科学生募集
武雄看護学校では准看護科の令和3年度入学生
を募集します。
■入学試験 一般入学試験（前期）
・
■募集人員 35 人【高校推薦・社会人（前期・後期）
一般入試（前期・後期）合わせて】
■受験資格 中学校卒業以上の学歴を有する人
■試 験 日 10 月 13 日（火）
■試験会場 武雄看護学校
■出願期間 9 月 23 日（水）〜 10 月 2 日（金）
（受付 9：00 〜 16：00）
■問合せ先 武雄看護学校 准看護科
TEL 0954-23-7171

令和２年度 佐賀県下水道協会
排水設備工事責任技術者試験
■試験日・会場

10 月 1 日（木）
佐賀市文化会館 3 階大会議室
■受 験 料 8,000 円
■試験科目 下水道に関する一般知識、排水設備
に関する法令・事務手続き・設計お
よび施工並びに維持管理について
■受験資格 次のいずれかに該当する人
①高校（旧制中学）以上の土木工学科等を卒業し、
排水設備工事等の設計または施工に関し 2 年以上の
経験がある人
②高校（旧制中学）を卒業し、排水設備工事等の
設計または施工に関し 3 年以上の経験がある人
③排水設備工事等の設計または施工に関し 5 年以
上の経験がある人
■申込書配布・受付期間
8 月 3 日（月）〜 21 日（金）（当日消印有効）
■配布場所 白石町役場生活環境課
■申込方法 佐賀県下水道協会へ郵送で申し込み
（直接持参は不可）
★受験講習会 9 月 23 日（水）
会場 佐賀市文化会館 3 階 大会議室
受講料 5,000 円
※別途テキスト代 2,500 円（各自で直接購入）
■問合せ先 佐賀県下水道協会
TEL 0952-33-1330
白石町役場生活環境課
TEL 0952-84-7118

情報EXPRESS
職業訓練受講生募集（10月入所生）
■募集科名・定員
ものづくりベーシック科 ※15人
電気設備施工科
15人
※ものづくりベーシック科は、1日4時限の短時間
訓練です。
■訓練期間
ものづくりベーシック科 10月6日（火）〜1月26日（火）
電気設備施工科
10月6日（火）〜3月30日（火）
■募集期間 8月28日（金）まで
■入所選考 9月2日（水）
無料 ※テキスト代等は自己負担
■受講料
■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
TEL 0952-26-9516

小型船舶・操縦免許証更新講習
■日時・場所
9月6日（日）10：00〜 （受付9：30〜9：50）
福富ゆうあい館 研修室1・2
■対 象 有効期限が1年2ヵ月以内に切れる免許証
■料金・講習時間
更新講習（1時間） 9,000円（送料・写真代含む）
■申込・問合せ先
できるだけ事前に予約してください。
入枝海事事務所（鹿児島市西陵6-23-7）
TEL 099-281-7753

高齢者活躍人材確保育成講習
（パソコン講習）
■日 時 8月24日（月）〜28日（金） 5日間
■会 場 （株）プライム
佐賀市兵庫南1丁目20番10号
■内 容 パソコンおよびスマートフォンの基本
的な操作と業務用ソフトの操作要領等
■申込締切日 8月14日（金）
（刈払機・チェーンソー・グラインダー安全講習）
■日 時 9月14日（月）〜9月18日（金） 5日間
■会 場 キャタピラー九州株式会社 佐賀教習センター
佐賀市久保田町大字久富2944
■申込締切日 9月4日（金）

アルコール依存で悩んでいる人へ
佐賀回復研究会では、飲酒をやめたいと願う
本人、家族、支援者がアルコールを飲まない生
き方を学ぶグループ・ミーティングを開催しま
す。事前予約不要、名乗る必要もなく自由に参
加できます。
■日 時 毎週土曜日 13:30 〜 14:30
■場 所 多久市中央公民館
（多久市北多久町大字小侍 7-1）
■問合せ先 AA 九州沖縄セントラルオフィス
TEL 099-248-0057

全国一斉「子どもの人権110番」強化週間
■実施期間
■受付時間

8 月 28 日（金）〜 9 月 3 日（木）
8：30 〜 19：00
（土・日 10：00 〜 17：00）
ぜろぜろななのひゃくとおばん

■電話番号 ０１２０-００７-１１０
（フリーダイヤル）
■相談担当者 法務局職員、人権擁護委員
※いじめ・虐待など、子どもの人権に関わる悩
みごと、心配ごとなどの相談に応じます。相
談内容についての秘密は固く守りますので、
ひとりで悩まず、お気軽にご相談ください。

有明海クリーンアップ作戦2020
有明海は、さまざまな生物が生息する自然の宝
庫。その環境を守るため、県民と漁業者が行う海岸
清掃にあなたも参加してみませんか。
■日 時 8月29日（土）8：00〜
■場 所 東与賀海岸（干潟よか公園集合）
※参加者には記念品があります。
■申 込 サガテレビHP上の参加申込フォームで
事前申し込み
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、
マスク着用・人との距離の確保・発熱等症状が
ある人は参加自粛にご協力ください。
■問合せ先 佐賀県水産課
TEL 0952-25-7144

■受講対象者
佐賀県内在住で原則60歳以上の人、受講後シル
バー人材センターに入会を希望する人
■申込・問合せ先
公益社団法人 佐賀県シルバー人材センター連合会
佐賀市本庄町大字袋246-1
TEL 0952-20-2011 FAX 0952-20-2015
広報白石 R2・8
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カン おい
タン

しい

健康レシピ

「1日に350ｇの野菜を食べましょう」

チキンのハワイアン炒め

野菜に含まれるカリウム、
ビタミン、
食物繊維といった栄養素が体内で十分に働くため
には1日に350ｇ必要だと言われています。
野菜は生で食べるより、
ゆでたり煮たり炒めたりと火を通すとかさが減ってたくさん
食べやすくなります。
いろいろな料理に少しずつプラスして、
野菜不足を補いましょう。

■材料：4人分
・鶏もも肉 ……………300ｇ
………………小さじ ¹ ₄
・塩
・こしょう ………………少々
・玉ねぎ …………………1 個
・赤パプリカ ………………1 個
・ピーマン …………………4 個
・パイン缶 ………スライス 4 枚
・酒 …………………大さじ 2
■作り方

（1人分：エネルギー259kcal 塩分1.1ｇ）

●世帯
●人口
男性
女性

7,721世帯 （＋5）
22,555人 （−37）
10,693人 （−16）
11,862人 （−21）
R2年6月末現在（対前月比）
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A

・ケチャップ …………大さじ 2
・ウスターソース ……大さじ 1
・サラダ油 ……………小さじ 2

①鶏もも肉は一口大に切り、塩・こしょうで下味をつける。玉ねぎはくし形に切り、
赤パプリカとピーマンは種を除いて乱切りにする。パイナップルは1枚を8等分
に切る。
②フライパンに油を熱し、鶏もも肉、玉ねぎ、赤パプリカを加え焼き付ける。焼き色
がついたら裏返してピーマンを加え炒め合わせる。
③全体がしんなりしたら酒をふり、パイナップルとAを加え炒め合わせ、器に盛る。
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