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安心して暮らせる須古になったらいいな！
［写真］第1回須古地区の暮らしと未来をつくる会議

もえないごみの収集中に火災が発生しました！
9月23日、もえないごみの収集作業中に火災が発生しました。
火災の原因は特定できませんが、中身の入ったガス缶が破裂して引火した可能性があ
ります。
使用済みのガス缶やスプレー缶はガス抜きをしないと、今回のような火災や事故、ご
み処理施設の爆発事故などの原因にもなります。
また、このような火災でごみ収集車が使えなくなった場合は、家庭ごみの収集が予定
どおりできなくなる恐れもあります。
ガス缶やスプレー缶を捨てる時は、必ずごみ出しのルールを守って出してください。

ガス缶、スプレー缶は使い切って、必ず穴を開けてガス抜きを！

11月9日〜15日

するときは
を
業
作
必要です！
が
屋外で焼却
意
注
空気が乾燥しているため、予想以上に燃え広がります。強い風が吹いているときは、
建物に火が移る可能性があるため中止してください。
平成23年6月1日から住宅用火災警報器の
設置が義務付けられています。大切な家族
の命と財産を守るために住宅用火災警報器
を設置しましょう。

必ず穴を2ヵ所以上開けて、
もえないごみに出してください
カセットガスボンベ缶

スプレー缶 など
実際の火災の様子

《注意》
中身が入っている状態で穴を開けると内容物が噴射して危険で
すので必ず使い切ってから穴を開けてください。
ガス缶等の使い切り方は、一般社団法人エアゾール協会のHPを
確認ください。

および

その火事を 防ぐあなたに 金メダル
（2020年度全国統一防火標語）

【ごみ出し時のお願い】
ごみ袋には、必ず地区名と氏名を記入し、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。
問

生活環境課 廃棄物対策係

TEL 0952-84-7118

油の流出事故に注意！
！

問

町内で油類が水路等に流出する事故が多発しています。その多くは、 うっかりミス や 管理の不備 に
よるものです。
油の流出は土壌汚染や水路・河川の水質汚濁ばかりでなく、農業や漁業にも深刻な問題を引き起こします。
以下のことを守り、油の流出事故を防ぎましょう。

白石消防署

TEL 0952-84-3283

12月から｢NET119｣の運用を開始します
杵藤地区消防本部

１．給油中は、その場を離れない！
２．バルブやコックのゆるみ、閉め忘れに注意！
３．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。
※油の流出で海産物や農産物に被害が生じた場合、その賠償を求められることがあります。
水路等に油を流出させた場合または流出しているのを発見した場合は、役場等の行政機関に連絡してください。
問
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生活環境課 環境係

TEL 0952-84-7118

「NET119」は、聴覚や言語機能の障がいで音声での会話が困難な人が、スマートフォン等からイン
ターネットを利用して119番通報ができるサービスです。
いつでも、全国どこからでも通報場所を管轄する消防本部へ、音声によらない通報をすることができ
ます。（登録無料）
杵藤地区消防本部 通信指令課 TEL 0954-20-0227
問
MAIL fdkito-shirei@kito119.jp
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感染症予防のための食事のポイント

①たんぱく質・ビタミンやミネラルを十分に摂り、バランスの良い食事を摂りましょう。
主菜 （たんぱく質）

主食 （炭水化物）

主に良質たんぱく質や脂質の供給源。
免疫細胞の主要な成分になります。

主に炭水化物によるエネルギー供給源。

ごはん・パン・めん など

肉・魚介類・卵・大豆製品 など

おしゃべりしましょう！〜しろいしママカフェ〜
子育て中のママ同士、楽しい時間を過ごしてみませんか？
新型コロナウイルス感染拡大防止をしながら、楽しくおしゃべりしましょう♪
ママ友づくりに気軽に参加してくださいね。
日

時

12月16日（水）13:30〜15:00

場

所

白石町健康センター 和室

内

容

絵本よみきかせ 〜ブックスタートの会〜

対

象

4ヵ月〜3歳未満の子をもつ母親・5人

申

込

11月27日（金）まで【電話受付、先着順】

副菜（ビタミン、ミネラル）

ビタミンA （緑黄色野菜、レバーなど）
皮膚やのど、鼻の粘膜を強くしてウイルスが入るの
を防ぎます。
ビタミンC （淡色野菜、果物、いも類など）
血管を丈夫にし、寒さに対する抵抗力を高めます。

※ ママは、マスクを着用ください。

主食、主菜で不足するビタミン、ミネ
ラル、食物繊維の供給源。

野菜・きのこ・海藻・いも類 など

（土日、祝日を除く）

問・申込

保健福祉課 健康づくり係・こども未来係

子育てで、
心配なことはありませんか?
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

②腸内環境を整えましょう。
腸内環境を整えることで、免疫細胞が活性化され免疫力が高まります。食物繊維をしっかりと摂り、腸のぜ
ん動運動を活発にして便通をよくしましょう。また、納豆、ヨーグルト、キムチ、みそなどの発酵食品には腸
内の善玉菌を増やし、腸内環境を良好に保つ働きがあります。

③身体を温めるものを摂りましょう。
身体を温め、血流をよくすると免疫細胞が活発に活動してくれます。温かい食べ物を食べましょう。ねぎ、
玉ねぎ、しょうが、にんにく、唐辛子などには体温を上げてくれる成分が含まれています。

④定期的に水分を摂りましょう。

「白石親子相談室」
では、
お子さんの発達に心配のある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。
●日時：11月18日（水）13:30〜15:00
●場所：白石町健康センター

鼻や喉の粘膜は細菌やウイルスが侵入してこないように粘膜でおおわれています。しかし、体内の水分量が
減ると粘膜が乾燥し、ウイルスが侵入しやすい状態になります。また、水分量が不足すると血流も悪くなり免
疫力も低下します。こまめに水分補給をしましょう。
問

保健福祉課 健康づくり係

TEL 0952-84-7116

【マイナス1歳からの
イクカジ推進事業】

問

保健福祉課 健康づくり係

TEL 0952-84-7116

家事を100倍楽しむセミ
・
児
ナー
で育
婦
夫

TEL 0952-84-7116

2020
Ver.

マイナス1歳期（妊娠期）や子育て中の夫婦に、夫婦円満で
育児や家事を楽しむコツをお伝えします。
●日時：11月28日（土）10:00〜12:00 杵島・藤津エリア
対象：武雄市、鹿島市、嬉野市、大町町、江北町、白石町、太良町
●定員：先着20組

メニュー

★楽しく充実した食生活を送り続けるためには、生まれてから亡くなるまでの全てのライフステージで健康
な歯を保つことが大切です。そのためにも「生涯にわたり『口から食べる』を支えてくれる心強い友だち」
として「かかりつけ歯科医」をもち、「8020」を目指しましょう！！

保健福祉課 健康づくり係・こども未来係

〜Zoomによる
双方向のオンラインセミナー〜

11月8日〜14日は「8020運動推進週間」です
★8020（ハチ・マル・ニイ・マル）運動って？
80歳になっても自分の歯を20本以上保とう という運動です。

和室

問・申込

11月8日は『いい歯の日』

・父親であることを楽しむコツ
・夫をイクメンに！
・家事・育児シェア
・パパ座談会 など
問
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TEL 0952-84-7116

申込方法など詳しい内容は、
マイナス1歳公式サイトへ▶

佐賀県 男女参画・女性の活躍推進課

TEL 0952-25-7062
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「ひとり親世帯臨時特別給付金（基本給付）」の
申請はお済みですか？

固定資産税の特例（令和3年度分）について

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たひとり親家庭

新型コロナウイルス感染症の影響で、事業収入が減少し要件を満たす法人および個人事業主（農業、漁
業、飲食業、建設業、不動産業、小売業など）には令和3年度分の固定資産税の軽減の特例があります。

令和2年6月分の児童扶養手当は受給していないが、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変
するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人
▶ 令和2年6月以降に上記要件に該当した人も対象です。
▶ 「家計が急変」とは収入の減少だけでなく、得られていたはずの収入が得られなかった場合も含みます。
▶収入基準額などはお問い合わせください。

公的年金等を受けていることで児童扶養手当の支給を
受けていないひとり親家庭
公的年金等（※1）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で平成30年の収入額が児童扶養手当の対象水準となっている人
※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※すで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、
公的年金等受給で令和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。

給付額：1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円

平成14年4月１日以降に生まれた子どもが対象です。（障害の状態にある子どもの場合は20歳未満
が対象）
※「第2子以降1人につき」とは監護児童が2人以上の場合、1人以外の監護児童につきそれぞれ3万
円を加算します。

中小企業者および小規模事業者で下記の1と2の要件を満たす場合
※みなし大企業は対象外

●対象者

1.令和2年2月から10月までの間で任意の連続する3ヵ月間の事業収入が前年の同じ時期と比べて
30％以上減少していること
収入減少割合
50％以上減少
30％から50％未満減少

2.認定経営革新等支援機関等から事業収入が減少した認定を受けること
※認定経営革新等支援機関とは
中小企業に専門性の高い支援事業を行い、国から認定を受けた機関のことです。
例

●対象資産
●提出書類

TEL 0952-84-7116

まずは抗体検査を受け、免疫がない
！
今
ら
な
場合は予防接種を受けましょう
受ける
風しん抗体検査が無料で受けられます！
4月に、昭和37年4月2日〜昭和54年4月1日生まれの男性に風しん抗体検査・
予防接種のクーポン券を送付しています。
◆対象者 白石町に住所を有する昭和37年4月2日〜昭和54年4月1日生まれの男性で、下
記の人が対象です。
・過去に抗体検査を受けたことがない人
・抗体価が低かった人で予防接種を受けていない人
◆助成内容 抗体検査・予防接種に係る費用は無料です。
※クーポン券を持参しない場合は、全額自己負担となります。（無料で受けることはできません）

◆クーポン券の有効期限

令和3年3月31日（水）

※クーポン券を紛失した場合は、役場保健福祉課で再発行します。運転免許証、マイナンバー
関連書類をご持参ください。
※受診の際には、医療機関に必ず予約をお願いします。
問 保健福祉課 健康づくり係
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商工会、税理士、金融機関、農協、漁協など
事業用家屋および償却資産

※土地および居住用家屋は対象外

①固定資産税特例申告書（認定経営革新等支援機関等の確認印があるもの）
②収入が減少したことを証する書類（会計帳簿や青色申告決算書の写しなど）

申請期限：令和3年2月26日(金)
申請先 ：保健福祉課 福祉係 ※この給付金は児童扶養手当法に定める「養育者」も対象となります。
問 保健福祉課 福祉係

特例率
対象資産の課税標準額を全額
対象資産の課税標準額を2分の1

③特例対象家屋の事業割合を示す書類（青色申告決算書の写しなど）
※詳しくは町ホームページをご覧ください。

●申告期限

令和3年2月1日（月）
まで
問

税務課 固定資産税係

TEL 0952-84-7113

公務員の人へ

「子育て世帯への臨時特別給付金」の申請はお済みですか？
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一つとして、子育て世帯の生活を支援するため、児童手当
の受給者に対し臨時特別給付金を支給しています。
公務員は申請が必要となりますので、
まだ申請が済んでいない人は、早めに申請をお願いします。

●受付期限
●申請方法
●申 請 先

12月10日（木）
まで
所属庁から配布される申請書に必要事項を記入し、
所属庁の証明を受けたうえで申請
保健福祉課 福祉係
問

保健福祉課 福祉係

TEL 0952-84-7116

TEL 0952-84-7116
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剪定枝葉収集実施のお知らせ
日 時 : 11月28日 (土)、
29日 (日) 13:00〜16:00
場 所：白石町役場東側テニスコート駐車場

小雨
決行

（中止の時は防災無線、
ケーブルテレビ放送、
ホームページでお知らせします。
）

※受付時、
運転免許証の提示をお願いします。

■造園業・剪定業の人の持ち込みは出来ません。
直径20㎝以下
■指定日時以外の持ち込みは出来ません。
■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。
■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。
■竹は分けて置いてください。
■処理料は無料です。
■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 ・木の根
・草や草花類 ・葦 ・籐製品
（かごなどを分解しても不可）

ごみの収集ではありません。
ルールとマナーを守っていただくようお願いします。
＊チップの配布はありません。
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。
問

生活環境課 廃棄物対策係

TEL 0952-84-7118

犬の登録・狂犬病予防注射は飼い主の義務です
狂犬病予防法で、
犬の所有者に犬の登録および年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。
・生後91日以上の犬を飼い始めたら ⇒ 新規登録
・飼い犬が死亡したとき ⇒ 死亡届
・鑑札、
注射済票を紛失等した場合 ⇒ 鑑札、
注射済票の再交付申請
・犬の所在地の変更、
飼い主の住所・氏名が変わったとき ⇒登録内容の変更
※引っ越しなどで犬を町外へ移す場合は、
転出先の自治体へ届出を行ってください。
狂犬病予防注射について
生後91日以上の犬には、
年1回の予防注射を必ず行ってください。
町では、
毎年4月ごろに狂犬病予防集団接種を行っています（
。内容は広報白石などでお知らせしています）
また、
動物病院では年間を通じ予防注射が受けられます。
注射後は動物病院で発行された
「狂犬病予防注射
済証」
を生活環境課窓口に持参し、
狂犬病予防注射済票の交付を受けてください。

犬の登録等手数料
新規登録
登録内容の変更・死亡届
狂犬病予防注射済票の交付
鑑札の再交付
狂犬病予防注射済票の再交付
08 広報白石 R2・11

（1頭あたり）

3,000円
無料
550円
1,600円
340円

樹木の枝などが道路に張り出すと通行の妨げや
事故の原因となることがあります。
私有地から張り出している樹木などは土地所有者に所有権があるため、
町
（道路管理者）
で剪定・伐採ができません。

■白石町内から発生した剪定枝葉に限ります。
（木の根は持込み不可）

8月の収集で持ち込まれた廃木材

道路に張り出した樹木の
剪定・伐採をお願いします

道路沿いの土地を所有または管理している人は、
樹木の枝などが道路に張り出さないように、
建築限界
【注】
を守
り、
定期的な剪定・伐採をお願いします。
【注】
道路法第30条および道路構造令第12条では、
「道路を安全に通行するため、
車道の上空4.5m、
歩道の2.5m
の範囲に通行の障害になる物
（樹木や看板など）
を置いてはならない」
と規定されています。

剪定・伐採作業時の注意事項
〇電線や電話線がある場合は、
危険を伴う可能性がありますので、
事前に九州電力またはNTTに連絡してください。
〇作業時には歩行者や通行車両の安全を確保し、
作業中の事故防止には十分にご注意ください。
問

建設課 維持管理係

TEL 0952-84-7124

トラクターの盗難が多発しています
以下のことに注意し、盗難防止に努めましょう。

トラクターを倉庫にしまおう
盗難の 多くは田んぼや畑で発生 しています。
ほ場にトラクターを放置せず、
鍵が掛かる倉庫にしまいましょう。
放置して帰らないで！

トラクターに鍵をかけよう
盗まれているものの多くは施錠されていませんでした。
トラクターを離れる際は必ず施錠しましょう。

少しの手間で大きな効果！
エンジン起動にパスワードが
必要となる機能等も有効です

作業者やトラクターに目印をつけよう
侵入者を見分けるためにも、
作業者は腕章等、

農園
○○

トラクターにはステッカー等の目印をつけましょう。

問

生活環境課 環境係

TEL 0952-84-7118

問

農業振興課 農政係

TEL 0952-84-7121
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今年、国民年金保険料を納付した人に

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます

11月は「ねんきん月間」
いい

11月30日は「年金の日」です！

国民年金保険料は、所得税および住民税の申告で全額が社会保険料控除の対象となります。その年の1月
1日〜12月31日に納付した保険料が対象です。
この社会保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
このため、生命保険会社等が発行する控除証明書と同様に、11月上旬に日本年金機構から1年間に納付し
た国民年金保険料の額を証明する『社会保険料（国民年金保険料）控除証明書』
（はがき）が送付されます。
証明内容は、①今年1月1日〜9月30日に納付した国民年金保険料額と、
納付忘れ等がある場合でも、年内に納付すると今年分の控除として申告することができます。
年の途中から国民年金に加入した場合など、10月1日以降に今年はじめて国民年金保険料を納付した人
には、翌年2月上旬に同様の証明書が送付されます。

★年末調整や確定申告の手続きの際は、必ずこの証明書や領収証書の添付が必要です。なくさ
ないよう大切に保管しておいてください。
★家族分の国民年金保険料を納付した場合は、その納付額の全額が納付した人の控除対象と
なりますので、自分の社会保険料と合算して申告してください。

ねんきん加入者ダイヤル
TEL 0570-003-004
（ナビダイヤル）
「050」から始まる電話でかける場合は
＜受付時間＞

月〜金曜日

8：30〜19：00

第2土曜日

9：30〜16：00

年金記録や将来の年金受給見込額を確認し、未来の生活設計について考えてみませんか。
「ねんきんネット」を利用すると、いつでも自分の年金記録を確認できるほか、将来の年金受給見込額につ
いて、自分の年金記録を基に様々なパターンの試算をすることもできます。
詳しくは、日本年金機構のホームページを確認するか、武雄年金事務所にお問い合わせください。

年金相談

②年内に納付が見込まれる場合の納付見込額です。

＜専用電話番号＞

みらい

TEL 03-6630-2525

♦武雄年金事務所での年金相談時間のお知らせ
平日(月〜金曜日）

8：30〜17：15

週初めの開所日（予約制）

17：15〜19：00

週末相談日（第2土曜日・予約制） 9：30〜16：00
【予約／問い合わせ】
武雄年金事務所

お客様相談室

0954-23-0121（自動音声案内①→②）

♦日本年金機構では、電話での相談を受け付けています
ねんきんダイヤル＜専用電話番号＞

TEL 0570-05-1165

「050」から始まる電話でかける場合は

TEL 03-6700-1165

受付時間

月曜日

8：30〜19：00

火〜金曜日

8：30〜17：15

第2土曜日

9：30〜16：00

※週の最初の開所日は、19：00まで受付可能

※土・日・祝日(第2土曜日を除く)、12月29日〜1月3日は、利用できません。
※ナビダイヤルは、一般の固定電話からかける場合は、全国どこからでも市内通話料金で利用できます。
ただし、一般の固定電話以外（携帯電話等）からかける場合は通常の通話料金がかかります。
※「03-6630-2525」にかける場合は、通常の通話料金がかかります。
※「0570」
の最初の
「0」
を省略、
市外局番をつけて間違い電話になっているケースが発生していますので、
かけ間違いにはご注意ください。

※祝日（第2土曜日を除く）、12月29日〜1月3日は利用できません
年金相談にお越しの際は、年金手帳（基礎年金番号通知書）、年金証書、振込通知書などの他、相談者本
人であることを確認できるものをご持参ください。
※代理の人が相談に来る場合には、委任状および代理人の運転免許証などの身分確認ができるものを
用意してください。
問

12月の特定健診の予約を始めます。

くち

12月
健診

会場

1日(火)

2日(水)

有明公民館

3日(木)

4日(金)

福富ゆうあい館

8日(火)

9日(水)

11日（金） 総合センター

予約期間：11月9日
（月）から【受付時間
予 約 先：役場保健福祉課健康づくり係

し

口呼吸の危険性・歯あわせ健診に関するお知らせ

受診希望日時（以下の時間帯から選択してください）

受診日

時間帯

定員

①8：30〜
②9：00〜
③9：30〜
④10：00〜
⑤10：30〜

各15人程度

8：30〜17：00】
（がん検診のみの人は予約不要）

0952-84-7116

※定員になり次第予約を終了します。

〜マスクをつけて
「口で息をする人」が急増中？〜
マスクを着用する機会が増え、いつの間にか口で息をしているようです。口で息をすると乾燥し、唾液
の作用がなくなるため、口の中は不潔になります。
口の細菌は、食べ物や飲み物と一緒に飲み込まれ腸内のバランスを乱し、全身の免疫力を弱めたり、基
礎疾患の悪化や肺炎のリスクも高くなったりするといわれています。
口の管理がウイルス感染の水際対策になるので、かかりつけ歯科医に相談し、自分に合った対策法を身
につけましょう。
また、76歳の人を対象とした「歯あわせ健診」を実施し、対象者には受診券を送付しています。歯科受診
は必要不急です。
この機会に口の状態と機能を把握し、
「健康に生きること」に繋げていきましょう。
詳しくは「佐賀県歯科医師会ホームページ」または、下記までご連絡下さい。
(一般社団法人 佐賀県歯科医師会)

詳しくは、個人宛の通知または各世帯に配布したガイドブックをご覧ください。
問
問
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武雄年金事務所 TEL 0954-23-0121
住民課 住民係 TEL 0952-84-7115

保健福祉課 健康づくり係

TEL 0952-84-7116

一般社団法人 佐賀県歯科医師会
佐賀県在宅歯科医療推進連携室
TEL 0952-25-2291

佐賀県後期高齢者医療広域連合
TEL 0952-64-8476

広報白石 R2・11 11

第１回

須古地区の暮らしと

未来をつくる会議を開催しました！
9月27日、白石町総合センターで
「第1回須古地区の暮らしと未来をつくる会議（ワークショップ）」
（主催：
須古地区地域づくり協議会設立準備委員会）
を開催しました。
当日は、
約100人の須古地区の住民が集まり、
15班に分かれて
「地区で起こっていることや気になること」
、
「地区で困っていることや困りそうなこと」
「
、地区がこうだったらいいな」
「
、これからの地区に必要なこと」
に
ついて話し合い、
意見交換を行いました。
参加者の皆さんの須古地区への思いが伝わる会議となりました。

1

こんなことが起こってるの

●台風や河川の氾濫で避難を考えるようになった
●高齢者だけの世帯が増え、
地域の維持管理が難しくなっている
●神事や祭りごとの後継者が不足しているので、
近隣の地域との協力が必要になっている
●区の行事の減少でつながりが少なくなっているので、
顔がわからない

2

困っていることもあるよ

●隣の地区との交流が少ない
●人口が少ないので役回りが何回も回って来る、
限界
●高齢者だけで暮らす世帯があり、
何かあった時に気づけない
●地域の神事を継承する若手がいない
●防災時のマンパワー不足で、
すぐに動けない

3

地域のことを

話してみたよ

人口減少は避けられない！
2050年には須古の各地区の人口が約
半分になると推計されています。確実に
今よりも少ない人数で、見守りや災害対
応、地域行事を実施するにはどうしたら
いいのかをしっかりと考え、備えること
が必要です。

協働するって、
どんなこと？
協働とは「同じ目的のために、協力して
働くこと」
です。生活スタイルや社会情勢
の変化から、単独での地域の困りごとへ
の対応が難しくなってきています。個人
や地域団体、NPOや行政が共に協力し
て動いて、みんなで安心できる毎日をつ
くっていこうというものです。

こんな地区になったらいいな

●総会などで女性が発言できたらいいな
●広い範囲で動く自主防災組織があるといいな
●子どもが安心して暮らせるまちづくりがで
きたらいいな
●高齢者が安心して住むことができるよう、
顔
の見える関係のある地域になったらいいな
●須古城のてっぺんで須古を感じながら今日
のような話し合いをしたいな

町では「町民協働によるまちづくり」を推進し、
町内8小学校区での「地域づくり協議会」の設立を
目指しています。地域づくり協議会とは、人口減少
等を受け、区・公民館・PTA・老人クラブなど各団
体が連携して、地域課題の解決や地域活性化など
に取り組んでいく組織です。
昨年8月に須古地区がモデル地区となり、地域
づくり協議会の設立に向けて話し合いを重ねてい
ます。
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（次回）
第2回
須古地区の暮らしと未来をつくる会議
日時 11月15日（日）9：30〜
場所 須古小学校体育館

問

総合戦略課 白石創生推進係

TEL 0952-84-7132
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まちのわだい

in Sh iro is h i

しろいし農業塾・いちごトレーニングファーム
Topics

移動販売で高齢者の見守り
Aコープしろいし店との協定締結式

10月8日、株式会社Aコープ九州しろいし店と白石町が「高齢者
等の見守り活動に関する協定」を締結しました。
この協定は、町内で移動スーパー「とくし丸」が希望者宅の訪

新一年生です。よろしくお願いします！
たにぐち ま ゆ み

問を開始するのに合わせて締結するもので、移動販売時に地域住

初めまして、
鹿島市から研修に参加している谷口真由美です。

民の異変を発見した場合は、速

私は、
ずっと農業をしながら暮らしたいと思っていて、
色々な作

やかに町に連絡を行い、関係機

▲移動スーパー｢とくし丸｣

関と協力して適切な支援を行うことができます。

物の中でもいちご作りをしてみたいと思っていた時、トレーニン

「とくし丸」は、実際に他県で体調不良の高齢者を発見した経緯があ

グファームの研修生募集を知り応募しました。

り、事業者の北島さんは「移動スーパーが回ることで、高齢者等の日常

4月に入校し、
研修初日は、
いちご収穫作業から始まり、
初めての
パック詰めに戸惑いながらもなんとか出荷できるようになりました。
育苗期間は、
夏場の暑い中

の生活に何かあった場合は早急な対応ができたら良い」と事業への意気

での作業も多く、
自分が思っていた以上に大変で体力面でも不安になる事もありましたが、
一つ

込みを語りました。

一つの作業で新しい発見があり、
やりがいを感じる事も多く、
楽しく作業しています。
9月の定植作業も大変でしたが無事に終わり、
後は収穫出来るのを待つばかりとなりました。
この2年間の研修の中でたくさんの技術を習得し、
「いちごさん」
普及の為にも頑張りたいと思っ

▲協定を締結しました

Topics

ています。
就農地は鹿島市になります。
これからもよろしくお願いします。
連絡先 白石町役場農業振興課 0952-84-7121
JAさが杵藤エリア園芸指導課
（白石地区）
0952-84-5112

第3回佐賀県伝承芸能祭に戸ヶ里浮立保存会が出演します！

安全運転の実施を
交通安全ドライバーサービス

9月24日、福富ゆうあい館で秋の交通安全県民運動に合わせてドライバーサービスを行いました。敷地
内に車を誘導して、副町長や白石警察署長、交通安全母の会のメンバーがドライバーにたまねぎや反射材
を手渡し、安全運転を呼びかけました。
10月1日からは夕暮れ時の早めのライト（前照灯）点灯運動が実施されています。ドライバーの皆さん
は、午後5時から前照灯を点灯しましょう。歩行者、自転車で外出するときは反射材を使用しましょう。

地域の宝である伝承芸能を継承しようとする機運を盛り上げるため
「第3回 佐賀県伝承芸能祭」
が
開催されます。
この芸能祭は、
各地域の伝承芸能が一堂に会し、
ステージで実演を行うもので、
広く県民
が伝承芸能に触れる機会をつくろうと2年前から開催されています。
今年の芸能祭は、
県内9団体、
県外1団体が出演予定です。
こ
のうち、
県内の団体の1つとして、
戸ヶ里浮立保存会が出演し
ます。
各地の特色ある伝承芸能を鑑賞できる貴重な機会です
ので、
感染症対策をして会場にお越しください。
詳しくは、佐賀県伝承芸能祭のホームページをご覧ください。

日時 11月23日(月・祝)10：00開演
場所 佐賀市文化会館
※新型コロナウイルスの影響でイベントの内容を
変更・中止する場合があります

▲ドライバーに手渡しました

問

佐賀県 文化課 TEL 0952-25-7236
生涯学習課 生涯学習係 TEL 0952-84-7129

Topics

長年の交通安全指導ありがとうございます
佐賀県交通安全功労者表彰

道路の美化にご協力ください
農作業時の泥が道路に落ちている
ところが見受けられます。
交通事故
の原因になることもありますので、
泥が落ちてしまった際は片付けま
しょう。
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問 建設課 維持管理係 TEL 0952-84-7124
農村整備課 農村整備係 TEL 0952-84-7122

▲安全運転をお願いします

松尾光雄さん

長年、地域の交通安全に貢献した人に贈られる、佐賀県交通安
全功労者表彰を交通安全指導員である松尾光雄さんが受賞されま
した。
松尾さんは、平成17年に交通安全指導員として任命され、今日
まで約15年間にわたり交通安全活動にご尽力いただいています。
保育園や幼稚園、小学校の交通安全教室では、児童・生徒への
熱心な指導を通して、子どもたちの交通事故防止に努めていただ
いています。
▲受賞おめでとうございます
広報白石 R2・11
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まちのわだい

in S h iro ish i

スポーツ・健康増進のまち「白石町教育の日」
Topics

手作りお菓子の販売
佐賀農業高校

第9回 白石町教育の明日を考える集会を開催します！

サノン・マルシェ

9月18日、道の駅しろいしで「サノン・マルシェ」が開催され、
佐賀農業高校食品科学科の3年生が製造したパンやシフォンケーキ、
クッキーやビスケットなどを販売しました。また、今回は「白石町
若年者地元定着促進事業」を活用して行われました。
当日は、新型コロナウイルス感染症対策として、ビニールカーテ
ンの設置や手袋の使用、店内への入場を3人ずつに制限するなどの
工夫を行いました。
今年は、新型コロナウイルスの影響でしばらくマルシェが開催で
きず、生徒たちは「不安だったが、お客さんの笑顔を見ることがで
き、感謝の言葉をもらって嬉しかった」と販売した達成感や喜びを
感じていました。

Topics

町では、昨年12月に｢スポーツ・健康増進のまち宣言｣を行いました。
今回の講演は、スポーツを通して元気で活力があるライフステージを過ごすためのヒントになる話が
聞けます。町民の皆さん、ぜひお越しください。

日時 12月6日（日）14:00〜（受付 13:30〜）
場所 白石町総合センター
内容 開会行事 教育功労者表彰 等

▲生徒が製造したパンなどを販売

※来場する際は、マスクを着用してください。
当日、発熱や体調不良の人は来場を控えてください。

美しい県を目指して
建造物解体業連合会

講演 ［第1部］｢努力の分だけ結果に！｣
講師：長距離走アスリート 岩永 義次氏(マスターズ陸上3000m 世界新記録)
［第2部］｢SSP構想が開く佐賀の好循環｣
講師：SAGAスポーツピラミッド推進グループ推進監 日野 稔邦氏

ボランティア活動

佐賀県建造物解体業連合会では、毎年県内各地でボランティア
活動を行い、美化活動に取り組まれています。
今年は、9月29日に町内4ヵ所の排水機場で、除草・集草作業
やごみ等の清掃作業が行われました。
排水機場の周辺は草が生い茂っていましたが、皆さんのおかげ
できれいになりました。ありがとうございました。

に
も
子ど を
夢

問 教育委員会 学校教育課
生涯学習課

えるクリスマス
逢
に
タ
inしろ
いし
サン

サンタがおうちにやってくる！
12月20日（日）の夜、GROUP-S(白石
のまちづくり会）のスタッフがサンタクロース
やトナカイになって、あらかじめ預かったプレゼントを持って
訪問し、子どもには「夢」を家庭には「明るい笑顔」を届けます！！

TEL0952-84-7128
TEL0952-84-7129

訪問家庭
募 集

お も て

日時：11月15日（日）9:30〜11:30

「ニュースポーツ体験会」 は新型コロナウイルス感染症

場所：白石社会体育館
内容：ニュースポーツの紹介と体験
（輪投げ、ダーツ、スカッとボール、ボッチャ、
ヒットだ！ターゲット、シャッフルボード、
ワンバンドふらばーるボールバレー）

拡大防止を考慮し、中止となりました。

※種目変更等がある場合もあります。
※各自でマスク・体育館シューズ・
飲み物を用意してください。

16 広報白石 R2・11

問

生涯学習課 生涯スポーツ係 TEL 0952-84-7129

う ら

-

11月15日 ( 日 ) に開催を予定していました

杵島郡白石町福田

「ニュースポーツ」とは、誰でも気軽に簡単に楽しむことができる新しいスポーツです。
地域の行事、老人会、子どもクラブなどレクリエーションの一環として多くの機会で活用してもらい
たいと考えています。
色々なニュースポーツを体験できるように用意していますので、皆さんの参加をお待ちしています。

ＲＯＵＰ Ｓ吉岡英允 行

秋だ！スポーツの秋だ!!
「ニュースポーツ体験会」に行ってみよう♪

★訪問日 12月20日(日) 18:30以降
〒849-1112
★対 象 町内在住小学生以下
G
★訪問地域 白石町内
★訪問軒数 60軒程度（応募多数の場合は抽選）
★費 用 無料(プレゼントは各自で用意してください)
1970
1
★募集期間 11月2日(月)〜20日(金)必着
★応募方法 はがきに次の事項を記入し、申し込んでください。

①保護者氏名（ふりがな）
②子どもの氏名（ふりがな）
③年齢・性別（小学校・幼稚園・保育園名）
④当日の訪問先住所
⑤連絡先電話番号（携帯電話を持っている人は携帯電話番号）
⑥当日の訪問先周辺の地図

※決定者には11月24日（火）〜26日（木）の間で19:00以降に連絡します。
※応募は1家庭につき1通のみです。家庭に対象者が複数いる場合は、その子
どもの名前・年齢・性別も記入してください。
※この募集にあたり収集した個人情報は、今回の企画のために
のみ利用しそれ以外の目的に利用することはありません。ま
た、申込者の承諾なく第三者に提供することはありません。

問

①
②
③ 応募方法を
④ ご記入ください
⑤
⑥
地 図

スタッフ募集！
当日プレゼントを届け
てくださるスタッフも
同時募集します。
（18才以上で男女不問）

GROUP-S 吉岡 英允
携帯 090-3987-2612

広報白石 R2・11
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11月は「児童虐待防止推進月間」です
児童虐待は子どもの権利を侵害する行為で、
子どもの健やかな成長に影響を及ぼします。
児童虐待の防止は
社会全体で取り組むべき重要な課題です。

●児童虐待とは…？
身体的虐待

殴る、蹴る、叩く、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせる、
首を絞める、縄で一室に拘束する など

性的虐待

子どもへの性的行為、性的行為を見せる、性器を触るまたは触らせる、ポルノグラ
フィの被写体にする など

ネグレクト

家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車の中に放置
する、重い病気になっても病院に連れて行かない など

心理的虐待

言葉による脅し、無視する、きょうだい間での差別的扱い、子どもの目の前で家
族に対して暴力をふるう（ドメスティック・バイオレンス：DV）、きょうだいに
虐待行為を行う など

●「しつけ」が行き過ぎると虐待に当たることもあります。

児童虐待 かもと思ったらすぐにお電話ください

189
いち

児童相談所
全国共通
3桁ダイヤル

はや

く

あなたの1本の電話で救われる子どもがいます
いち はや

く

「 １８９ 知らせて守る こどもの未来 」
連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。

里親制度 をご存知ですか

事情があって親元で暮らすことができない子どもを、
一時的あるいは継続的に自身の家庭に預かり養育
することを里親制度といいます。
★養育里親
保護者のいない子どもや虐待などの理由で保護者が養育することが適当でない子ども
（要保護児童）
を
養育する里親です（
。養育里親研修を受ける必要があります）
★養子縁組里親
養子縁組で、
子どもの里親になることを希望する里親です（
。養子縁組里親研修を受ける必要があります）
★親族里親
要保護児童の扶養義務者およびその配偶者である親族であって、
実親の死亡や入院などで、
子どもを養
育することができない場合の里親です。
★専門里親
虐待を受けた子どもや障害のある子どもなど、
専門的な援で、
3年以上里親の経験等が必要です。
（専門里
親研修を修了し養育に専念できることが必要です）
◎所定の研修を受け、
子どもに適した住環境があるなどの要件を満たしていれば、
特別な準備は必要あり
ません。
保護を必要とする子どもに寄り添い、
あたたかい愛情と正しい理解をもって接することができれ
ば大丈夫です。
◎子どもを育てるために必要な生活費、
教育費、
医療費などが支給されます。

ふれあい人権フェスタ2020を開催します
12月4日〜10日の人権週間にちなみ、
佐賀県主催で
「ふれあい人権フェスタ2020」
を開催します。
入場無料で、
どなたでも参加できます。
この機会に、
一緒にさまざまな人権問題について明るく楽しく考えてみませんか？

●日時 12月5日（土）10：00〜13：00
●場所 福富ゆうあい館
●内容 ★村主章枝さん（元フィギュアスケート選手）による人権に関する講演
★（公財）佐賀県国際交流協会による多文化共生啓発ブース
★人権啓発資料展示 など
※講演のみ事前申し込みが必要です。詳細はお問い合わせください。
問

佐賀県 人権・同和対策課

TEL 0952-25-7063

強化月間
「女性の人権ホットライン」

全国一斉

配偶者やパートナーからの暴力、
職場におけるセクシュアル・ハラスメント、
ストーカー行為といった女性をめ
ぐる様々な人権問題についての相談に、
法務局職員、
人権擁護委員が応じます。
秘密は固く守られますので、
ひとりで悩まず、
お気軽にご相談ください。

1 相談電話番号
2 実 施 期 間
3 受 付 時 間

ゼロナナゼロ の ハートライン

0570−070−810（全国共通）
11月12日（木）〜18日（水）
11月12日（木）〜18日（水） 8:30〜19:00
11月14日（土）〜15日（日）10:00〜17:00

※全国一斉
「女性の人権ホットライン」
強化週間以外の受付は、
平日8:30〜17：15です。

【電話受付時間】平日8：30〜17：15

里親制度に関心がある人は、
児童相談所
（全国共通ダイヤル189）
へお問い合わせください。
問
18 広報白石 R2・11

保健福祉課 福祉係 TEL 0952-84-7116

問

総務課 総務係

TEL 0952-84-7111
広報白石 R2・11
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『冬の講座』受講者募集のご案内

家賃支援給付金について

新しい趣味や体験をしてみませんか？ 皆さんの参加をお待ちしています
〈申込方法〉

申 込 先

各講座の申込先へ「住所、氏名、電話番号」をお伝えください。

申込期間

11月5日(木)〜13日(金)

8:30〜17:00

※事情により中止または延期する場合があります。
※各講座とも申込先でのみ受付します。
※電話が混雑する場合があります。ご了承下さい。
※収集した個人情報は講座の運営のみに利用し、それ以外の目的に利用することはありません。

申

先

生涯学習係

日

時

12月12日(土)

場

所

福富ゆうあい館

参

込

加

講

料
師

0952-84-7129

無料

10:00〜12:00
定員

20人程度

佐賀県金融広報委員会アドバイザー

計画的なお小遣いの使い方や、お金に関する知識を
学ぼう！
親と子に役立つお金の話や、使い方等を学びます。
スマホゲームについても事例を交えながら、分かり
やすく学ぶことができます。
親子でも保護者だけでも参加できます。

クリスマス寄せ植え
申

先

福富公民館係

0952-87-2149

日

時

12月4日(金)

10:00〜12:00

場

所

福富ゆうあい館

料

1,500円

参

込

加

講

師

申

白石公民館係

0952-84-6925

申

日

時

12月17日(木)

10:00〜12:00

場

所

白石町総合センター

料

無料

師

九州電力武雄営業所ホームアドバイザー

講

加

定員

12人

クリスマスを手作りのキャンドルで楽しみませんか。
IHクッキングヒーターを使ったエコキャンドル作り
の講座を開催します。
作成した作品はお持ち帰りください。

15人

（有）フラワーウッド

おしゃれしめ縄作り講座

先

参

込

定員

クリスマスを彩るステキな寄せ植えを作りませんか。
作る楽しさはもちろん、長く育てる楽しさも味わっ
てください。季節の花があなたの生活に色を添えて
くれると思います。
初めての人も気軽に体験してみてください。
出来上がった作品はお持ち帰りください。

エコキャンドル作り教室

先

白石公民館係

日

時

12月12日(土)

場

所

白石町総合センター

料

2,000円

師

鶴田留美子

参
講

込

加

●対象者： 新型コロナウイルスの影響で売上高が大幅に減った農業者、商工業者など
●申請期間： 令和3年1月15日（金）まで
●申請方法等： 経済産業省および農林水産省のホームページをご覧ください

応募多数の場合は抽選とさせていただきます。

親子で学ぶお金の講座

「家賃支援給付金」は、農地の賃料（小作料）や店舗・事業所の地代・
賃料が給付対象となります。

0952-84-6925
10:00〜11:30
定員

※申請は早めにお願いします。不明な点はお問い合わ せください。
問

のお知らせ

・11月16日（月）〜30日（月）

■募集する住宅

■応募に必要な書類

〈継続〉

・入居申込書（白石町役場にあります）

・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

・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

〈新規〉

全員分）

・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
（単身入居可能です。ただし、年齢60歳以上の
人などの条件があります）

・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

氏

手作りのおしゃれなしめ縄で新年を迎えてみませんか。
和室、洋室どちらにも合うしめ縄です。玄関だけで
なく、リビングに飾っても素敵です。
新年を迎えるのにぴったりなしめ縄作りの講座です。

2年度累計

9月分
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■募集期間

１2人

おしゃれしめ縄

TEL0952-84-7127
TEL0952-84-7123

町営住宅入居者募集

9月分

エコキャンドル

農業委員会
商工観光課

2年度累計

0件
0件

0件

0円

0件

0円

0件

0円

0件

1件
3件
0件
0円
3,000円 15,000円

0円

0件

0件

0円

0件
0円

0円

0件

0円

0件

1件
0件
5,000円

0円

0件

建設課 建築住宅係 TEL 0952-84-7124

0円

0件
0円

0円

0円

0件

0円

0件

0円

0件
0円

0件

0円

0件

0円

0件
0円

0件

0円

0円
1件
5件
3,000円 21,000円

0件

0円

0件
0円

0件

0円

0件

0円

1件
5,000円
広報白石 R2・11
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消費生活情報

188

消費者ホットライン…局番なし

新型コロナウイルスに便乗した
インターネット通販やキャンセルによるトラブルに注意！

［須古小学校］学校教育は今
知 正しく 仁 やさしく 勇 元気よく
■創立：明治9年
■校長：大串 由美子
■児童数：123人（R2.10.1現在）
■住所：白石町大字堤1463番地

事例1
通販サイトでマスクを注文したが、不良品だった。通販サイトに返金を申し出るため電話をしているが、
連絡が取れない。どうすればいいか。
事例2
昨年、航空券を予約したが新型コロナウイルスの影響で4ヵ月前にキャンセルした。
「解約後2〜3ヵ月で
返金する」とのことだったが、未だに返金されない。このまま返金されないのではないかと不安だ。

■HPアドレス
https://www.education.saga.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。そして、いつも温かく応援してくださる保護者・家族の皆さん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、「正しく、やさしく、元気よく、須古大好き」な子どもの育成をめざしています。

＜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。
★
「サイトに正確な運営情報が記載されていない」
「日本語の表現が不自然である」
「支払方法が銀行振込

新しい生活様式での学校生活

のみ」
等の場合は特に注意が必要です。
少しでも怪しい、
おかしいと思ったら利用したり、
個人情報を

新型コロナウイルス感染症対策で3密を避けるため、これ
までとは違った「新しい生活様式」が求められています。
最大限の間隔をとった座席配置をし、給食の時間も友だち
と机を向かい合わせにせず前向きで静かにいただいていま
す。

入力したりしないようにしましょう。
★旅行や航空券、
ホテル、
結婚式場、
スポーツジムなどの解約や解約料に関する相談が多く寄せられてい
ます。
利用規約等で
「どういう場合に解約できるのか」
「解約料がいつから、
どのくらいかかるのか」
を
しっかり確認しましょう。
★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）

気持ちいい！

■白石町消費生活相談のご案内■
白石町の開催日は毎週木曜日です。
白石町

日時：11月 5日（木）・12日（木）
19日（木）・26日（木）
10:00〜16:00

（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」と伝えてください。

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
にお問い合わせください。

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。
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問

11月の相談日
1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

6
13

7

マスク着用が求められている中、熱中症が心配されてい
ました。そこで、須古地区教育振興会からミストシャワー
の器具を購入していただき2ヵ所に設置しました。暑い中歩
いて登校してきた子ども達を涼やかなミストが優しく迎え
てくれていました。

14

12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

31

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

須古再発見！
毎年、2年生が行っている町探検。今年も元気に出かけて
行きました。須古地区のお店や事業所の皆さんに温かく受
け入れていただき、仕事の大変さや楽しさ、地域への思い
などを学びました。須古のよさや自分たちとの関わりに気
づきました。

白石たまねぎのすごさを伝えたい！
「白石のたまねぎのすごさを調べて、もっと多くの人に
知らせたい」という思いからスタートした3年生の総合的な
学習の時間。JA青年部の赤坂さんにその秘密を教えていた
だきました。白石たまねぎの特徴、栄養、おいしさについ
て情報発信中です。
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図書館情報

ゆうあい図書館
図書紹介

本
を
読
も
う
！

TEL 0952-87-2171

林 寧哲監修 OMgray事務局監修 講談社

人間関係を継続するこ
とができない。自己評価
が低すぎる…。発達障害
のグレーゾーンには特有
のつらさがある。現場の
医師と当事者の声から、
問題と対策を解説する。

なぜ、あそこの6次産業化はうまくいくのか?

井上 嘉文著 大学教育出版

志麻さんのベストおかず
扶桑社

伝説の家政婦・志麻さんのいちばん
簡単でおいしいレシピを集めました。
辛くない麻婆豆腐、豚ポテトミートボ
ールなど、いつもの食材＆基本の道具
だけでつくれる、アレンジを利かせた
メニューを紹介。そんな志麻さんの料
理のなかでも、一番簡単でおいしい家
庭的おかずをまとめた1冊です。
いつもの食材が三ツ星級のおいしさ
になったらいいですね。

有明公民館

図書室

開館時間：8:30〜22:00

24 広報白石 R2・11

魔力の胎動
東野 圭吾著

青志社

●11月の休館日

・11月5日〜12月10日

11月 /9日(月)/16日(月)/23日(月・祝)/24日(火)/30日(月)
12月 /7日(月)

ぶっぶーパンやさん

高木 さんご作・絵 ひさかたチャイルド

ぶっぶーパンやさん、
おいしいパンをたくさん
車に積んで、ぶっぶー。
まちで人気のパンはどの
パンかな。ハンバーガー
やメロンパン、クジラの
形やたこの形のパン。本
を読んでいろんなパンを
探してね。幼児にピッタ
リの絵本です。ぜひ親子で楽しんでください。

TEL 0954-65-313 5

図書紹介

休館期間 11月23日（月・祝）〜30日（月）
蔵書点検期間中は、図書館を休館し次の作業を行
います。 ★蔵書の点検
★書架の整理
★本の配置換え
★その他、開館中にできない作業
期間中に返却する人は、次の点にご注意ください。
☆本、雑誌は「返却ポスト」に返却してください。
☆CD・ビデオ・DVDなど、壊れやすいものは、
12月1日以降に図書館のカウンターへお返しく
ださい。

「まず、好きなことを見つけよ
う。見つかったらそれを一生懸
命続けるんだ」 時代に愛された
男・志村けんが残した言葉を紡
いで、その足跡をたどる。「生
きる知恵」が詰まった一冊。加
藤茶による特別寄稿、秘蔵写真
も掲載。

開館時間：10:00〜17:00

タサン 志麻著

●蔵書点検に伴う休館のお知らせ

志村 けん著

TEL 0952-71-5245

角川書店

こうどじゅんせいひょう

「后土純精標」の碑

11月のお話会 11月14日（土）14:30〜

志村けん160の言葉

個人で使える補助金などは
ある? 原価計算は合っている
のに儲からないのはなぜ? 6
次産業化にチャレンジしやす
い資金調達方法やブランド戦
略、PRノウハウなどを、一
問一答形式で具体的にわかり
やすく解説する。

図書紹介

VOL.186

/23日(月･祝)〜30日(月)
開館時間：10:00〜18:00 12月 /7日(月)
●ゆうあい図書館 おはなしの部屋

大人の発達障害グレーゾーンの人たち

楽習館

●11月の休館日・11月5日〜12月10日

11月 /9日(月)/16日(月)

自然現象を見事に言い当てる、
彼女の不思議な 力 とは。彼女
によって、悩める人たちは救われ
るか…
2018年に映画化された「ラプ
ラスの魔女」の前日譚。両方読む
のもお薦めです。

さかた

有明地域坂田公民館の一角に
「后土純精標」
と刻まれた高さ2m4cmの自然石の碑が建っていま
ち そかいせい
す。
これは明治政府により行われた地租改正事業を記念して明治９年
（1876）
12月に建てられたも
のです。
明治政府は、
明治６年
（1873）
に地租改正条例を制定し、
古来より続いてきた物
（米）
を中心とした
てんかん
納税から、
現金による納税へ転換を進めました。
地租改正を実施するにあたり、
土地の所有者、
面積、
用途について全国的に調査・測量することが重要になりました。
有明地域においては明治9年〜10年
（1877）
にかけて田畑・宅地が、
明治14年
（1881）
〜15年
（1882）
にかけて山林原野の測量が行われたと
『有明町史』
にあります。
この石碑が建立されたのが
明治９年12月であることから、
当時の坂田村は、
有明地域の中でも早期のうちに測量事業を完了さ
せたと思われます。
この事業により土地所有者には、
所有権を示す地券が発行され、
測量結果は、
地
図にまとめられ長崎県に提出されました。
なぜ成果物が長崎県に提出されたかというと、
当時の佐賀県の情勢が関係しています。
石碑の建
立される２年前の明治７年
（1874）
２月に、
佐賀県において明治政府に対し不満を持った不平士族
ちんあつ
なんち
による大規模な反乱である
「佐賀の乱」
が発生しています。
乱を鎮圧した政府は佐賀県を難治県
（中
ちくご
みずま
がっぺい
央政府に従わない士族が多い県）
と捉え、
明治９年４月に筑後地方の三潴県に合併し、
佐賀県は消
滅します。
同年８月には三潴県より佐賀県部分が長崎県に合併され、
その後明治16年
（1883）
に再
び佐賀県が復県するまでの間は、
佐賀県部分は長崎県に属しました。
くわ
石碑正面に彫られている
「后土」
は国土を意味し、
「純精」
とは詳しく調査することを意味します。
石
こちょう
たずさ
碑正面と北側面には、
測量調査に携わった当時の検査官、
戸長
（市町村制導入以前の区の役人）
、
村民の人名が多数刻まれています。
地租改正における測量や地図の作成は、
原則として村民自身の
手で行うこととなっており、
村民の理解と協力を得ることが不可欠でした。
地租改正を記念する石碑
は、
県内において例がなく『
、佐賀県史』
においても写真付きで紹介されています。
へいがい
明治時代初期は、
急速な社会構造の変化の弊害により国内の情勢は不安定であり、
特に九州で
じんぷうれん
あきづき
は明治７年佐賀の乱、
明治９年神風連の乱
（熊本）
、
秋月の乱
（福岡）
、
いっき
せいなん
明治10年西南戦争など不平士族による反乱や地租改正反対一揆が
発生しました。
このような情勢下においても、
郷土の地租改正の測量が
実施され、
その事業を記念する石碑が建立されたことは、
村民の事業
に対する深い理解と協力があったことを示しています。
〈参考文献〉
『有明町史』有明町教育委員会 昭和44年
『有明町の文化財』有明町教育委員会 昭和51年
『佐賀県史』下巻 佐賀県 昭和42年
国土交通省HP
生涯学習課生涯学習係

明治９年銘「后土純精標」碑
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11

くらしのカレンダー 11/5▶12/10

November
2020

※10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。

職業訓練受講生募集（1月入所生）
★保健行事予定
◆相談会
●町行事予定

保健福祉課
健康づくり係

相 役場1階相談室1

交 白石町交流館

ミ 役場１階ミーティング室1

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

総 白石町総合センター

有明公民館
運 白石町総合運動場

5

6

◆消費生活相談
10：00〜16：00

★2ヵ月児相談
〈受付〉13：00〜13：30
［R2.8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

0952８４-７１１６

8

9

●白石地域自治公民
館対抗グラウンド・
ゴルフ大会
運 8:30〜12：00

15

10

★子育て相談室
「すくすく相談」
13:15〜事前申込者

16

11

●日本語交流会
元 19:30〜21：00

◆ファイナンシャル
プランナー相談会
ミ 9：00〜20：00
要予約
◆家計の困りごと相談会
10:00〜16:00
要予約
●日本語交流会
元 19:30〜21：00

23 勤労感謝の日

24
★1歳児歯科健診
〈受付〉13：00〜13：30
［R元.11月〜12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
元 19:30〜21：00

29

30

1

★2ヵ月児相談
〈受付〉13：00〜13：30
［R2.9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

12

★住民健診
有公〈受付〉8：30〜11：00
●日本語交流会
元 19：30〜21：00

7

13

◆消費生活相談
10：00〜16：00
★1歳6ヵ月児健診
〈受付〉13：00〜13：30
［H31.3月生］
母子健康手帳・問診票・尿

17

●日本語交流会
元 13:30〜15：00

22

18

19

◆働き方改革推進
支援センター
「白石町相談コーナー」
相 10：00〜16：00

◆消費生活相談
10：00〜16：00
★1歳6ヵ月児健診
〈受付〉13：00〜13：30
［H31.4月生］
母子健康手帳・問診票・尿

14

●駐在員会
大 9：00〜
◆女性のための
巡回相談
10：00〜16：00

20

25

26

◆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
［R2.7月生］
母子健康手帳・
健やか親子21アンケート

2
★住民健診
有公〈受付〉8：30〜11：00

◆法律相談
交 10：00〜12：00
●おはなし会
ゆ おはなしのへや
14：30〜

21

27

28

3

4

5

★住民健診
ゆ〈受付〉8：30〜11：00
◆消費生活相談
10：00〜16：00

★住民健診
ゆ〈受付〉8：30〜11：00

ゆ

6

7

8

◆人権相談・行政相談
9:00〜12：00

9

★住民健診
総〈受付〉8：30〜11：00
●日本語交流会
元 19：30〜21：00

★住民健診
総〈受付〉8：30〜11：00

10
◆消費生活相談
相 10：00〜16：00

日曜・祝日在宅医 （11月5日〜12月10日）※都合により変更になる場合があります。
曜日

11月 8日

日

原田内科医院

15日

日

戸原内科

大町町 0952-82-2051

森外科医院

白石町 0954-65-2059

22日

日

藤崎医院

江北町 0952-86-3231

高島病院

白石町 0954-65-3129

白石共立病院

白石町 0952-84-6060

内

科

外

科

白石町 0952-87-3737 藤井整形外科病院 白石町 0952-84-5880

23日 月・勤労感謝の日 かわぞえ内科クリニック 白石町 0952-37-5593
29日

日

有島病院

白石町 0954-65-4100

古賀病院

江北町 0952-86-2070

12月6日

日

溝口医院

白石町 0954-65-2046

稲富胃腸科外科

白石町 0952-84-3027

■募集科名・定員
電気設備施工科 15人
■訓練期間 令和3年1月6日（水）〜6月30日（水）
■募集期間 11月25日（水）まで
■入所選考 12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

高齢者活躍人材確保育成講習
（パソコン講習）
■日時 12 月 14 日（月）/16 日（水）/17 日（木）
/18 日（金） 4 日間
■会場 武雄市文化会館
■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について学ぶ講習
■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
■受講料 無料
■申込締切日 12 月 4 日（金）
■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

シニア向け就労無料相談会
まだまだ元気にもう少し働きたいシニアの皆さ
んの就労相談を受けます。
（鹿島会場）
■とき 12月9日（水）
■場所 ハローワーク鹿島2階
（武雄会場）
■とき 11月19日（木） 12月17日（木）
■場所 ハローワーク武雄2階
■相談時間 各10：00〜15：00
■問合せ先
佐賀県シニアはたらきたいけん推進協議会
佐賀市兵庫北三丁目8-36 ほほえみ館内
（佐賀市保健福祉会館2階）
TEL 0952-33-7380

ゆめさが大学鹿島校第9回学校祭
中止のお知らせ
11月6日（金）に開催を予定していた「第9回鹿島
校学校祭」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。ご理解をお願いします。
■問合せ先 ゆめさが大学鹿島校事務局
TEL 0954-63-2322

成年後見制度と遺言の無料説明会
司法書士が成年後見制度や遺言について説明会
を開催します。制度の内容がよくわからない人、
遺言の書き方がよくわからないと悩んでいる人の
参加をお待ちしています。説明会終了後、個別相
談も受け付けます。
■日時 11 月 21 日（土）10:00 〜 12:00
■場所 アバンセ 4 階 第 1 研修室
■定員 25 人 ■受講料 無料
■申込方法 電話予約
■申込・問合せ
（公社）成年後見センター・リーガルサポート
佐賀支部
佐賀市川原町 2 番 36 号
TEL 0952-29-0626 FAX 0952-29-5887

第27回

21世紀社会福祉セミナー

地域共生社会における権利擁護についての現状
や課題について知識を深め、地域で支援を行って
いる専門職および支援者の取り組みや今後の展
望、社会福祉士に求められる役割について一緒に
考えます。
■日時 11月29日（日）13：00〜16：30（受付12：00〜）
■場所 アバンセホール
■定員 100人
■参加費 無料
■申込締切 11月27日（金）
■申込・問合せ 佐賀県社会福祉士会
TEL 0952-36-5833
※中止の場合は、
佐賀県社会福祉士会ホームページ
でお知らせします。

9月末現在
犯罪発生件数
窃盗犯の主なもの

月
6 日
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情報EXPRESS

77件

前年比

−3件

うち窃盗犯

61件

前年比

＋2件

自転車盗

13件

前年比

−4件

万引き

7件

前年比

−4件

車上ねらい

7件

前年比

＋3件

空き巣、忍込み等

7件

前年比

−9件

自転車盗13件のうち、
11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。
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カン おい
タン

しい

健康レシピ

「毎日の食事に野菜料理をもう1品」

ほうれん草としめじの白和え

健康な身体づくりのためには、
野菜は1日350g摂るように言われています。
野菜料理は面倒と思う人も、
電子レンジを利用したり、
材料を一つの鍋で一度に
茹でたりすることで、
ずっと簡単に作ることができますよ。

■材料
：4人分

・ほうれん草 …………………200ｇ
・しめじ ………………………100ｇ
………………………1/5 本
・人参
・絹ごし豆腐 …………1 丁（300g）
・白すりごま ……………大さじ 2
…………大さじ 1 と 1/2
A ・みそ
…………………大さじ 1
・砂糖

■作り方

（1人分：エネルギー113kcal 塩分0.9ｇ）

●世帯
●人口
男性
女性

7,739世帯 （＋8）
22,501人 （−12）
10,663人 （−11）
11,838人 （−1）
R2年9月末現在（対前月比）
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①豆腐は半分に切り、キッチンペーパーで包み、耐熱皿にのせて電子レ
ンジ（600w）で2分30秒加熱する。ペーパーを取り、水分を捨てて粗熱
を取っておく。
②ほうれん草はざく切りにし、しめじは石づきを取り手でほぐす。
人参は3cm長さのせん切りにする。
③鍋に湯を沸かし、人参、しめじ、ほうれん草の順に加えてゆでてザルに
あけ、冷水で冷やして水気をしぼっておく。
④ボウルに①の豆腐をちぎり入れ、泡だて器などでよく混ぜ、Aを加え
て調味する。③を加えて全体を和える。
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