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令和3年8月豪雨関連情報

上下水道料金の特別減免制度

白石町「新型コロナワクチン接種」に関するお知らせ

町では、8月豪雨による浸水被害で、清掃等で水道使用量が増加された人からの申請に基
づき、水道料金および下水道使用料の一部減免を行います。

11月からは個別接種のみ実施します

【減免対象者】
8月豪雨で町内に所在する家屋・店舗・事業所等が、床上・床下浸水等の被害を受け、建物や敷地内の
清掃等のために水道を使用された人
【減免内容】
今年9月検針分（7月・8月使用分）と前年9月検針分の使用水量を比較し、超過した水量分を減免し
ます。
※ただし、減免の上限は最大10㎥超過分まで、また、減免後の請求額は基本料金を下限とします。
※前年より使用水量が上回らない場合、また、清掃等に水道を使用されていない場合は、減免の対象と
なりません。
【申請に必要なもの】
①上下水道料金の特別減免申請書（申請窓口に用意しています）
②印鑑（認印可）
【申請期限】10月29日（金）まで
【申請先】 生活環境課 環境係・佐賀西部広域水道企業団 白石営業所
問

生活環境課 環境係 TEL 0952-84-7118
佐賀西部広域水道企業団 白石営業所 TEL 0952-84-7119

し尿汲み取り手数料補助金
【補助対象者】
・町内に住所がある人または町内に所在する店舗、事業所等
・8月豪雨災害で雨水等が便槽に流入し、緊急にし尿の汲み取りが生じた人
【補助額】
災害発生後のし尿汲み取り1回分（8月14日〜9月17日に汲み取りした分）に要した費用相当額の2分
の1以内の額とし100円未満は切り捨てます。（限度額5,000円）
【申請に必要なもの】
①し尿処理手数料補助金交付申請書
②印鑑
③し尿処理手数料の領収証の写しまたは、これに類する書類（口座引き落としの場合通帳の写し等）
④申請者名義の通帳（補助金振込用）
【申請期限】10月29日（金）まで
【申請先】 生活環境課 廃棄物対策係（役場2階）
問 生活環境課 廃棄物対策係

新型コロナワクチンの接種会場や医療機関の予約受
付状況、ワクチンの概要・効果の情報が載っていま
す。皆さんから寄せられた質問にも答えています。
【注意】
新型コロナワクチン接種をうたったメールのリンク先などで、「コロナワクチンナビ」に似せたサイト
にクレジットカード情報の入力を求めるなどの「詐欺行為」が発生しています。
コロナワクチンナビに銀行口座やクレジットカード番号などの登録を求めることはありません。
このような情報を決して入力しないようにご注意ください。

高齢者および子どものインフルエンザ予防接種費用の助成期間は10月1日〜12月31日です。実施期間外
や下記の対象者以外の場合は全額自己負担となりますのでご注意ください。実施医療機関以外で接種を希望
する場合は保健福祉課健康づくり係にご相談ください。

高齢者インフルエンザ予防接種 子どもインフルエンザ予防接種
助成対象者

実施場所

自己負担額

町では、8月豪雨で住家の床上浸水被害を受けられた世帯に、被害の程度に応じ「災害見
舞金」を支給します。
※災害見舞金の申請には、「罹災証明書」が必要です。詳しくは、保健福祉課福祉係へお尋
ねください。
問 保健福祉課 福祉係

TEL 0952-84-7116

TEL 0952-84-7116

インフルエンザ予防接種費用の一部を助成します

TEL 0952-84-7118

災害見舞金
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新型コロナウイルスワクチン接種の総合案内サイト「コロナワクチンナビ」

問 保健福祉課「新型コロナウイルスワクチン接種対策班」

町では、災害で雨水等が便槽に流入し、被害を受け、緊急にし尿の汲み取りが生じた場合
に発生した「し尿汲み取り手数料」について、補助金の交付を行います。

02

集団接種は10月で終了しますが、個別接種は医療機関の協力を得て今後も実施します。各医療機関の
予約受付状況はワクチンの総合案内サイト｢コロナワクチンナビ｣でご確認ください。（下記参照）
（集団接種1回目予約は10月8日(金)まで行いますが、期限前に定員に達することもありますのでご了承
ください。集団接種のWeb予約は町ホームページからログインできます。電話予約は杵藤地区新型コロ
ナウイルスワクチンコールセンター「0120-947-694」へ）
※12〜16歳未満は個別接種になります

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

佐賀県内の実施医療機関

武雄市、杵島郡内の実施医療機関

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）

※助成額が現金で支給されるわけではありません。

接種方法

事前に医療機関に予約してください。
問 保健福祉課 健康づくり係

TEL 0952-84-7116
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交通安全特別交付金

町債

491万円 0.0％

町の財政決算報告

令和２年度

令和2年度の一般会計、特別会計、下水道事業会計の決算が、9月の定例議会で認定され
ましたので報告します。あわせて、各種財政指標を公表します。

14億4,025万円
8.1％

県支出金

一般会計

歳 入

依

1億2,891万円 0.7％

21億9,911万円
12.4％

自主

18億6,944万円
10.5％

使用料および手数料

町税

分担金および負担金
1億1,351万円 0.7％

財産収入

2,568万円 0.1％

寄附金

財
源
26.8％

6億2,753万円 3.5％

繰越金

4億1.585万円 2.3％

繰入金

9億2,661万円 5.2％

諸収入

178億3,118万円
国庫支出金 存
42億4,904万円
23.8％

3億4,271万円 1.9％

財 【款性質別】
源

地方譲与税

1億4,716万円 0.8％

73.2％

各種交付金

地方交付税
48億1,378万円
27.0％

5億826万円 2.9％

地方特例交付金

うち普通交付税
43億 4,291万円
うち特別交付税
4億 7,087万円

計

歳入（千円）

歳出（千円）

形式収支（千円）

17,831,181

17,371,282

459,899

3,486,447

3,337,673

148,774

後期高齢者医療特別会計

341,398

340,515

883

下水道事業会計

収入（千円）

支出（千円）

収益的収支（税抜き）

652,934

629,645

資本的収支（税込み）

653,213

866,850

一般会計
国民健康保険特別会計

一般会計の決算額について、歳入は前年度比
23億3,430万円の増（+15.06％）、歳出は前
年度比22億9,025万円の増（+15.19％）と、
どちらも大きく増加しました。
これは、特別定額給付金の給付事業や新型コ
ロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を
活用して事業者・農業者への支援、小中学校の
ICT環境整備、新型コロナウイルス感染症予防
対策としての環境整備などを行ったことが主な
要因です。

24億5,990万円
14.2％

消防費
公債費

の
務
万円
一般会計
他
的 16億6,601
9.6％
の
経
経
補助費等
費 扶助費
49億6,660万円 費 173億7,128万円
4,121万円
35.0％19億11.
28.6％
2％
【性質別】
51.5％
費
経
的
投資 13.5％

歳 出

物件費

17億5,205万円
10.1％

0.7％

4億6,983万円
2.7％

公債費

教育費

一般会計

土木費

6億6,161万円
3.8％

商工費

2億9,371万円
1.7％

総務費

12億527万円
6.9％

49億5,031万円
28.5％

歳 出
農林水産業費
19億4,403万円
11.2％

173億7,128万円
【目的別】

衛生費

普通建設事業費
22億1,175万円
12.7％

16億6,601万円
9.6％

労働費

19億2,501万円
11.1％

民生費

40億4,342万円
23.3％

209万円 0.0％

災害復旧費

1億4,362万円 0.8％

【一般会計】
歳出の町民1人当たりの額（目的別）
令和3年1月１日現在の住民基本台帳人口
（22,465人）で算出

1人当たり総額 773,260 円
（元年度：662,030円）

下水道事業会計では、収益的収支におい
て、当年度純利益を計上しました。資本
的収支の不足額は、自己財源で補てんし
ています。

収納率（％）

個人町民税

853,163

99.4

法人町民税

63,894

99.9

固定資産税

1,006,033

98.5

軽自動車税

104,309

99.4

たばこ税

171,706

100.0

2,199,105

99.1

766,875

人件費
義

議会費 1億1,758万円

災害復旧費

9,241万円
0.5％

特別会計では、全ての特別会計で黒字
決算となりました。

歳入額（千円）

国民健康保険税

そ

1.3％

なお、全国から白石町へのふるさと寄
附金は6億949万円となりました。

税 目

一般会計合計

10億9,459万円
積立金 6.3％
9億100万円
5.2％

その他2億3,455万円

1,843万円 0.1％

【令和 2 年度各会計決算概要】
会

繰出金

97.3
※収納率は、現年度分

04

広報白石 R3・10

広報白石 R3・10

05

各種財政指標
経常収支比率

投票所入場券の裏面に「期日前投票宣誓書」が印刷されます！

92.6（令和元年度：96.6）

財政力指数

比率が低いほど新たな行政需要へ対応ができること
になり、財政構造に弾力性があると言われる。

0.339（令和元年度：0.334）

指数が高いほど財政力が強く、「1」を超えると
地方交付税のうち普通交付税が交付されない。

積立基金現在高（一般会計分）

町債残高（一般会計分）
13,775,149千円（令和元年度：13,915,223千円）
うち、臨時財政対策債（全額国が地方交付税で補てん）
を除いた現在高
9,039,260千円（令和元年度：8,932,113千円）

8,359,187千円（令和元年度：8,391,717千円）
定額運用基金を除く

町民1人当たり積立基金現在高（預金）

町民1人当たり町債現在高（借金）

372,098円（令和元年度：368,381円）

【期日前投票宣誓書とは？】
期日前投票をする際に、投票日当日投票に行くことができない理由を記入する用紙（宣誓書）です。
今までは、期日前投票所で宣誓書に記入をお願いしていましたが、
次の選挙から、投票所入場券の裏面に宣誓書が印刷され、自宅であらかじめ記入することができるようにな
りました。
事前に宣誓書を記入していただくことで、投票所入口での待ち時間や混雑が緩和されます。
※投票日当日に投票をする人は、宣誓書に記入する必要はありません。

期日前宣誓書の記入例（新しい投票所入場券の裏面）
期日前投票に行く日をご記入ください。

402,371円（令和元年度：392,103円）

健全化判断比率・資金不足比率（財政健全化法に基づく公表）

氏名、住所、生年月日をご記入ください。

１．健全化判断比率
下記の4つの財政指標のうち、いずれかが早期健全化基準以上の場合には自主的な改善努力による財政健
全化を図ることとなり、財政再生基準以上の場合には、その早期是正のために国等の関与を受けることと
なりますが、白石町では、いずれも基準を下回っています。
白石町の状況
指

標

令和2年度決算に
基づく比率（％）

実質赤字比率

判断基準
早期健全化
基準（％）

―（元年度：―）

財政再生
基準（％）

13.90

摘 要

20.00

一般会計等を対象とした実質赤字の標準
財政規模に対する割合

連結実質赤字比率

―（元年度：―）

18.90

30.00

全会計を対象とした実質赤字の標準財政
規模に対する割合

実質公債費比率

10.0（元年度：9.2）

25.0

35.0

一般会計等が負担する元利償還金の標準
財政規模に対する割合

将来負担比率

4.3（元年度：15.8）

350.0

（参考）標準財政規模

投票日当日に投票できない理由の番号
を〇で囲んでください。
※新型コロナウイルス感染症を懸念し
て期日前投票を行う場合は「6」を選
んでください。
なお、小さくて書きづらい場合は、従来の宣誓書（Ａ4版）を準備しています。

新型コロナウイルス感染症対策にご協力ください

一般会計等が将来負担すべき負債の標準
財政規模に対する割合

7,477,794千円（元年度：7,454,482千円）

一般財源（地方税や地方交付税など）の
規模を示すもの

白石町では、実質赤字比率、連結実質赤字比率は黒字のため、「―」で表示しています。

投票所内でのマスクの着用、
咳エチケットの実践をお願
いします。

来場前後の手指の消毒を
お願いします。

周囲の人と一定以上の距
離を保つようにお願いしま
す。

入場制限を行う場合があり
ます。

鉛筆を持参して記入するこ
とができます。

２．公営企業会計に係る資金不足比率
白石町では、資金不足はなく黒字のため「―」で表示しています。

区 分
下水道事業会計

白石町の状況

判断基準

令和2年度決算に
基づく比率（％）

経営健全化
基準（％）

―（元年度：―）

20.0

ご協力を
お願いします。

問
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企画財政課 財政係

TEL 0952-84-7112

問

白石町選挙管理委員会

TEL 0952-84-7111
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もったいない！

10月 1日は「浄化槽の日」
です！

食べられるのに捨てられる
「食品ロス」を減らそう
10月は
「食品ロス削減月間」
です。

家庭で使った水をきれいにしてから、自然にかえしましょう。

食べ残し、
売れ残りや期限が近いなど様々な理由で、
食べられるのに捨てられてしまう食品
「食品ロス」
。
日本の
食品ロス量は年間600万トンを超え、
国民1人あたりの食品ロス量は年間で約51キログラムです。

Ｑ なぜ食品ロスを減らさなければ
ならないの？

Ｑ 食品ロスを減らすために
家庭でできることは？

食品ロスを減らすことは、
ごみのリデュース
（発生
抑制）のみならず、温室効果ガス削減などの環境負
荷低減効果にもつながります。

必要な量だけ購入し、食べきることが基本
となりますので、それを意識したうえで次の事
を実践してみましょう。

①買い物をする時の工夫

水資源 地域で守る 浄化槽
（令和3年度「浄化槽の日」
標語最優秀作品）

・浄化槽は水質保全と快適な生活を両立することができます。
・下水道の計画がないところでは浄化槽を設置しましょう。
※町では、
各家庭に設置する浄化槽に対し、
経費の一部を助成します
（下水道整備区域をのぞく）
。
助成には事前申請が必要です。
希望する人は、
早めに生活環境課へご相談ください。

買い物の前には冷蔵庫内をチェックしましょう。
買い物は大量に購入するのではなく、
食べられる量だけ購
入するようにしましょう。
また、
購入する時には、
手前に陳列している食品から選んでいくことで、
食品ロス
を減らすことができます。

家 族 の みん な が 知っておくべ きこと
1 保守点検・清掃は定期的に行い、
必ず年1回の法定検査を受けてください。

②保存する時の工夫

食品を保存するときは最適な保存方法と場所に保存するようにしましょう。
一度に食べきれない野菜は、
冷凍や乾燥の下処理をして、
小分け保存などをして、
食材を長持ちさせる工夫をしてみましょう。
期限の長い食品を奥に、
近い食品を手前に保存することで、
使い忘れによる期限切れを防ぐことができます。

2 台所では、
使った油や調理くずなどを、
流し台から流さないようにしましょう。

③調理する時の工夫

5 浄化槽ブロワの電源は、
絶対に切らないでください。

3 洗濯は、
適量の洗剤・塩素系漂白剤を使いましょう。
4 トイレでは、
トイレットペーパー以外のものは、
流さないでください。

調理の時には残っている食材から使うようにしましょう。
いつか食べると残してある食品は食品ロス予備
軍になります。
その日に食べきれる量を作るように心がけましょう。
定期的に冷蔵庫や収納庫を整理する日を決め、
食材
を上手に食べきるよう工夫することも食品ロス削減につながります。

浄化槽設置補助額
5人槽
（600,000円）
7人槽
（720,000円）
10人槽
（920,000円）

食品ロスを減らすためには、一人ひとりが意識して
食品ロスの削減を目指すことが大切です
問

生活環境課 廃棄物対策係

問

TEL 0952-84-7118

一定面積以上
（別表）
の土地取引をした場合には、
国土利用計画法で契約締結日も含め2週間以内に、
買主が土
地の利用目的および取引価格等を届け出なければなりません。
県では、
その利用目的が公表されている土地利用

収入保険制度は、
自然災害や価格低下だけでなく、
農業者の経営努力では避けられない様々なリスクに
よる収入減少が補填の対象です。
農業者に負担していただく保険料等の一部には国の支援があります。

に関する計画に適合しているかなどを審査し、
場合によっては利用目的の変更を勧告することがあります。

※青色申告者が対象です。
※農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体が対象となります。
※法人の場合は、
事業開始月の前々月が申込期限となります。
※農業共済やナラシ対策などの類似制度とは、
どちらかを選択して加入となります。
※初めて収入保険に加入する人は1年間に限り、
野菜価格安定対策事業との同時利用が可能です。

《届出義務者》 買 主

保険料が安いプランも提案できます。
詳しくは、
佐賀県農業共済組合杵島支所まで早めにお問い合わせく
ださい。
問 佐賀県農業共済組合杵島支所 TEL 0952-84-6411
08

TEL 0952-84-7118

大規模な土地取引には届出が必要です

〜農業者の皆さん〜

個人農業者の農業経営収入保険申込期限は11月末までです

生活環境課 下水管理係

広報白石 R3・10

届出をしなかったり、
偽りの届出をしたりすると罰則が科せられることがあります。
(別表)
市街化区域

《届出の時期》 契約締結日も含め2週間以内
《届 出 先》 土地の所在する市町村
《罰

則》 6月以下の懲役または100万円以下の罰金

問

市街化区域以外
の都市計画区域
都市計画区域
以外の区域

2,000㎡
5,000㎡
10,000㎡

佐賀県 土地対策課 TEL 0952-25-7034
総合戦略課 重点プロジェクト係 TEL 0952-84-7132
広報白石 R3・10
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【住民の皆さんへ】

犬・猫の多頭飼育は届出が必要です。
多数の犬および猫を飼う人は、
動物の習性を理解し適切な飼育を行い、
動物の鳴き声や臭いなどで周辺
住民の皆さんに迷惑をかけないように努める責務があります。
佐賀県では、
動物の健康と安全を守るため
「佐賀県動物の愛護及び管理に関する条例」
で、
生後90日以上
の犬および猫を合わせて6匹以上飼っている人に対して、
保健福祉事務所への届出を義務付けています。

多頭飼育に関する条例（抜粋・要約）

管理に関する条例

多発しています！

「廃油入れ容器の管理不備」
が原因の事例が多くなっています。

（第5条）犬、猫合わせて6匹以上飼うものは、周辺住民から飼養状況等
佐賀県動物の愛護及び

油

の流出事故が

について説明を求められた場合には、説明するよう努めなければなら
ない。
（第6条）犬、猫合わせて6匹以上となった日から、30日以内に知事に
届出なければならない。

問 杵藤保健福祉事務所 衛生対策課

TEL 0954-23-3501

猫に関する苦情が増えています。
飼い猫以外に、えさを与えないでください。
猫の繁殖効率はとても高く、
放っておくと1組のオスとメスがあっという間に何十頭にも増えてしまいます。

油の回収や処理にかかる多額
の費用は事故を起こした原因
者の負担となります。

油流出で農産物などに被害が
生じた場合、その賠償を求め
られることがあります。

大雨による浸水被害に備え、廃油を入れた容器
などの保管には十分な注意をしてください。
●廃油を入れた容器を屋外に置かない！
●小屋の中の物が流れ出ないような保管を！

（環境省パンフレット

飼い猫に不妊や去勢手術をしてください。
◎子猫が生まれても飼えないと分かっているときは、
自分の飼い猫が原因で、
地域に野良猫が増えないようにすることも飼い主の責任です。

問 生活環境課 環境係

10
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※油流出による農作物など
への被害も出ています。

もっと飼いたい？ から抜粋）

TEL 0952-84-7118

水路などに油を流出させた場合または流出を発見した場合は、
役場など行政機関に連絡してください。
問

生活環境課 環境係

TEL 0952-84-7118

広報白石 R3・10
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令和4年度

保育施設入所申し込みのご案内
令和4年4月からの保育施設（保育園や認定こども園（保育園部分）など）への入所を希望する人を対象
に入所申し込みを受け付けます。
なお、令和4年度中に中途入所を希望する人についても申し込みを受け付けます。

11月1日（月）〜30日（火）

受付期間

8:30〜17:15

［土・日曜、祝日を除く］

に役場保健福祉課こども未来係で申し込みができます。
※在園児およびその兄弟児の受付は下記一覧表のとおりですが、当日都合が悪い場合は、
役場での受付をご利用ください。
必要書類

支給認定申請書
（入所申込書）
、
添付書類
（就労証明書など保育を必要とする証明書）
◎事前に必要事項を記入のうえ、
持参してください。
※申請書および添付書類は役場保健福祉課こども未来係で配布します。
また、
町ホームページからもダウンロードできます。
※証明書には、
民生委員の証明等が必要になる場合もありますので、
早めに準備をお願いします。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親世帯以外分）のご案内
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、
低所得の子育て世帯に対し、
その実情を踏まえ
た生活の支援を行う観点から、
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
（ひとり親
世帯以外分）
を支給します。
●支給対象者

※次のいずれかに該当する人

①令和3年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている人で、令和3年度分の
住民税（均等割）が非課税の人【申請不要】
②平成15年4月2日〜平成18年4月1日までに生まれた児童を養育する人で、令和3年度分の住
民税（均等割）が非課税の人【申請必要】
※障がい児の場合は、平成13年4月2日〜平成15年4月1日生まれも対象になります。
③上記①、
②に該当する年齢の児童がおり、
新型コロナウイルス感染症の影響で令和で3年で1月1日以
降の収入が減少し、
令和3年度分の住民税均等割の非課税であると同様の水準である人
【申請必要】
※対象児童には、令和3年4月〜令和4年2月に生まれた新生児も含まれます。
※すでに、ひとり親世帯分の子育て世帯生活支援特別給付金の支給を受けた人は、対象外です。

入所対象者

保護者の就労や出産、
疾病、
病人の看護などの理由で、
常時保育を必要とする家庭の児童

注意事項 ・見学を希望する場合は、
事前に各園へお尋ねください。
・受付の際、係員が話を伺ったうえで申し込みを受け付けますので、お子さんや家庭の状況に
詳しい人の出席をお願いします。
・受付では、
感染症拡大防止のため、
マスクを着用し密にならないようにしてください。
・幼稚園や認定こども園
（幼稚園部分）
への入所を希望する人は、
直接各園へお申し込みください。

※申請者（請求者）は、児童を養育している人のうち「主たる生計維持者」
（ 所得等が高い人）になり
ます。
●支給額

対象児童1人あたり一律5万円

●申請期限

令和4年2月28日（月）
まで

●申請場所

保健福祉課 福祉係

※詳しくは、町ホームページをご覧になるか、お問い合わせください。

（在園児および兄弟児）

施設名・受付場所

運営

申込受付日

受付時刻

ふくたこども園

私立

11月16日（火）

有明わかば保育園

私立

11月17日（水）

みのり保育園

私立

11月18日（木）

幼保連携型認定こども園

ありあけ幼稚園

私立

11月19日（金）

須古保育園

私立

11月22日（月）

六角保育園

私立

11月24日（水）

日

時

10月18日（月）10:30〜11:45

あかり保育園

公立

11月25日（木）

場

所

ゆめてらす（交流館）デイルーム

有明ふたば保育園

私立

11月26日（金）

内

容

福富保育園

私立

11月29日（月）

対

象

15:30
18:30

※ふくたこども園・ありあけ幼稚園は、保育園部分の利用を希望する人のみの受け付けになります。
入所の決定

認定事務が集中し審査に時間を要するため、2月中旬頃に決定通知を送付予定です。
問 保健福祉課 こども未来係
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問 保健福祉課 福祉係

保育所型認定こども園

広報白石 R3・10

TEL 0952-84-7116

TEL 0952-84-7116

「しろいしママカフェ」に来てみませんか
赤ちゃんを見守りながら、ちょっと体を動かしてみませんか♪
ハタヨガをしながら、子育て中のママ同士、少しリフレッシュしましょう♫
ママ友づくりに気軽に参加してくださいね。

申込方法

ハタヨガをしてみよう。

（運動できる服装をして、マットまたはバスタオルを持参ください。）

4ヵ月〜3歳未満の子をもつ母親・10人
電話受付で、先着10人までです。
（土日・祝日は受け付けませんのでご了承ください）
※お子さん用の飲み物など必要なものは各自ご持参ください。
※ママは、マスクを着用ください。
※新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況によって中止する場合があります。

問・申込

白石町社会福祉協議会 TEL 0954-65-8960
保健福祉課 健康づくり係・こども未来係 TEL 0952-84-7116
広報白石 R3・10
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住民健診

10月に

かかりつけ薬剤師・薬局に関するお知らせ

予約不要！

を実施します
自身の健康管理のために、ぜひ受診し
てください。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。
なお、後期高齢者はがん検診(胃がん
検診以外)を無料で受けることができ
ます。

なんでも気軽に相談できる
『かかりつけ薬剤師・薬局』
を決めていますか？
かかりつけ薬局は「普段利用している相談しやすい薬局」、かかりつけ薬剤師は「普段利用している
薬局の何でも相談しやすい・話しやすい薬剤師」のことです。

●
『かかりつけ薬剤師・薬局』
を決めておくと
あなたが使用する薬を、
ひとつの薬局でいつも同じ薬剤師が管理することができます。
複数の医療機関から同じ薬が出されることを防ぎ、
注意を要する飲み合わせのチェックをすることがで
きます。
また、
飲み残しや副作用の確認も行います。
社会保険加入者（がん検診対象者）

国民健康保険加入者

が ん 検 診
健診項目

特定健診

30代ピロ
リ菌検査

胃がん

肺がん
（結核）

大腸
がん

30歳〜74歳 40歳〜74歳の 30代国保特
の国民健康 国民健康保険以 定健診受診 40〜74歳
保険加入者 外の保険に加入 者で検査未
対象者
している被扶養 実施者
者（家族）

前立腺
がん

乳
がん

子宮
頸がん

肝炎ウイ
ルス検診

30歳〜74歳
20歳以上 でこれまで検
査を受けてい
ない人

40歳以上

保険に関係なく受診可能
料金

1,000円

各健康保険者
から通知

1,080円

200円
1,000円 (痰：500円) 500円

500円

700円

実施日

10月12日(火)、13日(水)、18日(月)、19日(火)

受付時間

8:30〜11:00 （子宮頸がん検診のみ10:00〜受付開始）

健診場所

白石町総合センター（白石町役場 西側）
問 保健福祉課 健康づくり係

1,000円

無料

●
『かかりつけ薬剤師・薬局』
で健康相談も
「サプリや市販薬と、
今飲んでいる薬や治療中の病気と問題がないか心配」
「健康診断の結果の見方がわからない」
そんな時も、
ぜひ
『かかりつけ薬剤師・薬局』
に相談してください。
●
『かかりつけ薬局』
に今飲んでいる薬は置いているの？
薬はとてもたくさんの種類があり、
在庫がないこともあります。
まだ手持ちの薬があるようなら、
翌日以降、
揃った時点で薬を渡すことが可能です。
また、
飲んでいる薬を事前に伝えておくことで、
次の受診日までに薬を揃えておくことができます。
●
「お薬手帳」
が
『かかりつけ薬局』
と医療機関との橋渡しに
医療機関や他の薬局との円滑な連絡が行えるように、
「お薬手帳」
に
『かかりつけ薬局』
の名称と電話番
号を記入しておきましょう。

TEL 0952-84-7116

◎皆さんも自分や家族の健康のためにも、何でも相談できる『かかりつけ薬剤師・薬局』
を持ちましょう。
問

マッサージ受診券は適切に管理・利用しましょう
町では、
町内8ヵ所の施術所を利用して、
はりきゅうおよびマッサージを受診する人に施術費の一部を助成
しています
（詳しくは広報白石6月号8ページをご覧ください）
。
最近、
受診券の不適切な利用が見られます。
以下の注意事項のとおり、
適切な管理・利用をお願いします。

一般社団法人 佐賀県薬剤師会 TEL 0952-23-8931
佐賀県後期高齢者医療広域連合 TEL 0952-64-8476

巡回聴こえの相談〜in 白石町〜
聴こえについて、不安を感じることはありませんか？
●実施日 11月24日(水)

□ 聞き誤り、聞き返しが増えてきた。
1．
受診券は受診前に申請すること
（受診券発行前の施術は助成対象になりません）
2．
施術が保険適用外であること

注意！

4．
受診券は受診者本人または家族が管理すること
（施術所へ預けることは絶対にしないでください）

不正利用が発覚した場合は助成できない場合がありますので、
ご注意ください。
問

14

広報白石 R3・10

□ テレビを見る音が大きいと家族から言われる。
□ 話し声が大きいと周りの人から指摘される。

3．
受診券の使用は1日1回１枚限り、
本人のみ使用可

住民課 保険係

TEL 0952-84-7115

10：00〜15：00

□ ザワザワした場所で、言葉がはっきりと聞きとれない。

相談会では、言語聴覚士が聴力測定を行い、結果を
分かりやすく説明します。話しやすい環境づくり、聞
きとりのコツなどについてもお伝えします。
まずは、自身の聞こえにくさの程度を確認してみま
しょう。測定・相談は無料です。

※予約制
●会場

白石町役場 相談室3

●申込・問合せ先
佐賀県聴覚障害者サポートセンター
TEL 0952-40-7700
FAX 0952-40-7705

問 長寿社会課 障がい福祉係

TEL 0952-84-7117

広報白石 R3・10

15

まちのわだい
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か

璃の香（レモン）を育ててみませんか？

受章おめでとうございます
叙勲

町では、白石の新たな特産品の取り組みとして、

令和３年春の叙勲等で、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。

平成29年度から白岩地区の果樹試験場で栽培を
行っていた「璃の香（レモン）」について、今後
も作付を拡大したいと考えています。

瑞宝双光章

そこで、町内在住で町内の土地に作付をしてい

瑞宝双光章

ただく人を対象に、苗木の購入費用の一部を補助
します。
【補助内容】※予算がなくなり次第終了
・苗木1本につき購入価格の2分の1以内（100円
未満切り捨て）で上限1,000円まで
・1事業者あたり50本まで

写真提供:農研機構

・令和4年3月31日までに購入した分

＊璃の香は、リスボンレモンと日向夏をかけ合わせた品種で、柑橘系に多いかいよう病や寒さ
に強い品種です。

諸井 喜三さん （元有明南小学校長）

堤 芙美子さん （元六角小学校長）

昭和31年から地元有明南小学校長として退職
されるまでの37年の永きにわたり、
教育の振興に
貢献されました。

昭和33年から六角小学校長として退職される
までの38年の永きにわたり、
教育の振興に貢献さ
れました。

Topics

また、通常のレモンより酸含量が少なく、まろやかな酸味が特長で、種が少なく使い勝手の
良い、加工品や生食用としても評価の高いレモンです。
詳しくは、商工観光課までお問い合わせください。
問 商工観光課 観光係

TEL 0952-84-7123

地元特産品について学ぶ
白石小学校

早めのライト点灯と反射材等の着用を
お願いします！！

れんこん収穫見学

9月14日、白石小学校3年生30人と4年生31人が小学校近くの圃
場で、れんこん収穫の様子を見学しました。
この取り組みは、自分たちが住む地域の食について関心を高めて
もらおうと、白石青年実業会の協力を得て行われました。当初は、
れんこん収穫体験を行う予定でしたが、この日は雨天のため収穫見
学に変更されました。
はじめに白石青年実業会のメンバーから、れんこん栽培の歴史や
収穫方法などを聞いた後、実際に収穫の様子を見学しました。また、
希望した児童が収穫されたれんこんの泥塗りを体験しました。
子どもたちが収穫を体験することはできませんでしたが、ほとん
どの子どもたちが初めて収穫の様子を見て、れんこんが掘れると歓
声を上げていました。

▲青年実業会かられんこんの説明

日没が早まり、交通事故が多発する時期になりました。
交通事故を防ぐため、ドライバーは早めにライトを点灯し、安全
運転を心がけましょう。
歩行者は必ず反射材を着用し、交通事故にあわないように注意し
ましょう。
夜間だけでなく、昼間に外出する際も交通事故に十分注意をして
ください。
問 総務課 危機管理・防災係

TEL 0952-84-7111

▲泥塗りを体験

18
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補正予算のお知らせ
●令和3年度7月15日補正予算

●令和3年度9月追加補正予算
◎一般会計補正予算（第3号）

補正前の予算額

（単位：千円）
補正額

6,100

3,399,000

●令和3年度9月補正予算

補正後の予算額

3,405,100

9月の町議会定例会に提案し、可決されました。

◎一般会計補正予算（第2号）
補正前の予算額

15,279,790

（単位：千円）
補正額

296,150

3,405,100

補正額

223,943

15,575,940

補正後の予算額

3,629,043

◎後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）
補正前の予算額

359,600

補正額

881

5,000千円
担当：総合戦略課 白石創生推進係 0952-84-7132

担当：保健福祉課 健康づくり係 0952-84-7116

宝くじの助成事業を活用して、コミュニティ活動
に必要な備品や集会施設の整備等に対して助成し
ます。

新型コロナウイルスワクチン接種について、ワク
チン接種を継続して行うための費用を増額補正し
ます。

白石中央公園管理費

中学校施設整備費

22,000千円

68,000千円

担当：建設課 維持管理係 0952-84-7124

担当：学校教育課 新しい学校づくり係 0952-84-7128

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、中
央公園や総合運動場のトイレを洋式化し、非接触式
の自動水栓に取り換える費用を増額補正します。

新型コロナウイルス感染症に対応したよりよい学
習環境を整えるため、白石中学校の特別教室にエ
アコンを設置する費用を増額補正します。

白石町総合センター管理費

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ大会推進費

9,000千円
担当：生涯学習課 白石公民館係 0952-84-6925

新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のため、
総合センターのトイレを洋式化し、非接触式の自
動水栓に取り換える費用を増額補正します。
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42,000千円
担当：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 0952-84-7129
令和6年度国民スポーツ大会（ソフトボール（成
年男子））と全国障害者スポーツ大会（グランド
ソフトボール）が開催される総合運動場の整備に
ついて、水はけ対策を強化するための整備費用を
増額補正します。

15,579,740

【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。
災害見舞金

水道料金特別減免補助金

【新】

【新】

1,000千円

1,300千円
担当：保健福祉課 福祉係 0952-84-7116

担当：生活環境課 環境係 0952-84-7118

令和3年8月の豪雨による住家の床上浸水被害を受
けた人へ、見舞金を支給します。

令和3年8月の豪雨による浸水被害で、清掃等で水
道使用量が増加した世帯等を対象に、水道料金の
一部減免を実施します。

し尿処理業務
1,500千円
担当：生活環境課 廃棄物対策係 0952-84-7118

令和3年8月の豪雨で雨水等が便槽に流入し被害を
受けた人へ、し尿の汲み取り手数料を補助します。
問 企画財政課 財政係

360,481

新型コロナウイルスワクチン接種事業費

補正後の予算額

3,800

補正後の予算額

【主な補正予算の内容】
コミュニティ助成事業

15,575,940

補正額

補正後の予算額

◎国民健康保険特別会計補正予算（第2号）
補正前の予算額

（単位：千円）

補正前の予算額

国民健康保険税の還付金、還付加算金が不足するため、地方自治法の規定に基づき、7月15日付け
で専決処分を行いました。このことについては、9月の町議会定例会で報告し、承認されました。
◎国民健康保険特別会計補正予算（第1号）

9月の町議会定例会に追加提案し、可決されました。

困ったら

ひとりで悩まず

TEL 0952-84-7112

行政相談

道路、税金、年金、福祉など役所の仕事についての疑問や要望はありませんか。
総務大臣に委嘱された行政相談委員が相談に応じています。
相談は無料で、秘密は厳守します。気軽にご利用ください。

〜定例相談所〜
◆日

時

毎月第1月曜日

◆場

所

健康センター

9:00〜12:00
研修室

（ただし10月と12月は総合センター機能回復訓練室）
※相談の際は、手指消毒やマスク着用など、新型コロナウイルス
感染症拡大防止にご協力ください。

〜新行政相談委員の紹介〜
9月15日から、門田藤信さん（有明地域）が新しく行政相談委員に就任されました。

問

総務省佐賀行政相談センター TEL 0952-22-2651 FAX 0952-22-2652
総務課 総務係 TEL 0952-84-7111 FAX 0952-84-6611
広報白石 R3・10
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〜戦没者等の遺族の皆さんへ〜

第十一回特別弔慰金の請求はお済みですか
令和2年4月から、
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
（第十一回特別弔慰金）
の請求を受け付けています。

請求手続きについて

戦没者等の死亡当時の遺族で、
令和2年4月1日
（基準日）
で、
「恩給法による公務扶助料」
や
「戦傷病者戦没者遺
族等援護法による遺族年金」
等を受ける人
（戦没者等の妻や父母等）
がいない場合に、
第十一回特別弔慰金が支
給されます。
細かい条件がある場合があります。
詳しくは福祉係までお問い合わせください。

支給対象者 対象となる遺族は、次の順番による先順位の遺族一人です。
順位

対 象 者

1

援護法による
「弔慰金」
の受給権を取得した遺族

2

戦没者等の子

3

戦没者の死亡当時、戦没者等と生計を共にしており、令和2年4月1日現在、氏を変える婚
姻・養子縁組をしていない
①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹

4

上記3以外の ①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹

5

戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上生計を共にしていた三親等内親族
（甥、
姪等）

※子は戦没者等の死亡当時の胎児も含まれます。
※戦没者死亡後に出生した弟妹・孫・三親等内親族は、
対象遺族になりません。

支給内容

額面25万円 5年償還の記名国債

請求期間

令和2年4月1日〜令和5年3月31日
※この期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、
ご注意ください。
・申請日から国債お渡し日まで8ヵ月から1年程度の期間がかかります。
早めに申請手続きをお願い
します。
・すでに請求した人で、
国債債券が手元にない場合は、
国・県での審査中または財務局での国債発行
待ちです。
準備が整い次第、
案内しますのでしばらくお待ちください。

請求受付窓口・ 白石町役場 保健福祉課 福祉係
お問い合わせ （請求書の受け付けは、請求者が住民登録を行っている市区町村です。）
【窓口に持ってくるもの】
・請求者の戸籍抄本
・本人確認書類
（運転免許証、
健康保険証など）
※顔写真ありの書類は1点、
顔写真なしの書類は2点必要
・国庫債券届の印鑑
支給対象者によって、
必要書類が異なりますので、
事前に福祉係へ相談のうえ、
手続きをしてくださ
い。

来庁時のお願い ◇過去に受給していた特別弔慰金の裁定通知書や国庫債券などがあると、案内がス
ムーズに進みます。
◇時間がかかることがあります。
時間に余裕をもってお越しください。

町営住宅入居者募集のお知らせ
■募集する住宅
■募集期間

・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

・10月15日（金）〜29日（金）

・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）
■応募に必要な書類
3DK、非水洗トイレ、浴槽・ボイラー持ち込み
・入居申込書
※単身入居可（ただし、60歳以上またはその他一定の ・住民票謄本（本籍、続柄の記載必要）
要件を満たす人のみ）
・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
・廻里津住宅 2戸
望者全員分）
白石町大字戸ヶ里1663番地
（入居希望
・税の滞納がないことを証明するもの
昭和53年建築（中層耐火構造3階建）
者全員分の完納証明書、
非課税証明書など）
3DK、水洗トイレ、浴槽あり
※これらの住宅は継続して募集しているため、
9月30日（木）までに応募があった場合、
・六角橋住宅 1戸
10月の募集戸数が変わることがあります。
白石町大字東郷2010番地3
詳細は問い合わせるか、町ホームページを
昭和54年建築（簡易耐火構造2階建）
ご覧ください。
3DK、水洗トイレ、浴槽あり
※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。
・下区中央住宅 1戸
※連帯保証人が必要です（町内に居住し、入
白石町大字福富3450番地
居者と同程度以上の収入があり、税金等に
平成24年建築（木造平屋建）
滞納がない人）。
2LDK、水洗トイレ、浴槽あり
※入居要件の詳細は町ホームページでも確認
＊ケーブルテレビの加入が必要
できます。
・上廿治住宅 1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

県民スポーツ大会中止
のお知らせ

問

歌垣の郷ロードレース
大会中止のお知らせ

10月16日（土）〜17日（日）に開催が予定され

令和4年3月に開催を予定していた
『歌垣の郷ロード

ていた『県民スポーツ大会』は、新型コロナウイル

レース大会』
は、
新型コロナウイルス感染症の今後の感

ス感染症が急拡大し先行き不透明なことや、
8月豪

染状況等の予測が困難なことから、
参加ランナーや関

雨で甚大な被害が発生したことなどを考慮し、中

係者の皆さんの安全確保を重視し、
今年度の開催を中

止が決定されました。

止することに決定しました。

関係者をはじめ皆さんのご理解をお願いします。
問
22
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保健福祉課 福祉係 TEL 0952-84-7116

建設課 建築住宅係 TEL 0952-84-7124

関係者をはじめ皆さんのご理解をお願いします。
問

生涯学習課 生涯スポーツ係 TEL 0952-84-7129
広報白石 R3・10
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令和3年度

初心者でも書ける「字手紙」年賀状

『秋の講座』受講者募集のご案内

申

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

申 込 先 各講座の申込先へ電話してください。
申込期間 10月19日（火）〜 28日（木）10:00〜17:00（土日除く）
対 象 者 白石町内に在住または勤務している人
〈注意事項〉
・応募多数の場合は主催者側で抽選とさせていただきます。
・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け付けます。
・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。

家族をおもてなし

秋の陶芸教室

手作りスイーツ講座

先

国民スポーツ大会・全国障害者スポーツ
大会推進係 0952-84-7129

申

日

時

11月 2日(火)

日

場

所

福富ゆうあい館

料

1,000円

師

川﨑

申

参

込

加

講

繁昭

10：00〜12：00

込

定員

10人

氏

場
参

0952-87-2149

申

日

時

11月11日(木)

9:30〜11:30

場

所

ふれあい干拓館

料

1,500円

師

片渕

講

浩明

定員

10人

氏

地元、白石産大豆を使って体にやさしい日本の伝
統的な味噌を作ってみませんか？
昔から日本の生活とともにあるいつ食べても美味
しい、本物の味噌を作る喜びが体験できます。
この機会にぜひ参加してください。
出来上がった味噌は持ち帰りできます。
24
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①11月11日(木) ②11月13日(土)
③11月27日(土) ④12月 4日(土)

加

所

白石町陶芸館

料

500円

定員

10人

白石公民館係

日

時

11月19日(金)
10:00〜12:00

場

所

楽習館

料

300円

師

山崎

先

生涯学習係

日

時

11月17日(水)

場

所

町内

料

無料

師

生涯学習課職員

参
講

込

加

加

講

0952-84-6925

申

研修室

美翆

定員

先

有明公民館係

日

時

11月27日(土)

場

所

有明公民館

料

無料

師

古川

参

15人

込

加

講

氏

先

生涯スポーツ係

日

時

11月26日（金）
第1部 10：30
第2部 13：30

場

所

福富ゆうあい館

料

800円

師

中冨記念くすり博物館

参
講

加

申

0952-84-7129

定員

1階大会議室
定員

京子

15人

氏

はじめてのスマホ講座

オリジナルお屠蘇(とそ)作り
込

10:00〜12:00

身体と心をバランスよく結びつけるヨーガ。初心
者でもわかりやすい内容のヨーガです。特別な道具
は必要ありません。
ぜひ、心のリフレッシュをしてみませんか。ご参
加をお待ちしています。

「字手紙」は、ハガキに絵の代わりに漢字などを
1から2文字大きく書いて、側に近況などを書き添え
る手紙です。
コロナの今だからこそ、大切なあの人に心を込めて、
字手紙の年賀状を書いてみませんか。
筆などの道具は主催者で準備します。

申

0954-65-3135

各8人

先

生涯学習係

日

時

11月29日（月）・30日（火）
9:30〜11:30
2時間×2回＝4時間

場

所

福富ゆうあい館

参
講

込

加

料
師

0952-84-7129

研修室2

1,000円（テキスト代） 定員

10人

シニア情報生活アドバイザー佐賀

1日目は、スマートフォンの基本的な使い方、文字
の入力、カメラの使い方、写真の編集。
2日目は、アプリの使い方、災害時に役立つスマホ
の使い方。
「スマホは電話だけ」という初心者向けの講座です。
ぜひご参加ください。
講師の先生が親切・丁寧に教えてくださいます。
（スマホを持っていない人も参加OK、スマホは主催者
で準備できます。）

お屠蘇は、疫病予防として中国で創作され、平安
時代に日本に伝来したお正月に飲む縁起物の薬草酒
です。昔の薬づくりの道具「薬研（やげん）」を使
い、お屠蘇を作ります。
オリジナルの手作りお屠蘇
で新しい年を迎えませんか。

【薬研】

白石地域自治公民館対抗グラウンド・ゴルフ大会中止のお知らせ
11月7日(日)に開催を予定していた「令和3年度白石地域自治公民館対抗グラウンド・ゴルフ
大会」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。

白石町文化財探訪

福富公民館係

加

0952-84-7129

①お気に入りの湯呑みや皿などの形を作る。
②形を仕上げる。 ③下絵・色づけをする。
④窯から作品を取り出し、仕上げ・講評・鑑賞をする。
陶芸に興味がある人、初心者の人、大歓迎です！
※4日間通しての参加をお願いします。

先

参

生涯学習係

時

本格味噌作り
込

先

いずれも9：00〜12：00

日頃頑張っている家族に手作りスイーツでおもてなし
はいかがですか。
【メニュー】・栗のシフォンケーキ
・バスクチーズケーキ
出来上がった15㎝ホールの2種類のケーキは、お持ち
帰りになります。
これであなたもプロのパティシエ気分(#^^#)

申

先

参

込

ヨーガ教室

問

白石公民館 TEL 0952-84-6925

0952-84-7129
9:30〜12:00

（予備日:11月19日（金））

定員

１0人

白石町役場集合･出発。稲佐神社･潮塞観音・龍神社・
道の駅をめぐるコースです。
名前は知っているけど、どんなところか詳しくは
知らない…。そんな町内の文化財を見学し、身近な
町の歴史を再発見してみませんか。
※ほぼマイクロバスでの移動となります。

白石地域文化祭中止のお知らせ
11月6日(土)〜7日(日)に開催を予定していた「白石地域文化祭」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。
問

白石文化協会事務局 尾賀原 TEL 0952-84-5442

有明文化まつり中止のお知らせ
11月13日(土)〜14日(日)に開催を予定していた「有明文化まつり」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。
問

有明文化協会事務局 森田 TEL 0954-65-3919

広報白石 R3・10
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SAGA2024 全国障害者スポーツ大会に向けて

「はじめての筆談・要約筆記体験教室」の参加者を募集します
要約筆記とは・
・
・
耳が聞こえない人や聞こえにくい人に話の内容を文字で伝えるコミュニケーション手段の1つです。
ボランティア活動に関心がある人など、
筆談・要約筆記を体験してみませんか。

白石高等学校

陸上競技部（長距離）生徒 下宿先募集のお知らせ
佐賀県立白石高等学校陸上競技部長距離は、
佐賀県のスポーツ推進指定校に指定を受けてお
り、
遠方からの生徒も多数在籍しています。
今後も遠方からの生徒を迎え入れる予定です。

日

時：11月11日(木)・18日(木)・25日(木)
10:00〜12:00(2時間×3回 全6時間)
場
所：福富ゆうあい館 研修室
内
容：聴覚障害の基礎知識、筆談・要約筆記の体験
受 講 料：無料
定
員：10人
申込締切：11月6日(土)
※平日以外の問い合わせは聴覚障害者サポートセンターへお願いします。
申し込みは、役場および各公民館に設置の申込書もしくはホームページからダウンロードのう
え、聴覚障害者サポートセンターに電話またはFAX・メールでお申し込みください。

そこで、
遠方からの生徒を下宿させていただく家庭を募集します。
下宿募集の内容は以下の
とおりです。

募集内容
・受入期間 在学期間中の月曜日〜金曜日
（土日は基本的に自宅から通学）
・食事

平日の朝食と夕食
（昼食は陸上競技部で負担）

・長期休業中 夏休み・冬休みは基本的に自宅から通学
詳しくは白石高等学校までお問い合わせください。

問

白石高等学校 普通科キャンパス TEL 0952-84-2131

申 込 先：佐賀県聴覚障害者サポートセンター 全障スポ担当 中尾
TEL 0952-40-7715 FAX 0952-40-7716 メール nakao@saga-mimisapo.jp
問

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 TEL 0952-84-7129

白石町総合運動場整備工事が始まります
10月から令和4年2月末までの間、
白石町総合運動場の整
備工事を行います。
この工事は
「スポーツ振興くじ助成金」
を受けて整備する
ものです。
住民の皆さんには、
ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご
協力をよろしくお願いします。
問

「野菜をたくさん食べましょう」

野菜としらすのお好み焼き

カン おいし
タン

い

健康レシピ

野菜をたくさん食べていますか？
メタボリックシンドロームや肥満の予防・改善には野菜の摂取を増やすことが効
果的です。
野菜は、
低エネルギーで食物繊維が多く、
体に必要なビタミン類も豊富
に含んでいます。
しかし、
佐賀県民の野菜摂取量は約80g不足しています。
3度の食
事だけでなく間食などでも野菜を取る工夫をしてみましょう。
■材料：4人分

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 TEL 0952-84-7129
■作り方

・にら ………………1/2 束
・もやし ……………1/3 袋
・人参 ………………2/3 本
・しらす干し …………40g
・水 …………………50ml
A ・薄力粉 ………大さじ 4
・片栗粉 ………大さじ 3
・油 ………………大さじ 1
・お好みソース ………適量

①にらともやしは1㎝長さに切る。
人参は粗みじん切りにする。
②①としらす干しをボウルに入れてAをまぶして全体をよく
混ぜ合わせ、
水を加えてさらによく混ぜる。
③フライパンに油をひいて中火にかけ、
②を8等分に分けて焼
く。焼き色がついたら裏返し、へらなどで押し付けながら
しっかり焼き色を付ける。
④皿に盛り、
ソースを表面に薄く塗る。

（1人分：エネルギー 112kcal 塩分 0.6g）

第2次白石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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［有明東小学校］
家

home
education
COLUMN

庭

教

育 コ ラ ム

コロナ禍の子育てで思うこと

シリー

ズ❺

図解引用：看護roo!（看護師イラスト集）
広報白石 R3・10

■創 立：明治8年
■校 長：大串 由美子
■児童数：122人（R3.9.1現在）
■住 所：白石町大字牛屋6833番地2
■HPアドレス
https://www.education.saga.jp/hp/ariakehigashi-e

保健師 川﨑 姿子

子育て真っ最中の皆さんに、子育てを見守ってくれている皆さん、新型コロナウイルス感染症の
流行で予定していたことが延期や中止となり、なんとなく不安な日々を過ごしていませんか？私に
は、コロナの流行とともに保育園を卒園し、小学校に入学した娘がいます。兄の入学時と比べると
制限のある学校生活で親は心配もありますが、子どもは日々たくさんの学びを得ているようです。
娘は、ふとしたときに、いろいろと話をしてくれます。こちらが聞きたい時にはなかなか話が弾ま
ない会話も、この「ふとしたとき」は子どもの話したい瞬間。ここで耳を傾けると、子どもは「聞
いてくれた。振り向いてくれた。」と、満足気な様子が見て取れます。言葉が足りず、内容をうま
く伝えられないこともありますが、そこは「そうだったんだね」と、大人が一旦受け止めて否定せ
ずにその気持ちに共感を示してみることがおすすめです。「子どもが話しかけた時に少し手を止め
て話を聞く」、これはよく耳にしますし、一見簡単なようですが聞く側の余裕が必要です。（子ど
もって家事の最中に話しかけてくることが多くないですか？この絶妙なタイミングでの子どもから
のアプローチに私も試行錯誤の毎日です。）
また、自宅時間が多くなったことで、過ごし方が変わった子も多いかもしれません。実際、我が
家では外遊びが減り、マスメディアやインターネットの視聴、ゲームの時間が増えたと感じます。
これまでは、部活動や習い事などを通して仲間との友情を築いたり、自分というものを知ったり、
地域活動を通して家庭以外の地域の大人と接したりと、たくさんの経験を積み上げ学びを深めてい
た時間がぽっかりとあき、そこがゲームなどで埋められてきています。他者と関わる中で経験を積
み上げていくことがなかなかできない、そんなジレンマの中に子どもたちは置かれています。
そんな異なる状況だからこそ、子どもたちには、いま一度子どもが本来持つ柔軟な発想力と好奇
心で新しいことに挑戦して欲しいと思います。目にしたこともあるかと思いますが、心理学者のマ
ズローによると、人間の欲求はピラミッド型に例えると、一番下の基本的な階層から①生理的欲求、
②安全の欲求、③所属と愛の欲求（社会的欲求）、④承認の欲求、⑤自己実現の欲求となっており、
下から順に満たされることで、一つ上の段の欲求を持つようになると言われています。家庭では、
まず①生理的欲求を満たしてあげましょう。食事や睡眠、排泄の様子を確認してみてください。中
でも睡眠が特に重要です。質の良い眠りは、心を安定させ、自己コントロール力を高める物質が分
泌されると言われています。質の良い眠りをとるには、寝る直前のデジタル機器の使用を控えるこ
とや、適度に体を動かすことが必要です。①が満たされると、次の②安全の欲求が発生します。何
物にも脅かされずに安心して過ごしたいという欲求です。これらの最低限の安全や安心が得られる
と次に発生する欲求は社会的欲求になります。それが③所属と愛の欲求で、家庭や園や学校など、
その子がいる場が安定すること、身近な人との信頼関係が築かれることで欲求が満たされていきま
す。満たされないと孤独や不安を感じます。この社会的な欲求が満たされると、次に人に認めても
らいたい、尊敬されたいという欲求が生まれます。これが④
マズローの欲求５段階説
承認の欲求です。そして、最上層にあるものが⑤自己実現の
欲求で、生きがいの追及や、限界に挑戦したいという欲求に
つながるのです。これらの欲求を満たしていくことが、様々
なことに挑戦していける原動力となります。
自己実現の欲求
大人はつい「〜しないといけない」「〜させないと」と考
承認の欲求
えがちですが、子どもたちの心が充足して生き生きとするき
所属と愛の欲求
っかけは、一緒にゲームを楽しんだり、子どもが話したいと
安全の欲求
きに話を聞いたり…そんなところから生まれていくのかもし
生理的欲求
れませんね。
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学校教育は今

有明東小は、
「進んで学ぶ子」
「さわやかな子」
「たくましい子」を育成していくために学校・家庭・
地域の連携のもと教育を推進しています。
また、今年度はコミュニティスクールが6年目となりま
した。
コロナ禍ではありますが、
これまでの取り組みを踏まえ工夫をしながら、学校運営協議会や
地域の皆様と一層の連携を図ります。

「学校のためなら ひっきゃで！
！」
協力
〜東小コミュニティ・スクール〜
年度当初に学校運営協議会委員さんと打ち合わ
せを行い、教育活動充実のためにたくさんの支援
をお願いしています。
今年度も下記の支援をしていただく予定です。
○町探検での説明や引率
○「有明海」のひみつについての指導
○メダカの育て方についての指導・支援
○田畑の耕し、栽培活動の体験・支援
○しめ縄作りの指導
○裁縫ボランティア
○昔遊び体験、老人会との交流
○読み聞かせ
等

【学校運営協議会】

【読み聞かせ】

【2年 町探検】

進んで学ぶ子

さわやかな子

たくましい子

交流や体験を通して「本物」
に触れる学習をしています。自
分の考えをもち伝えることがで
きる子どもをめざしています。

日々の学習や体験の中で、自
分や友だちのよさがわかる子ど
もを育成し、自己肯定感を高め
ることをめざしています。

地域・保護者の皆様に見守られ
ながら元気に登校しています。最
後まであきらめずに取り組む子ど
もをめざしています。

【4年「有明海のひみつ」】

【5年 UD教室】

【朝の登校見守り】

【3年 道徳の時間の意見交流】

【6年 いじめ防止教室】

【1年 歯科教室】
広報白石 R3・10
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本
を
読
も
う
！

図書館情報

10月 /11日(月)/18日(月)/25日(月)/28日(木)

ゆうあい図書館、白石町総合センター、有明公民館で
11月 /1日(月)/4日(木)/8日(月)
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。
TEL 0952-87-2171
●ゆうあい図書館 おはなしの部屋

ゆうあい図書館
図書紹介

開館時間：10:00〜18:00

線路は続くよどこまでも 手足3本失った僕が
どん底から希望を見るまでのすべて
山田 千紘 著 廣済堂出版

10月のおはなし会
10月9日（土）・23日（土）10:30〜

としょかんのきょうりゅう

20歳の時、電車に轢かれ利き手と両
脚を失うも、退院3か月後には車の免許
を取得し、就職。1人暮らしも始め、弁
当を持参する日々。SNSやYouTubeで
多くの人を勇気づけている著者が、絶
望と希望の軌跡を綴る。

鈴木 まもる 作・絵 徳間書店

図書館で大きな本を見つけた兄妹。表
紙を開いてみると、そこは恐竜のいる世
界だった! いろいろな恐竜たちを、今いる
動物と比べながら見ていくと…。恐竜が
どんな生きものだったのかを知ることが
できる、楽しい絵本。

しっかりわかるワクチンと
免疫の基礎知識
峰 宗太郎 監修 池田書店
ワクチンは感染症を予防する、非常に優
れた医薬品。ワクチンの開発の歴史や仕組
み、人類と免疫の戦い、癌とワクチン、新
型コロナとワクチンなどについて、ウイル
ス免疫学者がわかりやすく解説します。

有明公民館

図書室
図書紹介

VOL.196

●10月の休館日 ・10月5日〜11月10日

『子どもの権利条約』を知っていま
すか？子どもたちの保護と権利を守る
ためにつくられました。世界には今も
悲惨な生活を送っている子どもたちが
たくさんいます。この本は「見て」
「読んで」「子どもと大人が話し合う」
「考える」きっかけになる本です。

TEL 0954-65-313 5
開館時間：8:30〜22:00

もう、死なせない！
−子どもの生きる権利−
桃井 和馬 著
フレーベル館

カササギ③
（営巣②）

前号においてカササギの営巣場所の樹木から電柱への変化について、昭和50年代に行われた佐賀県の調
査を基に紹介しました。本号においては、
カササギの営巣に関することわざと、電柱営巣と人々の関わりについ
て九州電力の取り組みを例に紹介します。
現代では、気象衛星やレーダー技術の発展により、梅雨前線や台風の規模や進路など、天気予測の精度が大
幅に向上しています。
しかし、科学に基づく以前の天気予測については、
これまでの経験や伝聞に基づくもの、例
として、
「
夕焼けの翌日は晴れ」
や
「猫が顔を洗う
と雨」
などが挙げられます。
このような天気に関することわざのこ
かんてんぼうき
とを
「観天望気」
と言います。
その中にカササギの行動による観天望気があります。
現在でも時折、
メディア等で動物の異常行動と天変地異の関係性について話題になることがありますが、前
号で取り上げた『カササギの生態調査報告書』第1〜3報、昭和59年度版において、
カササギの巣と異常気象
の関係について佐賀に伝わるカササギのことわざを基に検討が行われています。
そのことわざが「カチガラスが低く巣を作る年は、台風が多い」
「
、高く巣をつくる年は、大水が多い」です。
お聞
きになった方もおられるのではないでしょうか。報告書では、前年に作られた巣（古巣）
とその翌年に作られた巣
（新巣）の高さとその年に起きた災害の程度から検討が行われていますが、巣と異常気象の関係性を見出すこ
とは困難だったようです。
また、大水は大抵の場合、台風によってもたらされるので、台風には低く、大水には高く、
という営巣位置の変動は矛盾するのではないかと指摘しており、疑問視しています。
カササギの営巣位置の高低差については、近年の研究により営巣の成功確率に影響を与えることが判明し
ています。高い位置の営巣ほど、営巣成功確率が高いことがデータから分かったそうです
（江口2016）。
前号において、
カササギの佐賀県内における電柱への営巣が90％を超えていることを紹介しましたが、
こ
れは電気を日々使用する私たち人間に影響を及ぼします。
カササギは巣の素材として、
木の枝の他に金属ハ
ンガーや針金を使用することがあり、
それが電線と接触することにより停電事故が発生することがあります。
令和２年度、
九州電力佐賀支社管内の鳥獣接触事故は６件発生していますが、
その内の５件がカササギに
よるものでした。
カササギは、国天然記念物であり法律の保護の対象であるため、九州電力は、
カササギとの共存と停電防止
のための取り組みを行っています。具体的には、電柱上の設備に影響のある巣の剪定、巣を再使用しないカサ
サギの習性を利用した古巣の撤去、毎年営巣する電柱に対し、巣との接触を避けるため上部に電線を湾曲さ
せ通常より広い空間を設けるなど取り組みが行われています。
また、特定の電柱上に風車を設け、営巣を防止す
る一方、佐賀県内の一部では、電柱上に人工の巣台を設置し、実際に営巣につながった例があります。以上のよ
うに、
カササギの営巣環境の維持と人間活動の両立の取り組みが、私たちのすぐ身近にある電柱上で行われ
ています。一度、電柱を観察してみてはいかがでしょうか。
特殊なカバー

訂正：前号（第195号）において本文中の
（江口2016）、
（三上2019）について参
考資料中に記載しておりませんでした。訂
正してお詫びします。正しくは下記資料です。
江口和洋「カササギ」『日本鳥学会誌』
2016年65巻1号
三上修「鳥類による人工構造物への営巣：
日本における事例とその展望」
『日本鳥学
会誌』2019年68巻1号

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。

町
長

議
長
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8月分
3年度累計

8月分
3年度累計
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0件

0件
0円

0件

1件
1件
0件
0円
5,000円 20,000円

1件
9件
5件
0件
0円 10,000円 45,000円 100,000円

0件

0件
0円

0件

0件
0円

0件
0円

0円

0件
0円

2件
0件
10,000円

0件
0円
0円

0件
0円

0円

0件

15件
0円 155,000円

0円
0件

0円

2件
0円 25,000円

0円
0件

0件
0円

0件

0件
0円

2件
0件
6,000円

0件
0円

0円

0円

4件
16,000円

ハンガー・針金

ハンガー・針金が巣材に使用された
カササギの巣（白石町大字廿治）

カササギの営巣のため広い空間が設けられた電柱
（県道武雄福富線六角小学校校庭前）

〈参考資料〉
『カササギの生態調査報告書』第1〜4報 佐賀県 昭和50〜53年度
『カササギの生態調査報告書』 佐賀野鳥調査研究会 昭和59年度
江口和洋「カササギ」
『日本鳥学会誌』2016年65巻1号
2020年6月22日付け佐賀新聞電子版
九州電力HP

生涯学習課生涯学習係
広報白石 R3・10
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消費生活情報

188

消費者ホットライン…局番なし

催眠商法（SF商法）にご注意ください！

10

くらしのカレンダー 10/ 5▶11/ 10

October
2021

事例1

※9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。

5

知人に誘われ、
「商品の宣伝を聞いて無料で商品がもらえる」
という会場に出かけた。
販売員の話が楽しく何
度か通っていたら、2ヵ月の間に布団や磁気治療器など次々に勧められ契約してしまった。高額な契約をし

保健福祉課
健康づくり係

た意識はなかったが、
気づいたら総額が100万円以上になっていた。
今後の生活が不安なので解約したい。
事例2

6

●日本語交流会
元 19：30〜21：00

7

8

9

★健康クッキング教室
ゆ 9：30〜13：30
◆消費生活相談
相 10：00〜16：00

◆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
元10：00〜11：30

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

16

0952８４-７１１６

近所に倉庫のようなコンテナが設置され、
高齢者の母をはじめとした近所の高齢者などが集客され、
食
料品などを無料で配られたうえで、
高額な商品を次々に購入しているよう。
業者は、
無理に買わせている

10

のではないと主張するが、
その業者での母の買い物をやめさせたい。

11

12
★住民健診
総〈受付〉8：30〜11：00
子宮頸がん検診のみ
10:00から受付開始

＜ひとこと助言＞

13

14

15

★住民健診
総〈受付〉8：30〜11：00
子宮頸がん検診のみ
10:00から受付開始

◆消費生活相談
10：00〜16：00

●駐在員会
大 9：00〜

★無料の粗品配布等を目当てに出向いて、
結局は高額な商品を契約してしまうというトラブルが増加し
ています。
商品の勧誘を受けると、
断ることが難しくなることがあるので安易に会場へ近づかないこと。
勧誘されてもきっぱり断りましょう。

17

購入する前には、
周りの人に相談
★高額な商品は家族間のトラブルのきっかけになることもあります。
することも必要です。
★もし契約してしまっても、
特定商取引法の訪問販売にあたる場合、
法定書面を受け取った日から8日以

18

★住民健診
総〈受付〉8：30〜11：00
子宮頸がん検診のみ
10:00から受付開始

内であればクーリング・オフを申し出ることができます。

19

★住民健診
総〈受付〉8：30〜11：00
子宮頸がん検診のみ
10:00から受付開始
●日本語交流会
元 19：30〜21：00

20

21

◆消費生活相談
10：00〜16：00
★1歳6ヵ月児健診
〈受付〉12：45〜13：30
［R2.3月生］
母子健康手帳・問診票・尿

22

★3歳6ヵ月児健診
〈受付〉12：45〜13：15
［H30.2月生］
母子健康手帳・問診票・尿

23

●おはなし会
ゆ おはなしのへや
10：30〜

★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）

24

25

■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

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：10月 7日（木）・14日（木）
21日（木）
・28日（木）
日時：火曜日・水曜日
10:00〜16:00
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。

（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。

32
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10月の相談日

31
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
31

25

26

27

28

29

30

11月の相談日

1
◆人権相談・行政相談
9:00〜12：00

7

8

26

★2歳6ヵ月児歯科健診
〈受付〉12：50〜13：30
［R1.2〜3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

27

28

◆法律相談
交 10：00〜12：00

3

◆消費生活相談
相 10：00〜16：00
★乳児健診
13:15〜13：40
［R3.6月生］
母子健康手帳・健やか親子
21アンケート

4

文化の日

●日本語交流会
元 19：30〜21：00

9

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

30

5

6

◆消費生活相談
相 10：00〜16：00

★保健行事予定
◆相談会
●町行事予定

10

★すくすく相談
13:15〜

1

29

★2ヵ月児相談
13:00〜13：30
［R3.8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

相 役場1階相談室1

会 役場1階会議室2

ミ 役場１階ミーティング室1

交 白石町交流館

大 役場3階大会議室

ゆ ゆうあい館

健 白石町健康センター

元 元気のたまご

総 白石町総合センター

有公

有明公民館

日曜・祝日在宅医 ※都合により変更になる場合があります。
月 日

曜6 日

10月10日
17日
24日
31日
11月 3日
7日

日
日
日
日
水・文化の日
日

当
川崎整形外科医院
白浜医院
古賀病院
高島病院
森外科医院
白石共立病院

番

施

設

大町町
白石町
江北町
白石町
白石町
白石町

0952-82-5551
0954-65-5006
0952-86-2070
0954-65-3129
0954-65-2059
0952-84-6060
広報白石 R3・10
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情報EXPRESS
職業訓練受講生募集（12月入所生）
■募集科名・定員
CAD/NCオペレーション科、溶接技術科、
住環境CAD科 各15人
■訓練期間 12月1日（水）〜5月30日（月）
（月）
まで
■募集期間 10月25日
■入所選考 11月2日（火）
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

ハロートレーニング（公的職業訓練）の
受講生を募集します
■対象となる人等
訓練のコースによって対象となる人の条件が異
なりますので、詳しくは佐賀労働局ホームペー
ジまたは佐賀労働局訓練室LINEをご覧ください。
■受講料 無料 ※テキスト代等は自己負担
■問合せ先 ハローワーク武雄
TEL 0954-22-4155

ホームページ

LINE

国税庁からのお知らせ
毎年11月に開催している年末調整説明会は、
新型コ
ロナウイルス感染症の拡大に伴い、
デジタル技術を活
用した情報提供体制とするため、令和3年度以降の開
催を中止します。
ご理解をお願いします。
年末調整に関する各種情報については、
国税庁ホー
ムページをご覧ください。
■問合せ先 国税庁 課税部法人課税課
TEL 03-3581-4161

看護職再就業支援セミナー

34
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武雄看護学校では准看護科令和4年度入学生（社会人
入学試験：後期）を募集します。
・
■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 23歳（令和4年3月31日現在）以上で、
職業歴（主婦業などを含む）がある人、かつ看護職
になる意思が明確で学習意欲がある人
■願書受付期間
11月15日（月）〜26日（金）9：00〜16：00
■試験日 12月7日（火）
■試験会場 武雄看護学校
■問合せ先 武雄看護学校 准看護科
TEL 0954-23-7171

「暮らしの手続き」無料相談会
杵藤地区の行政書士が相談に応じます。
■日時 10 月 17 日（日）13:00 〜 16:00
■場所 有明公民館 1 階中会議室
■テーマ （1）遺言書作成や相続の手続き
（2）農地転用や事業開業等、官公署の許認
可が必要な手続き
（3）外国人の在留資格についての手続き
※予約制
（当日予約可）
で、
相談時間は30分とします。
相談する場合は、
マスクの着用をお願いします。
また、
状況により中止する場合があります。
■予約・問合せ先
佐賀県行政書士会杵藤支部（大塚）
TEL 080-1730-4720

第28回 21世紀社会福祉セミナー
｢コロナ禍の今と困窮者支援｣〜みんなが支える私の困りごと〜
コロナ禍で新たに生まれた課題を見つめ、課題に対
して取り組まれている様々な活動と、その活動の中で
社会福祉士に求められる役割について皆さんと一緒に
考えます。
■日時 10 月 24 日（日）
13:00 〜 16:30（受付 12:00 〜）
※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。

■場所 アバンセホール
■定員 100 人
■参加費 無料
■申込締切 10 月 15 日（金）
■申込・問合せ先
佐賀県社会福祉士会 TEL 0952-36-5833

労福協無料法律相談会

高齢者活躍応援セミナー・人材確保育成講習

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 10月17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

【高齢者活躍応援セミナー】
■日時 11月11日（木）13：30〜16：00
■場所 武雄市文化会館
シルバー人材セン
■内容 老齢年金に関する講演、
ターの紹介等を行い、高齢者の年金知識を向上し、
現在および将来の年金について学ぶセミナー
■受講対象者 県内在住で原則60歳以上、受講後
センターに入会希望、当日の「シルバー人材セン
ターの紹介・入会説明会」に参加できる人

「労使間のトラブル無料相談」重点受付週間

【福祉車両送迎運転者講習】
■日時 11月25日（木）〜26日（金）2日間
■場所 伊万里市立花コミュニティセンター
■内容 一人では外出できない人たちを、安全で
安心して移送サービスを遂行するための介護技術
と運転技術が習得できる講習
■申込締切日 11月15日（月）
■受講対象者 県内在住で原則60歳以上、受講後
センタ−に入会希望、センタ−の入会説明会に
参加または受講後に入会説明会に参加する人
■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

※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。

佐賀県労働委員会では、労使間のトラブル（解
雇・賃金未払い・パワハラ・セクハラなど）につい
て、電話・来所での相談を通年無料で行っていま
す。秘密は厳守されますので安心してご相談くだ
さい。
■重点受付週間
（平日の相談延長と土日の相談を受け付けます）
10月25日（月）〜31日（日）
平日 8：30〜20：00（受付19：00まで）
土日 9：00〜17：00（受付16：00まで）
※通常は平日8：30〜17：15まで相談を受け付け
ています。
■場所・問合せ先
佐賀県労働委員会事務局(佐賀県庁南館3階)
TEL 0952-25-7242

働きたいシニアのための
「合同企業説明会」を開催します
■日時
■会場
■内容

11月9日（火）9：30〜12：30
メートプラザ佐賀
①「お金と働き方セミナー」9：30〜10：30
②「合同企業説明会」10：30〜12：30
※①②どちらかのみ参加可。両方参加も可能。
※定員あり。事前申込必要。
※②の参加者は、室内履きをご持参ください。
■参加料 無料
■申込方法 チラシ裏面にある申込書に必要事項
を記入のうえ、FAXまたはメールでお申し込み
ください。または電話でお申し込みください。
※中止の場合は、佐賀県シニア働きたいけん推進
協議会ホームページでお知らせします。
■申込期限 11月4日（木）必着
■申込・問合せ先
（株）佐賀電算センター
TEL 0952-34-1535
メール inst@sdcns.co.jp

【マンション施設管理員養成講習】
■日時 10月31日（日）〜11月2日（火）3日間
■場所 唐津市高齢者ふれあい会館「りふれ」
■内容 マンション等の管理員の役割、マンショ
ンの建物設備の仕組み、清掃作業の実習を取り
入れた講習
■申込締切日 10月21日（木）

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 11月4日（木）
■場所 ハローワーク武雄 2 階
【鹿島会場】
■とき 11月2日（火）
■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
8月末現在
犯罪発生件数
うち窃盗犯
窃盗犯の主なもの

佐賀県看護協会では、看護職者の人材確保を目
的に看護職再就業支援事業を実施しています。
【看護職再就業支援研修会（6日間コース）】
（土日除く）
■日程 12月7日（火）〜14日（火）
■定員 10人
■申込締切 10月29日（金）
※6日間コースは無料の託児も利用できます。
【看護職再就業支援技術セミナー（採血・注射）】
■日時 10月29日（金）9：30〜12：30
■定員 8人程度
■申込締切 10月15日（金）
■問合せ先 (公社) 佐賀県看護協会
TEL 0952-51-3511

准看護科学生募集

情報EXPRESS

自転車盗
万引き
車上ねらい

67件
48件

前年比
前年比

7件
14件
3件
11件
1件

前年比
前年比
前年比
前年比
前年比

空き巣、忍込み等
オートバイ盗
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。

−1件
−4件
−4件
＋8件
−4件
＋7件
＋1件
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10月に誕生日を迎えるお子さんを紹介します

おおた こ と

かみちか こうき

太田 瑚都 ちゃん 3歳
（平成30年10月4日生まれ）
歌とダンスが大好きな瑚都ちゃん、
3歳のお誕生日おめでとう。
これからも可愛い笑顔たくさん見せてね！

よしはら ゆうあ

家永 悠李 くん 2歳

（令和元年10月6日生まれ）
おしゃべり上手で食べること大好き。
ぎゅーしよ！ってハグしてくるかわいい
昂君。大きくなあれ(^^)

（令和元年10月7日生まれ）
2歳のお誕生日おめでとう！
遊ぶのが大好きな悠李くん
これからもいっぱい一緒に遊ぼうね^ ^

吉原 結彩 ちゃん 4歳

福田 ももか ちゃん 1歳

ふくだ

いしまる あやね

（平成29年10月11日生まれ）

（令和2年10月13日生まれ）

（令和2年10月19日生まれ）

4歳のお誕生日おめでとう♪
自分で出来る事が増えてお姉ちゃんに
なったね^ ^麗海兄ちゃんと仲良くね♪

し

ろい

し キッ

毎日みんなを癒やしてくれるももちゃん、
1歳のお誕生日おめでとう！これからも
ニコニコ笑顔でいてね♪

対象 町内在住、就学前まで
11月1日（月）〜7日（日）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）
●世帯
●人口
男性
女性

あらき

産まれてから今日まで毎日笑顔と幸せを
家族みんなにありがとう！大切な宝物が
出来て幸せいっぱいだよ♪

はると

なかお さらん

荒木 悠人 くん 3歳

中尾 紗蘭 ちゃん 1歳

（平成30年10月23日生まれ）
ハルちゃんお誕生日おめでとう！いつも
妹と遊んでくれてありがとう♪これから
も仲良く元気に遊ぼうね☆

（令和2年10月26日生まれ）
さらんちゃん1歳のお誕生日おめでとう！
食べるのも遊ぶのも大好き。これからも
いっぱい一緒に遊ぼうね！

※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。

7,750世帯 （＋6）
22,206人 （−2）
10,514人 （−6）
11,692人 （＋4）
R3年8月末現在（対前月比）
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石丸 絢子 ちゃん 1歳

ズ

12月生まれの子どもの写真を募集します♪
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いえなが ゆうり

神近 昂希くん 2歳

◎送付先 kouhou@town.shiroishi.lg.jp
問 総務課 広報情報係

TEL 0952-84-7111
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