
112021
NO.203

令和3年広報白石広報白石

インフルエンザ予防接種費用の一部助成
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

児童虐待防止推進月間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
・・・・・・・3

Topicsまちのわだい
図書館情報/あるある文化財

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
・・・・・・・・・・・・・・・・・18

消費生活情報/くらしのカレンダー・・・・・・・・・・・20

秋の全国火災予防運動

夢中になってボッチャを体験
［写真］｢学校訪問2024｣白石小学校ボッチャ体験



　子どもの医療費助成では、未就学児を対象に県外でも子どもの医療費受給資格証を使って受診できる医療
機関が5つあります。
　新しく10月1日から九州大学病院が追加されました。未就学児が対象の県外保健医療機関に、お手持ちの
ピンク色の「子どもの医療費受給資格証」を提示すると、子どもの医療費助成制度を使って受診できます。

　佐賀県外の保健医療機関
　・福岡市立こども病院　　・久留米大学病院　　・聖マリア病院　　　　　
　・佐世保市立総合病院　　・佐世保共済病院　　・九州大学病院（10月1日から追加）これからの季節、空気が乾燥して火災が起こりやすくなります。

火の取扱いには十分注意しましょう。

白石町「新型コロナワクチン接種」に関するお知らせ

11月9日(火)～15日(月)

インフルエンザ予防接種費用の一部助成に関するお知らせ

10月から子どもの医療費助成制度に
　　　　　　　　　　　　　「九州大学病院」が追加されました

問 保健福祉課「新型コロナウイルスワクチン接種対策班」　TEL 0952-84-7116

問 白石消防署　TEL 0952-84-3283

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

接種当日に白石町に住所があり、次のい
ずれかに該当する人
①65歳以上の人
②60歳以上65歳未満の人で心臓・じん
　臓・呼吸器の機能、またはヒト免疫不
　全ウイルスによる免疫の機能に障害が
　ある人（障害者手帳1級程度）

接種当日に白石町に住所がある0歳から
中学3年生までのお子さん

接種料金　 　 4,400円
うち助成額　  3,100円
自己負担額　  1,300円（1回のみ）
※生活保護世帯の人は無料
（事前に福祉係にご連絡ください）

自己負担額：接種料金から助成額を差し
引いた金額です。
助成額
・0歳から12歳まで（2回接種）
　（1回目1,000円、2回目1,000円を助成）
・13歳以上の中学生（1回接種）（2,000円助成）

【佐賀県内の広域実施医療機関以外で
　接種を希望する人】
・白石町と接種を希望する医療機関で契約
　をかわす必要があります。契約をして
　いない医療機関での接種は全額自己負担
　となります。

【武雄市、杵島郡内の医療機関以外で
　接種した人】
・助成申請の手続きが必要です。母子健康
　手帳または接種済証、領収書、印鑑、
　通帳を持って保健福祉課へお越しくだ
　さい。
　申請期限：令和4年3月31日（木）
・健康被害の補償内容が異なります。

高齢者インフルエンザ予防接種

助成対象者

助成期間

自己負担額

佐賀県内の広域実施医療機関
（やむをえず県外で接種する場合は、必
ず事前に相談してください）

武雄市、杵島郡内の実施医療機関
※実施医療機関一覧は町ホームページを
ご覧ください。

実施場所

・健康保険証または後期高齢者医療被
　保険者証
・身体障害者手帳（対象者②の人のみ）

・母子健康手帳
・健康保険証
・子どもの医療費受給資格証

持参するもの

注意事項

接種方法

子どもインフルエンザ予防接種

10月1日～12月31日

※助成額が現金で支給されるわけではありません。

上記の対象者以外、実施医療機関以外での接種は全額自己負担となりますのでご注意ください。

新型コロナウイルスワクチンを接種する場合は、前後13日以上の間隔をあけて他の
予防接種を接種してください。

事前に医療機関に予約してください。
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◆白石町の接種対象人口の85％が1回目接種を完了◆

◆ワクチンを接種した後もマスクは必要です◆

<町の接種状況（10月24日現在）12歳以上人口20,499人のうち>

　接種を希望する人で、まだ接種できていない人は、町内の個別接種医療機関に予約し接種してください。
　なお、今年度12歳になる人の接種券は、誕生日の翌月上旬に郵送する予定です。接種券が届き次第
ご予約ください。予約がとれないなどお困りの場合は、保健福祉課にご相談ください。

　ワクチンには、新型コロナウイルス感染症と重症化を予防する効果が期待されていますが、発症予防効果
は100％ではありません。また、ワクチンを接種した人も接種していない人も、共に社会生活を営んでいく
ことになります。このため、引き続き3密（密集・密接・密閉）の回避、マスクの着用、手洗い・消毒など
感染予防対策を継続していただくようお願いします。

　健康上の理由などで、ワクチンを打ちたくても打てない人もいます。
　ワクチン接種は強制ではなく、各自でコロナウイルス感染症の予防効果とワクチンの副反応のリスクを理
解して受けるものです。職場や周りの人などに接種を強制したり、接種していない人に差別的な扱いをする
ことがないようお願いします。

接種者数
接種率

１回目
17,510人
85.42％

2回目
16,691人
81.42％

接種後に渡した「予防接種済証(臨時)」
または「接種記録書」は大切に
保管しておいてください。

※ワクチンの3回目接種の実施は、国の方針に基づき準備を進めていきます。詳細は改めてお知らせします。
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11月30日は（いい看取り・看取られ）

口の健康・歯あわせ健診に関するお知らせ
くち

ごえんせいはいえん

し

し

－ 自らが望む、人生の最終段階の医療・ケアについて話し合ってみませんか －

『人生会議の日』
もしものときのために、あなたが望む医療やケアについて、前もって考え、繰り返し話し合い、共有する
取り組みを「人生会議（ACP：アドバンス・ケア・プランニング）」と呼びます。

心の余裕があるときに、信頼できる人とゆっくり話し合う時間をもってみてはいかがでしょうか。
詳しくは、厚生労働省のホームページ『人生会議してみませんか』をご覧ください。

いわゆる“終活”だけでなく、
自分が希望する医療やケアを受けるために、
大切にしていることや望んでいること、
どこで、どのような医療・ケアを受けたいかを自分自身で前もっ
て考え、周囲の信頼する人たちと話し合い、共有することが重要
です。

問 長寿社会課 高齢者係　TEL 0952-84-7117

　～幸せは口の健康から～

　口の状態は健康寿命と深い関わりがあります。

「口の細菌の増加」や「唾液の減少」「飲み込む筋力低下」などは、食べる機能だけでなく、全身の衰えへ

と繋がります。

　70歳以上の肺炎患者の約7割が「誤嚥性肺炎」とされ、それは口の中の細菌が原因と言われています。ま

た、新型コロナウイルス感染症の重症化に影響している“糖尿病”には、歯周病菌が関与していることが分

かっています。

　健康で元気に長生きするためには、口の中を清潔に保ち、食べられる口を維持していくことが大切です。

定期的な歯科健診を受けて口の健康度を知り、健康な生活を送りましょう。

　なお、県内の76歳の人を対象に「歯あわせ健診」を実施しています。対象者には、4月に受診券を送付し

ています。この機会に口の状態を把握し、「健康に生きること」に繋げましょう。

　詳しくは「佐賀県歯科医師会ホームページ」をご覧になるか、下記までご連絡ください。

11月8日は『いい歯の日』
11月8日～14日は「8020運動推進週間」です

問 一般社団法人 佐賀県歯科医師会　TEL 0952-25-2291
佐賀県後期高齢者医療広域連合　TEL 0952-64-8476

★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。

★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！！

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

　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。

　様々な理由で親と暮らすことができない子どもたちを、家庭環境の下で養育することを里親制度とい
います。
★養育里親　
　18歳未満の子どもを、家庭に戻るまでの間や自立するまでの間、養育します。期間は1年以内の短期の
　場合もあれば、それ以上の長期の場合もあります。
★養子縁組里親
　養子縁組を結ぶことが前提です。養子縁組が成立するまでの間、里親として一緒に生活します。
★親族里親
　親が死亡・行方不明等で養育できない場合、祖父母など2親等以内の親族が養育します。
★専門里親
　虐待を受けた子どもや障害のある子どもなど、専門的ケアを必要とする子どもを養育します。

◎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、特別な資格は必要あり
　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るので、安心して養育できます。

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。

11月は「児童虐待防止推進月間」です

●児童虐待とは…？

●あなたの1本の電話で救われる子どもがいます

児童虐待 かもと思ったらすぐにお電話ください

里親制度をご存知ですか

身体的虐待

性的虐待

ネグレクト

心理的虐待

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

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

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

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

　住んでいる地域の児童相談所につながります。
　通告・相談は匿名で行うことも可能です。
　通告・相談をした人やその内容に関する秘密は守られます。

いち　　はや　　  く

「 １８９　｢だれか｣じゃなく｢あなた｣から 」
いち　はや　 く189児童相談所

全国共通
3桁ダイヤル

広報白石 R3・11　05広報白石 R3・1104



　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、一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、日本年金機構から10月下旬～11月上旬に送付

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、
　　　　　　  ②年内に納付が見込まれる場合の納付見込額です。
　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、パソコンやスマートフォンからいつでも自分の年金記録を確認

できるほか、自分の年金記録をもとに将来の年金受給見込額を試算することもできます。

　「ねんきんネット」については、日本年金機構のホームページで確認するか、武雄年金事務所にお問い合わせく

ださい。

　8月11日からの大雨による災害によって住宅等の財産に一定の損害を受け、保険料を納付する
ことが困難な場合は、国民年金保険料の免除を受けることができます。

●対象者
　国民年金第一号被保険者で、本人、配偶者、世帯主、その他の世帯員が所有する住宅、家財その他
　の財産につき、被害額がその価値のおおむね2分の1以上の損害を受けた人
●対象期間
　令和3年7月分から令和5年6月分まで
　※7月～翌年6月を一年分とし、年度をまたぐときは再度の申請が必要です。
●申請手続き
　必要書類を揃えて、住民課または武雄年金事務所で手続きをしてください。

　必要書類
　①り災証明書・被災証明書（発行可能な場合）
　②保険金・損害賠償金等が確認できる証明書の写し（保険給付等がある場合のみ）
　③年金手帳
　④本人確認できるもの（マイナンバーカード・免許証等）
●留意事項
　全額免除された期間の老齢基礎年金額は、保険料を納めた場合の2分の1で計算されます。
　保険料が免除された期間は、10年以内であれば、あとから保険料を納める(追納する)ことがで
　きます。追納することで、将来減額される年金額を増やすことができます。

　今年度の白石町戦没者追悼式は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止します。

　ご遺族をはじめ、町民の皆さんのご理解をお願いします。

★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。

令和3年度 白石町戦没者追悼式中止のお知らせ

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「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が送付されます

　ねんきん加入者ダイヤル
＜専用電話番号＞　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　TEL 03-6630-2525

＜受付時間＞　月～金曜日　8：30～19：00
　　　　　　　第2土曜日　9：30～16：00
※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。

問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

　災害で国税の申告、申請、請求、納税などを期限までにできないときは、期限の延長や納税の猶
予ができる場合があります。
　詳しい内容は、福岡国税局ホームページをご覧になるか、武雄税務署にお尋ねください。

～8月の大雨で被害を受けられた皆さんへ～

 税務上の期限延長のお知らせ

問 武雄税務署　TEL 0954-23-2127

災害による国民年金保険料の免除について

11月30日は「年金の日」です！

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

いい  　みらい
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剪定枝葉収集実施のお知らせ
日   時 : 11月27日 (土)・28日 (日)  13:00～16:00
場　所： 白石町役場東側テニスコート駐車場
　　　　 （中止の場合は防災行政無線・行政放送でお知らせします。）  

■町内から発生した剪定枝葉に限ります。（木の根は持ち込み不可）

　※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できません。　　　　　　　
■指定日時以外の持ち込みはできません。
■箱・袋・ひも・コンテナ等は必ず持ち帰ってください。
■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）

　農業機械の作業効率化を図るため、畦畔を除去し、圃場の区画拡大に伴う均平に要する経費に対して、補助を
行います。
補助金の交付要件
　⑴　補助金対象者：白石町内に住所がある人
　⑵　対 象 農 地：町内に所有または耕作する農地
補助金額
　畦畔除去を伴う均平は、事業に要する経費の100分の30以内とし、10a当たり4,800円を限度とする。

※畦畔撤去のみ、均平・区画拡大のみの場合は対象となりません。
※農地の区画拡大を検討している人は、農村整備課までお問い合わせください。

白石農業基盤改善事業費補助金交付のお知らせ
農地の区画拡大を検討している人へ

小雨
決行

直径20㎝以下

●前回の収集で持ち込まれた剪定枝葉以外のもの
●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。

申請時に必要となるもの
 ・施工前、施工中、施工後の写真　 ・整備に要した金額が分かるもの

問 生活環境課 廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118
問 企画財政課 財政係　TEL 0952-84-7112

問 農村整備課 農村整備係　TEL 0952-84-7122

廃材➡

➡
畦　畔　撤　去

区　画　拡　大

水路

道路

農地 農地 農地
水路

道路

農地 農地 農地 農地 農地

畦畔撤去
← ←

新型コロナウイルスワクチンの追加接種（3回目接種）
に必要な費用を増額補正します。

　災害見舞金の補正について9月27日付けで専決処分を行いました。このことについては、10月の
町議会臨時会で報告し、承認されました。

ため池の危険啓発やハザードマップを掲載した看板
を設置する費用を補正します。

令和3年8月豪雨で崩壊した法面を復旧するための
費用を補正します。

令和3年8月豪雨で崩壊した林道を復旧するための
費用を補正します。

補正予算のお知らせ

新型コロナウイルスワクチン接種事業費
10,330千円

担当：保健福祉課 健康づくり係　0952-84-7116

【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、当初予算で計上していない経費です。　　

●令和3年度9月27日補正予算

◎一般会計補正予算（第4号）
補正前の予算額

15,579,740

補正額

1,200
補正後の予算額

15,580,940

（単位：千円）

林地災害復旧費
15,000千円

担当：商工観光課 観光係　0952-84-7123

林業施設災害復旧費【新】
3,000千円

担当：農村整備課 水産林務係　0952-84-7122

ため池等整備事業費【新】
1,510千円

担当：農村整備課 農村整備係　0952-84-7122

●令和3年度10月補正予算　10月の町議会臨時会に提案し、可決されました。

◎一般会計補正予算（第5号）
補正前の予算額

15,580,940

補正額

55,004
補正後の予算額

15,635,944

（単位：千円）

「減塩を意識した調理法」
鮭のきのこみぞれあん
　肉や魚を焼く場合、食材には下味をつけずに焼き、
後から調味料をかけたりつけたりすることで中まで
塩分がはいってきません。
　また、香辛料や香味野菜などを使うことで味にメ
リハリをつけることができます。

■作り方
①生鮭は、キッチンペーパー
　で水気をふいて、こしょ
　うをする。玉ねぎ、パプ
　リカはせん切りにし、し
　めじは石づきを切り食
　べやすく手でほぐす。大
　根はすりおろし水気を
　軽く切る。ブロッコリー
　は小房に分け茹でる。
②フライパンを熱し、油を
　ひき、玉ねぎ、パプリカ、
　しめじを炒め、いったん
　取り出す。
③②のフライパンで鮭を両面焼く。
④すりおろした大根をだし汁とAと一緒に煮る。おろししょうがを加え、水溶き片栗粉でとろみをつける。
⑤鮭に②の野菜をのせ④のみぞれあんをかけ、茹でたブロッコリーを横に添える。

（1人分：エネルギー　171kcal　塩分　0.7g）

■材料：4人分
・生鮭（60g）
・こしょう
・サラダ油
・大根
・片栗粉
・だし汁
　　塩
　　薄口しょうゆ
　　砂糖
　　みりん
　　酒
・しょうが (おろす )
・玉ねぎ
・パプリカ (赤 )
・パプリカ (黄 )
・しめじ
・サラダ油
・ブロッコリー

……………4切れ
…………………少々
……………小さじ 2

……………………180g
………………小さじ 2
…………………200ml

………………………2.0g
……小さじ 2

………小さじ 1と 1/3
……………小さじ 2

……大さじ 1と小さじ 1
………20g

……………………60g
……………40g
……………40g

……………………40g
……………小さじ 2
……………80g

A

健康レシピ

カ おいしい
ン
タン

第2次白石町食育推進計画で毎月19日を｢しろいし食育の日｣と定めました。
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町営住宅入居者募集のお知らせ

教育委員就任のお知らせ

・住ノ江住宅　2戸
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

・11月15日（月）～30日（火）

問 建設課 建築住宅係　TEL 0952-84-7124

・廻里津住宅　2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、浴槽あり

・上廿治住宅　2戸
白石町大字廿治1393番地1
昭和59年建築（中層耐火構造3階建）
3DK、水洗トイレ、浴槽あり

・六角橋住宅　1戸
白石町大字東郷2010番地3　
昭和54年建築（簡易耐火構造2階建）　
3DK、水洗トイレ、浴槽あり

・下区中央住宅　1戸
白石町大字福富3450番地
平成24年建築（木造平屋建）
2LDK、水洗トイレ、浴槽あり
＊ケーブルテレビの加入が必要

■募集する住宅

■募集期間

・入居申込書
・住民票謄本（本籍、続柄の記載必要）
・令和2年度（平成31年中・令和元年中）所得証
　明書（入居希望者全員分）
・令和3年度（令和2年中）所得証明書（入居希
　望者全員分）
・税の滞納がないことを証明するもの（入居希望
　者全員分の完納証明書、非課税証明書など）

※10月29日（金）までに応募があった場合、
　11月の募集戸数が変わることがあります。
　詳細は問い合わせるか、ホームページをご覧
　ください。
※入居申し込みには所得制限などの要件があり
　ます。また、上区住宅以外は、単身での入居
　申し込みはできません。
※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があり、税金等に滞納
　がない人）。
※入居要件の詳細は町ホームページでも確認で
　きます。

■応募に必要な書類

・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（ただし、60歳以上またはその他一定の
　要件を満たす人のみ）

9月30日、稲佐英明教育長職務代
理者が退任され、10月1日、新た
に一ノ瀬ひとみさん（下田野上）
が就任されました。
また、新たな教育長職務代理者に、
松尾博之教育委員が就任されまし
た。

問 学校教育課 教育総務係　TEL 0952-84-7128

 in  Shiroishiまちのわだい

ご支援ありがとうございますTopics

　9月21日、熊本県阿蘇郡西原村の日置村長から、8月豪雨に伴う見
舞金が田島町長へ手渡されました。
　西原村とは、熊本地震の際に救援物資の提供や避難所対応など佐
賀県内から述べ4,000人を超える職員の派遣や、白石町からも災害
復旧に携わる職員を派遣するなどつながりがあります。
　日置村長は「熊本地震では職員の派遣やボランティアなど支援し
てもらってありがたかった」と話されました。

西原村から災害見舞金

ご支援ありがとうございますTopics
嬉野伝統芸能保存会から災害見舞金

　10月5日、嬉野伝統芸能保存会から、8月豪雨に伴う見舞金が田島
町長へ手渡されました。
　嬉野伝統芸能保存会は、嬉野温泉に受け継がれている日本髪のかつ
ら、白化粧、着物で踊る文化を伝統芸能として保存・継承し、広く普
及・宣伝していくことを目的に活動されています。また、年に3回舞
台公演をしており、今回は舞台公演収益の一部を寄附していただきま
した。
　また、嬉野伝統芸能保存会は町おこし活動として佐賀県内の名所と
保存会のコラボでポスターを作製され、縫ノ池や肥前白石駅前で撮影したポスターも披露されました。保存
会の会長は「ポスターを貼って白石のまちをにぎやかにしたい」と話されました。
　見舞金を受け取った田島町長は、「嬉野からも縫ノ池のお茶会に来てもらうなど交流を深めている。見舞
金は有効に活用させていただきたい」と話しました。

▲ありがとうございました

▲ありがとうございました

 一ノ瀬 ひとみ
教育委員

　職　　名　

教 育 長

教育長職務代理者

　 委 　 員 　

　 委 　 員 　

　 委 　 員 　

　 　 氏 　 　 名 　 　

　 北 村 　 喜 久 次 　

　 松 尾 　 博 之 　

　 堤 　 王 宏 　

　 川 﨑 　 姿 子 　

　一ノ瀬　ひとみ　

白石町教育委員会

美化活動ありがとうございますTopics

　10月6日、白石町商工会女性部の皆さんに総合運動場周辺の除草
作業をしていただきました。
　商工会女性部では、秋のクリーンデーに合わせて清掃活動をしてお
り、毎年町内の施設や公園などをきれいにしていただいています。
　作業は暑い中40分程度行われ、ボランティア用ごみ袋10袋分の草
が集められました。女性部の皆さんありがとうございました。

商工会女性部ボランティア

▲きれいになりました

人権標語募集中!!
お互いの人権を大切にし、人権を尊重する心が社会に大きく広がることを願い、町民の皆さんから
「人権標語」を募集します。
（小・中学校の児童生徒および保護者には学校を通じて募集します）

○応募方法　募集チラシの標語応募用紙または任意様式での提出も可
○応募締切　12月13日（月）
○提出先　　役場生涯学習課または白石・福富・有明各公民館
○表彰式　　令和4年2月6日（日）の「令和3年度白石町人権フェスティバル」で表彰

問 生涯学習課 生涯学習係　TEL 0952-84-7129
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 in  Shiroishiまちのわだい

みんなで大会を盛り上げよう！Topics

　令和6年に佐賀県で開催される国民スポーツ大会（国スポ）と全国障害者スポ
ーツ大会（全障スポ）の認知度や参加意欲の向上を目的として、県と各市町が
共同して各学校を訪問する「学校訪問2024」が10月から始まりました。佐賀
県内で最初の訪問先として、10月6日に白石小学校の6年生を訪問しました。
　当日は、北村教育長の挨拶に始まり、県と町による国スポ・全障スポについ
ての講話のあと、児童たちがボッチャを体験しました。
　児童たちは初めてのボッチャ体験で、佐賀県
ボッチャ協会の皆さんからのルール説明を熱心
に聞いていました。初めはボールを投げる力加
減が難しそうな様子でしたが、徐々にコツをつ
かみ、チーム対抗戦では白熱した試合が繰り広
げられ、児童たちは楽しんでいました。
　今後も令和4年度にかけて町内すべての小中
学校を訪問する予定です。

　10月13日、白石高校で「外務省高校講座」が行われました。白
石高校は合併後4年目を迎え、生徒一人ひとりの進路実現に向けた
多様な教育活動を行っています。
　講演は在モーリシャス日本国大使館参事官と白石高校普通科・
商業科キャンパスの全教室をオンラインでつないで、「国際的視
野に立ったキャリア形成のための心得」と題して行われました。
　講座では外務省の仕事や在外経験について講演され、「色々な
ことにチャレンジしてほしい。グローバルになるためにも、地元
に誇りを持ち佐賀のことを知ってほしい」と話されました。

　9月29日、白石町役場で第3回白石町総合計画審議会を開催し
ました。
　今回の審議会では、移住・定住、防災、子育て支援や保育サー
ビス、農林業の振興の分野について委員の皆さんから意見をいた
だきました。移住・定住では「農業分野での手厚さを積極的に
PRする」、防災対策では「冠水情報などの最新の情報を公開す
る」、子育て支援では「子どもも親も一緒に楽しめる施設があれ
ばよい」などの意見が出されました。
　いただいた意見は、次期総合計画への記載や施策への反映を行
い、よりよい総合計画を策定していきます。
※審議会内容の詳細についてはホームページで公開しています。

SAGA2024国スポ・全障スポ　学校訪問2024

キャリア教育の一環としてTopics
白石高校　外務省高校講座

五穀豊穣と無病息災を祈願Topics

　10月1日、海童神社で「八朔祭」が行われ、各地区による伝統芸能
が奉納されました。
　五穀豊穣などを祈願した後、長浜獅子舞保存会による獅子舞と深浦
奉納浮立の演奏が奉納されました。
　今年も新型コロナウイルス感染防止のため、規模を縮小しての開催
となりましたが、獅子舞と浮立の奉納で、五穀豊穣と無病息災を祈願
しました。

海童神社 八朔祭

町民の皆さんの意見をもとにTopics
第3回総合計画審議会

▲ボッチャを体験

▲体験後、笑顔の児童たち

▲雄獅子と雌獅子の息の合った演舞

白石町学校給食センター 九州・沖縄ブロック代表に選出Topics

　第16回全国学校給食甲子園－地場産物を活かした我が校の自慢料理－が開催され、白石町学校給食セン
ターの川田孝子栄養教諭（白石中学校）が九州・沖縄ブロック代表として選ばれました。
　この大会は、全国の学校給食で提供されている郷土を代表する料理を競うことで、食育の啓発・地産地消
の奨励を目的として開催されています。また同時にこの活動を通じて、地域の活性化への貢献が図られてい
ます。
　全国から1355件の応募があり、12件が4次審査を通過し、その
うちの1件に白石町学校給食センターが九州・沖縄ブロック代表と
して決勝に臨みます。
　川田栄養教諭が応募した献立は、「しろいしテンペ入り混ぜ御飯・
さが生まれ牛乳・煮じゃあ・唐津マダイの利休焼き・有明の磯香和
え・佐賀みかん」と白石町と佐賀県の食材を使った献立です。
　献立の栄養価はもちろんのこと、地場産品を活用し、その特色を
活かした献立であることや、食育の生きた教材として活用されるこ
となどが審査の対象になっています。

全国学校給食甲子園

一年の豊穣に感謝Topics
おくんち

▲白石町の食材を使った献立問 企画財政課 政策調整係　TEL 0952-84-7112

▲流鏑馬奉納

▲オンラインでつないで講演

▲話し合いの様子

　10月19日、町内の神社で秋の例祭「おくんち」が行われ、秋の収穫
に感謝し浮立などが奉納されました。
　妻山神社では、須古保育園の園児による鼓隊の演奏が披露された後、
神事や各地区の浮立が奉納されました。最後には、勇壮な流鏑馬が奉納
されました。
　今年も新型コロナウイルス感染防止のため、規模を縮小しての開催
となりましたが、地域の繁栄と五穀豊穣に感謝しました。

美化活動ありがとうございますTopics
白石高校ボランティア活動

▲きれいになりました

　10月11日、白石高校2年生の皆さんに2024年に開催される「国
民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会」の会場に決定している
総合運動場周辺の除草作業をしていただきました。この活動は「地
域とつながる高校魅力づくりプロジェクト」の一環として行われま
した。
　白石高校では、定期的に町内施設の清掃活動をしていただいてい
ます。2年生の皆さんありがとうございました。
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使い忘れにご注意を！
「しろいし応援団」生活サポート事業 しろいし商品券　　　

第4回佐賀県伝承芸能祭に
　　　　福富太鼓保存会が出演します！

「2022年版 さが県民手帳」販売しています！

この商品券を手元にお持ちの人は、
使用期限までにご使用ください。
商品券が使えるお店は、白石町商工会ホームページを
ご確認ください。

　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4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3年前から開催されています。
　今年の芸能祭は、県内10団体、特別出演とし
て2団体が出演予定です。このうち、県内の団
体の1つとして、福富太鼓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(火・祝)10：00開演　
場所　佐賀市文化会館　大ホール
主催　佐賀県文化・スポーツ交流局文化課
※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。

問 役場総合戦略課　TEL 0952-84-7132
白石町商工会　TEL 0952-84-2043

問 生涯学習課 生涯学習係　TEL 0952-84-7129

問 総務課 広報情報係　TEL 0952-84-7111

IHを使ったエコキャンドル作り教室
　　　　　　　　　　　　　　　のお知らせ

親子でクリスマスリース作り教室
　　　　　　　　　　　　　　　のお知らせ

　12月19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！

※決定者には11月23日（火）～25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。

サンタがおうちにやってくる！
サンタに逢えるクリスマスinしろいし

サンタがおうちにやってくる！

★訪問日　12月19日(日)　18:30以降
★対　象　町内在住小学生以下
★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)
★募集期間　11月1日(月)～19日(金)必着
★応募方法　はがき(裏面)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

　お　も　て
〒849-1112
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英
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②
③
④
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⑥

応募方法を
ご記入ください

地　図

問 GROUP-S  吉岡 英允
携帯 090-3987-2612

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）※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。

サンタに逢えるクリスマスinしろいし

訪問家庭
募  集子どもに

夢を

第
16
回

問 生涯学習課 国スポ・全障スポ推進係　TEL 0952-84-7129問 白石公民館　TEL 0952-84-6925

＼使用期限　令和3年12月31日（金）まで！／

佐賀県のくらしがこれ1冊でわかる！
 暮らしに役立つ情報満載

●白石町役場2階　総務課 広報情報係
●北有明郵便局　で販売中！
　ぜひご利用ください。

ネイビー
ミントブルー

コーラルレッド

700 円(税込)定
　
価
・サイズ 15.7cm×9cm
・選べる３つのカラー
・ビニールカバー付き

　好
評発売中！

　昨年好評だったIHを使ったエコキャンドル作りの
講座を開催します。手作りのかわいいキャンドルで
クリスマスを楽しみませんか。

　木の実で飾るぬくもりたっぷりのクリスマスリー
スを、親子で作ってみませんか。木のマグネットも
一緒に作って、楽しいクリスマスを迎えましょう。

★日時　12月16日（木）10:30～12:00
★場所　総合センター　農産加工室
★対象　白石町に在住または勤務している人
★参加料　無料
★定員　9人
（昨年参加できなかった人対象）
★申込期間　11月８日（月）～19日（金）
　　　　　　9：00～17：00（平日のみ）
　　　　　　　　※応募多数の場合は抽選

★申込先　白石公民館（電話：0952-84-6925）
★講師　九州電力武雄営業所 ホームアドバイザー

★日時　12月16日（木）10:30～12:00
★場所　総合センター　農産加工室
★対象　白石町に在住または勤務している人
★参加料　無料
★定員　9人
（昨年参加できなかった人対象）
★申込期間　11月８日（月）～19日（金）
　　　　　　9：00～17：00（平日のみ）
　　　　　　　　※応募多数の場合は抽選

★申込先　白石公民館（電話：0952-84-6925）
★講師　九州電力武雄営業所 ホームアドバイザー

★日時　12月12日（日）10:00～12:00
★場所　福富ゆうあい館　研修室
★対象　白石町に在住または勤務している人
　　　　　※親子での参加となります。

★参加料　1組900円（材料費）
★定員　親子10組（親１人、子１人）
★申込期間　11月８日（月）～19日（金）
　　　　　　9：00～17：00（平日のみ）
　　　　　　　　※応募多数の場合は抽選

★申込先　生涯学習課国スポ・全障スポ推進係
　　　　　（電話：0952-84-7129）
★講師　NPO法人みんなの森プロジェクト 指導員

★日時　12月12日（日）10:00～12:00
★場所　福富ゆうあい館　研修室
★対象　白石町に在住または勤務している人
　　　　　※親子での参加となります。

★参加料　1組900円（材料費）
★定員　親子10組（親１人、子１人）
★申込期間　11月８日（月）～19日（金）
　　　　　　9：00～17：00（平日のみ）
　　　　　　　　※応募多数の場合は抽選

★申込先　生涯学習課国スポ・全障スポ推進係
　　　　　（電話：0952-84-7129）
★講師　NPO法人みんなの森プロジェクト 指導員
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　　伴走者 褒め励まして ゴールまで　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　元白石高等学校長　川﨑　光春
「子どもは宝」

　霜便りが俄かにあわただしくなって来た。山から里へと下りて来た。花便りにはじまる日本の季節

の便りは心和むものが多いが、これだけはいただけない。早霜、遅霜ともに農作物の大敵だ。しかし、

霜が来ないと紅葉は本番にならない。山河に富んだ日本の紅葉は世界一と賞される。そして霜が極彩

色列島の最後の色あげをするわけで、嫌ってばかりはいられない。ところで、霜月に入ると日本列島

は新宰相の主唱する諸策をめぐり、花枯れどきの百家争鳴がかまびすしくなろう。厚労省の昨年の人

口動態統計によると出生数84万人は過去最低の記録。亡くなられた方は137万人で差し引き53万人。

毎年、鳥取県一つ分に当たる人口減が続く。子どもは宝だ。新宰相の秋霜烈日の断によって創設にな

る「こども庁」が、少子化対策や子育てのカンフル剤となることを期待したい。

「米 百 俵」　

　戊辰戦争に敗れた長岡藩は、その日の食にも苦慮する事態。窮状を見かねた三根山藩が見舞いの米

百俵を贈った。しかし大参事小林虎三郎は米を分け与えず、売却して学校設立の費用とする。驚いた

藩士たちは猛反発し抗議した。そこで虎三郎は、「百俵の米も食えばたちまちになくなるが、教育に

当てれば明日の一万俵、百万俵となる」と諭す。そして、米百俵の売却金で学校を設立。日本や世界

に通用する人材を育成し、財政を立て直し藩を救った。「米百俵」は、この故事により「現在の我慢

が将来の利益になる」ことを象徴する言葉になった。喉から手の出るような米百俵を藩士たちは、限

界を超えてなお我慢した。「我慢の先にもっと嬉しい事がある」という希望が翻意の拠り所となった。

「三つのお菓子」

　それは、3歳から5歳の子ども9人を対象にした「我慢」の実験であった。子どもが一人部屋の椅子

に座る。テーブルの皿にはチョコレート・ショートケーキ・クッキーと子どもの大好きなお菓子が3

つ。お姉さんが登場、「大好きなお菓子を一つ選んでいいよ」と誘惑。子どもはすぐ手を出す。すか

さず「ちょっと待って、お姉さんが、またここに戻って来るまで食べなかったら3つとも食べていい

よ。」と仕掛けて部屋を出る。モニター画面が、お菓子を睨み「今、食べたい」「いや。3つがいい。」

と身悶えする姿、お菓子から目をそらし動き回る子を映し出す。結果

は、我慢した6人がめでたく3つのお菓子をゲットした。これも「我慢

すれば今の3倍食べられると思って」我慢したのだ。脳内の前頭葉が

未来予測の快楽の記憶を働かせ、我慢スイッチを出すドーパミン（心

地良いと感じさせる物質）の分泌により、未来の快楽のため我慢でき

たということである。

「ご褒美」

　前頭葉はゴールを先に決める。子どもはさかのぼってストーリーを

創る。ゴールで迎える笑顔が子どものやる気、幸福感をアップさせる。

小さなことでもやり遂げたら「よくできたね」「上手になったね」「ありがとう。またお願いね。」

と喜び褒め、励ますのもドーパミンにつながる。

　太陽暦が採用されて150年の陽が山紅葉を照らす今日、心地良い白石の空に希望の未来を描き、我

慢強く生き抜く子どもたちの姿に幸せを感じつつ、いつまでも見守り続けていたい。

home
education
COLUMN

家　庭　教　育　コ　ラ　ム
シリー

ズ❻

［有明西小学校］

■創　立：明治9年
■校　長：小川　修
■児童数：125人（R3.4月現在）
■住　所：白石町大字戸ケ里1493番地1
■HPアドレス
　https://www.education.saga.jp/hp/ariakenishi-e/

学校教育は今
【学校教育目標】

笑顔であいさつ さわやか西小っ子を育てる 
　　　　　　　　　　　　　チーム有西！

【自力登校（集団による）と地域の皆さんの見守り登校】　
　上級生が班長となり下級生を並ばせて歩いて登校します。そして、それを見守るように地域の皆さんがど
のような天候でも必ず一緒に付き添って来ていただいています。お陰様で子どもたちは安心して登校するこ
とができています。中にはちゃっかり荷物を持ってもらう子どももいるようです！

にわ

ぼしん

みもだ

さいしょう ひゃっかそうめい

しゅうそうれつじつ

受け継いでいく伝統
【朝の奉仕活動】　
　6年生になると、始業時刻前に玄関を中心に
床を掃いたり、拭いたりする掃除と国旗・校旗
を掲げる奉仕活動に取り組みます。この活動が
いつから始まったのかはわかりませんが少なく
とも20年以上は継続されています。6年生にな
るとすることが当たり前のように自然と奉仕活
動に取り組み、そして最高学年に進級した喜び
と自覚を胸に刻みます。

【縦割り掃除】
　水曜日を除いて毎日、校舎を掃除します。こ
の時間は、1年生から6年生までが入り混じった
異学年グループ（縦割り班）で活動をします。
入学したての1年生も上級生から教えてもらい
ながら見よう見まねで活動を始めます。
　年々児童数が減少し、受け持つ場所が広くな
っていますが、役割を分担して協力し、時間い
っぱい掃除に取り組む子どもたちです。

積み重ねていく力
【読書】　
　読書に親しむ児童を育むために、様々な仕掛けを行っていま
す。委員会の子どもたちが2ヵ月更新でお勧めの本を紹介したり、
学期ごとにスタンプラリーやイベント活動を開催したりするこ
とで、全校児童が楽しみを持って図書館へ来られるようにして
います。特に11月（今年度は8日～12日）は図書館祭りを開催
する予定です。クラス全員が本を読んで協力することで完成す
るパズルや個人で借りた本に当たり券がついていたら2冊借りら
れるサービス券をもらえるなど楽しいイベントです。
　また、教科書と関連する本を各学年に設定しており、「絶対
読まんばいかん！教科書に出てくる本　35冊！」と推奨する本
もあり、すでに50人以上が達成しています。
　4月から積み重ねた貸出冊数は全校で14,004冊（9月14日現
在）、一人当たり平均125冊（1年生も含）です。
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戸ヶ里の浮立
と　が　り ふりゅう

いなさ くんち

づつみ かね

たた

つ

はっぴ た  び ぞうり かさ

うぶすな

まつ

かみぶりゅう しもぶりゅう

しんしゅ

※戸ヶ里浮立保存会会長橋本丈英様にお話を伺いました。記して謝意を表します。
〈参考資料〉
有明町教育委員会『有明町の民俗　第二集』平成6年
大島暁雄・佐藤良博・松崎憲三・宮内正勝・宮田登『図説　民俗探訪辞典』昭和58年
佐賀県教育委員会『佐賀県文化財調査報告書第一四二集　佐賀県の民俗芸能　佐賀県民俗芸能緊急調査報
告書』　平成11年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生涯学習課生涯学習係

ベンジャサンでの奉納の様子

稲佐神社での奉納の様子

　戸ヶ里の浮立は、有明地域の戸ヶ里区で伝承されている浮
立です。現在は、戸ヶ里浮立保存会によって継承されています。
　戸ヶ里浮立保存会は、戸ヶ里区在住や出身の男性で活動を
しています。毎年のかけ参りでの浮立の奉納、稲佐供日での奉
納（当番の年のみ）、介護施設でのイベント等で浮立を行ってい
ます。
　戸ヶ里の浮立は、笛、大太鼓、ミオロシ（締め太鼓）、チャッポ
ン（鼓）、そして大きさの違う鉦で構成されています。鉦は、小さい
ものからチッカン、1番鉦、2番鉦、3番鉦と呼ばれています。笛は、
竹の板を9枚組み合わせて糸で巻いて固定をした竹製の横笛です。大太鼓、ミオロシは、木製のばちで叩いて
鳴らしますが、チャッポンは、ゴム製のばちを使います。チャッポンのばちは、昔は稲わらで編んだ弾力性のあるば
ちを使っていたそうです。鉦は吊るして、木づちで叩いて鳴らします。
　衣装は、保存会の名前の入った法被に黄色の帯を締め、白足袋に草履をはいて、笠をかぶります。笠には、七
夕の短冊の紙を筒状にしたものを飾ります。この短冊の紙の飾りに決まりはないそうで、各々の好きな場所に好
きな色の紙を好きなだけ飾り付けます。
　今回取材をした「かけ参り」ですが、『有明町の民俗第2集』によると、「台風の襲来を防ぎ、今年の豊作を祈願
する“村”をあげての“願かけ参り”である」とあります。旧正月から210日の日に、村の産土社（自分の生まれた
土地の神様を祀る神社）と稲佐神社に浮立を奉納します。現在では、210日の日が平日の場合は、210日の日
の前の土・日曜日に実施しているそうです。
　取材をした今年のかけ参り、8月29日の様子をご紹介します。まず、戸ヶ里区の産土社であるベンジャサン（
弁財天さん）に浮立を奉納します。朝7時になると道浮立を奏でながら戸ヶ里浮立保存会が境内に入ります。順
番は、区の名前を染めぬいた旗を持つ人、続いて大太鼓、チッカン、ミオロシ、3番鉦、2番鉦、1番鉦と続きます。
笛は、チッカンとミオロシと並んで歩きます。
　境内に着くと、旗を2本左右に分けて拝殿に立てかけ、楽器を台に置き、浮立を奉納します。演奏配置は三列
横隊で、前列に大太鼓、中央にミオロシ、後列に1番鉦、2番鉦、3番鉦が並びます。チャッポン、チッカンは、拝殿
向かって右手側の前方です。演奏する浮立は、鉦浮立、上浮立、下浮立、上三段浮立、鉦三段浮立、道浮立です。
太鼓浮立（皮浮立）にあたる上浮立、下浮立、上三段浮立では、鉦は演奏しません。

　浮立が終わると、ベンジャサンに二礼二拍手一礼で参拝しま
す。その後、稲佐神社に向かいます。稲佐神社では、道浮立を奏
でながら馬駆け場から境内に向かいます。境内に到着すると、
旗を2本左右に分けて玉垣に立てかけ、楽器を台に置き、浮立
を奉納します。演奏する浮立は、ベンジャサンの時と同じです。
奉納が終わると二礼二拍手一礼で参拝します。その後、地区の
役員が参加する拝殿内での神事が終わり、解散となりました。例
年は、稲佐神社で神酒をいただいた後、区内の家 を々浮立をし
て回るのですが、今年は新型コロナウイルス感染症感染防止
のため中止されました。

VOL.197●11月の休館日

ゆうあい図書館

図書紹介

輝きの季節 ターシャ・
テューダーと子どもたちの一年
ターシャ・テューダー 絵・文
メディアファクトリー

図書紹介

図書室
有明公民館

11月 /8日(月)/15日(月)/22日(月)～30日(火)

開館時間：10:00～18:00

開館時間：8:30～22:00

・11月5日～12月10日

TEL 0952-87-2171

TEL 0954-65-3135
　今から100年前のアメリカ。ニュー
イングランド地方の移り変わる季節と
イースター、ハロウィーン、クリスマ
ス等々の伝統行事、当時の子どもたち
の遊びや家族との過ごし方が繊細でや
さしくほのぼのとした水彩画で描かれ
ています。著者ターシャの子ども時代
がよくわかる絵本です。

　ゆうあい図書館、有明公民館、総合センターに所蔵していない本は、所蔵している他の公立図書館等
から取り寄せて貸し出す「相互貸借」ができますので、どうぞご利用ください。
　詳しくは各図書館、図書室にお問い合わせください。

ゆうあい図書館、白石町総合センター、有明公民館で
借りた本は町内図書館、図書室どこでも返却可能です。
ご利用ください。

図書館情報 ！
うも
読
を
本

！
うも
読
を
本

●ゆうあい図書館　おはなしの部屋
11月のおはなし会　11月13日（土）10:30～

●蔵書点検に伴う休館のお知らせ
休館期間　11月24日(水)～30日(火)
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

はやくちレストラン
もぎ あきこ 作　森 あさ子 絵　金の星社「おうちパワースポット」のつくり方

小林 祥晃 著　主婦の友社

　家の運気をつかって開運する
家相風水。運気を上げる間取り
とインテリアなど、風水の第一
人者・Dr.コパが、風水で家をパ
ワースポットにする方法をやさ
しく教える。

透明な螺旋(ガリレオ 10)
東野 圭吾 著　文藝春秋

　愛する人を守ることは罪なの
か。房総沖で男性の遺体が見つ
かり、失踪した恋人の行方をた
どると、関係者として天才物理
学者の名が挙がった。草薙は、
横須賀の両親のもとに滞在する
湯川学を訪ねるが…。

9月分
0件

0件
0円

0件
0円0円

1件
10,000円

0件
0円

9件
45,000円 100,000円

0件
0円

5件
0円

0件
0円

0件

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

15件
155,000円

3年度累計

9月分
0件

0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

2件
10,000円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

2件
6,000円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

4件
16,000円

3年度累計

長
町

長
議

　はやくちレストランの主人ミ
スターカッキクッケコックは、
お殿様が開くパーティーで料理
を作ることに。当日、彼を待ち
構えていたのはライバルのサ・
シースセーソ・シェフで…。お
いしくて楽しい、はやくちこと
ばの料理バトル。

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返却してください。
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112021
Novemberくらしのカレンダー 11/5▶12/10

※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。

※都合により変更になる場合があります。

5 6

12 13

6

14 15 16

元

有公

ゆ

交

会

総

健

ミ

大

相★保健行事予定
◆相談会
●町行事予定

役場1階相談室1
役場１階ミーティング室1
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

役場1階会議室2
白石町交流館
ゆうあい館
元気のたまご
　有明公民館

月  日 曜　日 当　番　施　設
11月  7日 

14日
　　21日

23日
28日

12月  5日

日
日
日

火・勤労感謝の日
日
日

白石共立病院
稲富胃腸科外科

いけがみ内科クリニック
有明医院
坂本内科医院
武岡病院

白石町
白石町
白石町
白石町
大町町
江北町

0952-84-6060
0952-84-3027
0952-87-2107
0952-84-2842
0952-71-3060
0952-86-3013

日曜・祝日在宅医

保健福祉課
健康づくり係
0952-
８４-７１１６

7 8 9 10 11

21 22 23勤労感謝の日 24 25 26 27

28 29 30

17 18 19 20

ゆ

◆消費生活相談
　　10：00～16：00

◆消費生活相談
　　10：00～16：00

★3歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉12：45～13：15
　　［H30.3月生］
　母子健康手帳・問診票・尿

◆消費生活相談
　　10：00～16：00
★乳児健診
 　   13:15～13：40
  　［R3.7月生］
　母子健康手帳・健やか親子
　21アンケート

相

1 42 3

5 6 7 8 9 10

●日本語交流会
　　19：30～21：00元

相

◆女性のための
　総合相談
　　10：00～16：00
●認知症カフェ　
　おれんじ茶屋
　老人福祉センター
　10：00～11：30

●駐在員会
　　  9：00～大

◆法律相談
　　 10：00～12：00
●おはなし会
　　 おはなしのへや
　10：30～

交

★1歳児歯科健診
　　〈受付〉12：50～13：30
  　［R2.11～12月生］
　母子健康手帳・問診票
（希望者へのフッ化物塗布実施）

★2ヵ月児相談
 　   13:00～13：30
　　［R3.9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

★子育て相談室
　「すくすく相談」
 　   13:15～
　事前申込者

◆法律相談
　　 10：00～12：00

★健康クッキング教室
　　 9：30～13：00
　事前申込者
◆消費生活相談
　　10：00～16：00

ゆ

相

◆消費生活相談
　　10：00～16：00相

◆女性のための
　総合相談
　　10：00～16：00
●認知症カフェ　
　おれんじ茶屋
　道の駅しろいし
　10：00～11：30

◆人権相談・行政相談
　　9:00～12：00
★子育て相談室
　｢すくすく相談｣
　　13:15～
　事前申込者

●日本語交流会
　　19：30～21：00元会

健

消費者ホットライン…局番なし188消 費 生 活 情 報

12月の相談日
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白石町
日時：

場所：役場庁舎1階　相談室１
電話 0952-84-7123

※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。

11月 4日（木）・11日（木）
　  18日（木）・25日（木）
10:00～16:00
（12:00～13:00は昼休み）

11月の相談日
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令和4年4月から成人年齢が18歳に！
トラブルにご用心！！

■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。

問 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

 ＜ひとこと助言＞
★初回分の金額のみが表示されていて、定期購入になっていることが分からない場合があります。解約
　や返品などの契約条件を必ず確認し、低価格などのうまい話は慎重に検討しましょう。
★成人として契約を1人で結ぶことができるようになります。効果だけでなく、リスクや副作用などにつ
　いても知り、納得したうえで選択しましょう。その美容医療は「今すぐ」必要か、最後にもう一度確認し
　ましょう。
★「簡単に儲かる」ということはありません。怪しい話は、はっきり断りましょう。断りきれず解約してし
　まったら、契約後20日間以内ならクーリング・オフが可能です。
★少しでも不安に思ったり、よく分からないときは、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）

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。

【定期購入】
動画投稿サイトの広告を見てお試し300円のダイエットサプリメントを購入。頼んだ覚えのない2回
目の商品発送連絡があり、4ヵ月分まとめて4万円の請求があった。
【美容医療】
美容外科クリニックで施術を受けたが、顔全体が内出血を起こし腫れが引かず、生活に支障が出た。
【もうけ話（情報商材・マルチ商法・暗号資産等）】
先輩の知り合いに「簡単に儲かる」と誘われて、HPのアクセス数を増やすことで簡単に稼げる情報を
記載した90万円の情報商材を契約したが、全く儲からない。
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犯罪発生件数

うち窃盗犯

74件

54件

前年比  －3件

前年比  

前年比  

＋7件

7件

15件

3件

12件

　－6件

前年比  ＋8件
 前年比 －4件

前年比  ＋5件

窃
盗
犯
の
主
な
も
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自転車盗

万引き

車上ねらい

1件 前年比 ＋1件オートバイ盗

空き巣、忍込み等

労福協無料法律相談会

EXPRESSEXPRESSEXPRESSEXPRESS
　佐賀県労働者福祉協議会では、県内勤労者とそ
の家族の生活支援を目的に、弁護士による無料法
律相談会を開催します。コロナ禍による労働・生活
問題や相続、借金など法律問題でお困りの人は、一
人で悩まずぜひこの機会にご相談ください。
　また、電子メールによる「なんでも相談」も受け
付けています。電子メール相談および、無料法律相
談会のお問い合わせは、記載のQRコードから可能
です。
■日時　11月21日（日）13：00～16：00
■場所　佐賀県労働会館3階 会議室
■申込・問合せ先　
　（一社）佐賀県労働者福祉協議会ライフ
　サポートセンターさが
　TEL 0120-931-536
※相談は原則予約制です。事前に電話でお申し込みください。

奨学金に関する無料電話相談

未来につなぐわたしの終活・相続講演会

　佐賀県労働者福祉協議会「ライフサポートセン
ターさが」では、奨学金に関する無料電話相談を行
います。奨学金の返済で生活が苦しい人、返済の見
通しが立てられない人などは、一人で悩まず気軽
にご相談ください。
■日時
　11月11日（木）10：00～19：00
　電話による相談　TEL 0120-416-029
■問合せ先
　（一社）佐賀県労働者福祉協議会
　ライフサポートセンターさが
　　TEL 0120-931-536

　佐賀地方法務局では、終活や相続に役立つ制度
を広く知ってもらうことを目的とした講演会を開
催します。
■期日　11月26日（金）
■会場　・講演会会場　佐賀地方法務局4階大会議室
　　　　　（定員30人）
　　　　・講演会中継会場　佐賀地方法務局武雄
　支局会議室、伊万里支局会議室、唐津支局会議室
　（定員各10人）
■演題　遺言と任意後見制度、自筆証書遺言書保
　管制度、相続登記
■参加料　無料
■その他　講演会の模様は「Cisco Webex 　　
　Meetings」で配信します。（定員100人、データ
　通信に関する費用は各自負担）
■申込締切　11月22日（月）
　　　　　　（事前予約、定員に達したら締切）
■申込・問合せ先　
　佐賀地方法務局総務課　TEL 0952-26-2149

佐賀シルバー人材センター連合会講習
【介護補助養成講習】
■日時　12月15日（水）～17日（金）3日間
■場所　牛津公民館
■内容　介護のための基礎知識を学ぶとともに介
　護技術の基礎を習得する講習
■申込締切日　12月3日（金）
【刈払機・自由研削砥石安全講習】
■日時　12月21日（火）～22日（水）2日間
■場所　キャタピラー九州株式会社　
　　　　佐賀教習センター
■内容　刈払機と研磨機等の使用要領について基
　礎から技術と知識を学ぶ講習
■申込締切日　12月10日（金）
■受講対象者　県内在住の原則60歳以上で、受講
　後センタ－に入会を希望する人
■受講料　無料
■申込・問合せ先　
　(公社)佐賀県シルバー人材センター連合会　
　TEL 0952-20-2011

シニア向け就労無料相談会
　まだまだ働く意欲のあるアクティブシニアの就労
相談を受けます。（相談世代：概ね55歳以上の求職者）
【武雄会場】
■とき　12月2日（木）
■場所　ハローワーク武雄 2階
【鹿島会場】
■とき　12月1日（水）
■場所　ハローワーク鹿島 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
　ほほえみ館内（佐賀市保健福祉会館 2階）
　TEL 0952-33-7380

職業訓練受講生募集（1月入所生）
■募集科名・定員　電気設備施工科　15人
■訓練期間　令和4年1月5日（水）～6月29日（水）
■募集期間　11月24日（水）まで
■入所選考　12月2日（木）
■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
　　　　　　TEL 0952-26-9516

　佐賀県看護協会では、看護職者の人材確保を目的に

看護職再就業相談会を実施しています。

（ハローワーク移動相談）
ハローワーク佐賀　第1・2・4木曜日　10：00～16：00
ハローワーク武雄　第1水曜日　10：00～16：00
ハローワーク鹿島　第2火曜日　10：00～16：00
佐賀県ナースセンター　月～金曜日　9：30～16：00
■問合せ先　（公社）佐賀県看護協会　
　　　　　　TEL 0952-51-3511

佐賀県がん患者・家族つどいの会
　がん患者と家族が集い、不安・とまどい・恐れ・悲しみ、
それぞれの思いを語り・分かち合い、少しでも前向きに
なれるきっかけづくりを目指します。
■日時　11月21日（日）13：00～16：00
　　　　（受付12：30～）
■場所　佐賀メディカルセンタービル
　　　　4階　城内記念ホール
■定員　20人（受付順）
■参加費　無料
■申込方法　住所・氏名・電話番号・家族同伴の有無
　を電話でご連絡ください
　電話受付　平日月～金曜日　9：30～13：00、14：00～16：30
■申込締切　11月18日（木）
■申込・問合せ先　
　佐賀県がん総合支援センター“さん愛プラザ”　　
　TEL 0120-246-388

税を考える週間

男のがん講座

　11月11日（木）～17日（水）は「税を考える週間」で
す。今年のテーマは「くらしを支える税」です。
　国税庁では、国民の皆さんに生活と税の関わりを理
解してもらうため、国税庁ホームページ内に特設ペー
ジを設け、さまざまな取り組みについて紹介していま
す。
　この機会に税について考えてみましょう。
■国税庁ホームページ
　https://www.nta.go.jp/

　男性が発症することが多いがんとして、前立腺がん
があります。また、大腸がんは男女併せて罹患数が最
も多いがんです。
　気になっているけど相談できない、そんな男性の皆
さん、ぜひこの機会にがんについて一緒に学びましょ
う。女性も参加可能です。
■日時　12 月 5日（日）13:00 ～ 16:00
■場所　佐賀メディカルセンタービル
　　　　4階　城内記念ホール
■定員　50 人（先着順）
■参加費　無料　
■申込方法　住所・氏名・電話番号・家族同伴の有無
　を電話でご連絡ください。
　電話受付　平日月～金曜日　9:30～ 13:00、14:00～ 16:30
■申込締切　11 月 26日（金）
■申込・問合せ先　
　佐賀県がん総合支援センター“さん愛プラザ”　　
　TEL 0120-246-388

成年後見制度入門講座

看護職再就業相談会

　成年後見制度は、認知症や知的障がい・精神障がい

等で判断能力が不十分な人たちが、財産侵害を受けた

り、人間としての尊厳が損なわれたりすることがない

ように、法律面や生活面で保護・支援する身近な仕組

みです。司法書士による成年後見人、保佐人、補助人な

どの成年後見制度についての説明会を開催します。

■日時　11 月 23日（火・祝）13:00 ～ 15:00

■場所　アバンセ　4階第 3研修室

■定員　20 人（先着順、定員に達したら受付終了）

■受講料　無料

■申込方法　電話予約

※新型コロナウイルスの状況により中止する場合が

　あります。

■予約・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

　TEL 0952-29-0626

9月末現在

情報情報

無施錠による自転車盗難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。
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●世帯
●人口
　男性
　女性

（＋14）
（－11）
（－1）
（－10）

7,764世帯
22,195人
10,513人　
11,682人　

R3年9月末現在（対前月比）

広報白石 2021.11 No.203令和3年11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/

11月に誕生日を迎えるお子さんを紹介します

お誕生日おめでとう！いつもニコニコ
笑顔で元気いっぱいのゆみちゃん。これ
からも素敵な笑顔を沢山見せてね。

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。

川﨑 結美 ちゃん 2歳
（令和元年11月1日生まれ）

かわさき  ゆ み

ふうや、3歳の誕生日おめでとう！！
トミカと弟が大好きなお兄ちゃん。
これからもたくさん笑顔を見せてね☆

大串 颯也くん 3歳
（平成30年11月22日生まれ）

おおぐし ふうや

強くて元気いっぱいのえまちゃん！
1歳の誕生日おめでとう☆これから
もお兄ちゃんと仲良く遊んでね。

荒木 咲舞 ちゃん 1歳
（令和2年11月24日生まれ）

あらき　え  ま

◎送付先 kouhou@town.shiroishi.lg.jp

※写真は原則お子さん1人で写り、加工前のも
の。本文に絵文字を使用すると表示されない場
合がありますのでご注意ください。

問 総務課 広報情報係　TEL 0952-84-7111

  しろいしキッズ
  しろいしキッズ

対象　町内在住、就学前まで
12月1日（水）～7日（火）の期間内に、
①お子さんの名前（ふりがな）
②生年月日・年齢③性別④保護者名
⑤住所⑥電話番号
⑦コメント（50字以内）
を書いて、メールで
ご提出ください。
（郵送・持参不可）

1月生まれの子どもの写真を募集します♪

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

道路の美化にご協力ください
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