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新型コロナウイルスワクチン接種



　新型コロナウイルスワクチンは12歳以上の人が接種できます。
　発症を予防し、重症者や死亡者の発生をできる限り減らすことを目的としています。一方で、接種後
の副反応として、接種部位の痛み、頭痛・倦怠感、筋肉痛などが報告されているほか、ごくまれに、接
種後のアナフィラキシー（急性のアレルギー）が報告されています。ワクチン接種に当たっては、感染
症予防の効果と副反応のリスクの両方について、正しい知識を持った上で、本人の意思に基づいて接種
を判断してください。現在、何らかの病気治療や体調など不安がある人は、かかりつけ医に相談して接
種するかどうかの判断をしてください。

～ご支援ありがとうございました～ 
　8月15日～19日、北村商店様から8月豪雨に伴い避難されていた皆さんへ炊き出しボランティアを行
っていただきました。「困っている人がおられる中で何か役に立てればと思い、食事を提供させていた
だいた」と話され、おにぎりや焼き
そば、カレーライスなどを提供して
いただきました。
　豪雨が長引き、長期間の避難とな
った住民の皆さんにとっても心温ま
る支援をいただきありがとうござい
ました。

【新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（ワクチンパスポート）について】
　新型コロナワクチンの接種歴を証明するもので、当面は海外に渡航する人が防疫措置の緩和を受け
る際に利用するもので、現に海外渡航の予定がある人が対象となっています。　　　　　　　　　　
　
（申請方法）　保健福祉課窓口または郵送で申請
（必要書類）　1.申請書（保健福祉課窓口に準備またはホームページから印刷）
　　　　　　　2.海外渡航時に有効な旅券（パスポート）
　　　　　　　3.接種券および接種済証（町から発送した接種券台紙）または接種記録書　 
　　　　　　　注）発行までに最大2ヵ月程度かかる場合があります　　
　詳しくは、保健福祉課健康づくり係にお問い合わせください
　※海外渡航以外の人が接種記録を必要とする場合は、接種時に発行される接種済証、または接種記
　　録書をご利用ください。

　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。また、新型コロナワクチ
ンQ&Aサイトで気になるワクチンの情報等
も確認することができます。

【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」】

集団接種のWEB予約システムが変更になっています

　白石町の65歳以上の接種率（1回以上接種）は95％を超え、接種は概ね完了したと考え
られます。12歳以上の接種対象者全体の接種率（1回以上接種）も60％に達し、接種は順調
に進んでいます。

　8月11日からの豪雨により被害に遭われた町民の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。　
　前線の停滞で8月11日から雨が降り続き、8月14日には大雨特別警報が発表され、警戒レベル
が変更になって初めて町内全域に「警戒レベル5 緊急安全確保」を発令しました。
　町内でも記録的雨量を観測し、道路の冠水、住宅の浸水、農作物の冠水など多くの被害が発生
しました。

白石町「新型コロナワクチン接種」に関するお知らせ令和3年8月豪雨 緊急安全確保を発令

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

※接種券送付時にお知らせしていた　
　QRコードとURLは使用できません。
※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）にご予約ください。

左のＱＲコードか下記のＵＲＬからワクチン接種
予約サイトへアクセスしてください。

【現在の接種予約状況】8月25日現在
　集団接種の9月予約枠は定員に達しました。
　個別接種はワクチン供給量の減少により予約数を制限しています。
　今後、集団・個別接種ともに、国からのワクチン供給量をみながら接種を行っていきますので、予約
受付状況は「コロナワクチンナビ」でご確認ください。また、町ホームページや行政放送でもお知らせ
していきます。

8月14日鷹屋神社付近

8月14日秀津商店街

8月14日大豆圃場 8月15日歌垣山（県道沿い）8月15日アスパラガスハウス

8月14日むつごろうカントリークラブ付近

8月15日中郷住宅街
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●健診の受け方や項目は6月に配布した【令和3年度白石町住民健診ガイドブック】をご覧ください。
●次回の集団健診は10月で調整中です。詳細は広報白石またはチラシでお知らせします。

でも、HbA1cが6.0％くらいだと再検査にもならないし、
　　　　　　　あんまり気にしなくていいんじゃない？●健診受診者の状況

●佐賀県や全国と比べると…？
HbA1c5.6％以上の場合

腹囲　男性85㎝女性90㎝以上の人

全　国

56.1％

佐賀県

71.0％

白石町

74.2％

■男性　■女性

※糖尿病治療中の人も含む

総数

70％

60％

50％

40％

30％

20％

10％

0％
40代 50代 60代 70-74

　特定健診を受診した人のうち、男性では腹囲
85cm以上の人がすべての年代で50％を超えており、
50代では約65%の人が基準を上回っています。

　また、糖尿病未治療者の約半数がHbA1c5.6％～
5.9％の将来糖尿病を発症するリスクが高いとされ
ている数値になっています。6.0％以上の人も合わせ
ると、なんと71％の人が、糖尿病の予備軍・糖尿病
の疑いが否定できないという結果が見えてきました。

　腹囲が基準値を超えているということは、内臓脂
肪が蓄積している恐れがあります。内臓脂肪からは
インスリンの効きを悪くする物質の分泌が盛んで、
糖尿病を発症・悪化することがあります。
　40代・50代の若い世代でも腹囲が基準値を超え
ている人が多く、今後糖尿病予備軍や糖尿病の診断
を受ける人が増加することが懸念されます。
インスリン：すい臓から出る血糖値を下げるホルモン

　佐賀県は全国に比べ糖尿病予備軍の率が高く、糖尿病予備軍・
疑いがある人の増加が問題になっていますが、白石町は佐賀県の
数値を超えている状況です。

令和2年度の国保特定健診の　　　  結果をお知らせします！
健診対象者のうち、約34.9%の人が特定健診を受診しました。

糖尿病未治療者のHbA1cの割合(男女)

5.5以下
29％

5.6～5.9
48％

6.0～6.4
19％

6.5～6.9
2％

7.0～7.9
1％

8.0以上
1％

データ出典：KDBシステムR2年累計等　※今後の集計によって若干数値が変わることがあります。

確かに検査結果としては再検査不要です。しかし、HbA1c5.6％くらいの
軽度の時期から動脈硬化が進み、冠動脈疾患（心筋梗塞）等の発症率が
上がることがわかっています。

糖尿病をはじめとした生活習慣病は、初期にはほとんど自覚症状が
ありません。症状が出た時には進行した状態かもしれません･･･

体調は悪くないし、具合が悪くなってから病院に行けばいいでしょ？

年に１回健診を受けることで、自身の身体の変化を早期
に気づくことができます。まずは、現在の自身の体調を
確認するところから始めませんか。

そうなのか！でも数年前に健診を受けたし、大丈夫でしょ！

健康を守る
ための
ポイント

健診を受ける

結果を確認生活習慣の改善

社会保険の
人も注目！

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

令和3年度 白石町歯周病検診について
●対象者：令和4年3月末の年齢が40・50・60・70歳の人
※対象者には事前にハガキを郵送しています

●検診内容：口腔検査、個別指導など　●検診期間：7月1日～令和4年3月31日　  
●検診場所：町内委託歯科医院　●検診料：無料
●申込方法：自宅に届いた歯周病検診通知ハガキ・認印を持参のうえ、
　役場保健福祉課健康づくり係までお越しください。

歯周病とは…
歯と歯ぐきのすきまから侵入した細菌が、歯肉に炎症を引き起こし、歯を支える骨を溶かして
グラグラにさせてしまう病気です。はじめは自覚症状がないまま進行し、悪化すると歯が抜け
落ちたり、※誤嚥性肺炎や生活習慣病など全身に影響を及ぼしたりすることがあります。
※誤嚥性肺炎:本来気管に入ってはいけない物が気管に入り(誤嚥)、生じた肺炎
　　　　　　　　　　　　　　　　　                            　　　　参考：日本臨床歯周病検診学会、厚生労働省

　佐賀県国民健康保険や佐賀県後期高齢者医療の保険証は、毎年8月に新しい
保険証に切り替わります。
　7月中旬から下旬にかけて加入者に新しい保険証を郵送していますが、その
後、保険証を失くしたり間違って処分したりして、再発行する人が毎年続出し
ています。
　保険証は大切なものであり、身分確認にも使用できる場合があります。
　保険証を失くすと第三者に悪用される可能性があります。犯罪に巻き込まれ
ないためにも、受取後は家族でお互いに声掛けをする、保管場所の確認を行う
などして、失くさないように心掛けてください。

危険です！保険証の紛失が多発しています！

歯周病検診が始まりました～ 40・50・60・70歳の皆さん ～

最近、こんなことはありませんか？
●歯みがき後に血が出たり、すすいだ水に血が混じることがある
●歯ぐきが赤く腫れてきた　●歯ぐきが下がってきた　●歯が揺れている
それって、歯周病かもしれません。

問 住民課 保険係　TEL 0952-84-7115 問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116
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問 長寿社会課 高齢者係 地域包括支援センター　TEL 0952-84-7117

問 長寿社会課 高齢者係 地域包括支援センター　TEL 0952-84-7117

新規介護予防ボランティア・生活支援サポーター養成講座

健康体操サロンNEWS　

　町と町社会福祉協議会では、介護予防に関する知識や実技、地域支えあいの在り方について学び、地域で
の活動を実践する介護予防ボランティア・生活支援サポーター養成講座を開催します。あなたも楽しみなが
ら、地域の身近なボランティアやサポーターとして活躍してみませんか？

　町では「白石町健康体操」を主な活動としている健康体操
サロンをサポートしています。今回は7月7日に活動を開始し
た内堤サロンを紹介します。

代表者の声　（内堤サロン代表　鐘ヶ江孝子さん）
　内堤サロンのメンバーは現在23人ほどです。健康体操の他、脳トレを実施しています。まだ立ち上がった
ばかりです。和気あいあいと長く続けていきたいです。
参加者の声
　参加者全員が、寝たきりにならないように、元気で働けるように続ければよいと思います。

発足したばかりのサロンですので、白石町健康体操を中心に活動します。軌道に乗り始めればレクリエ
ーションも取り入れながら活動していきます。

回数

1

2

3

4

5

日　程

 
9月27日(月）

10月4日(月）

10月11日(月）

10月18日(月）

10月25日(月）

（対象者）40歳以上で介護認定を受けていない町民ならどなたでも参加できます。
（会　場）白石町役場　3階　大会議室　　
（日　時）下記日程（全5回）10:00～12:00
（申　込）9月15日(水)までに電話でお申し込みください。

●内堤サロンの特徴

内　　容
前　半

①ボランティアについて
②白石町の現状

講話・実技　上手に話を聴くコツ「心地よく会話してみませんか？」
～心理のプロが伝える心のほぐし方～

認知症サポーター養成講座

白石町健康体操

注）マスク着用、飲み物持参、運動ができる服装でお越しください。会場までの送迎はありません。

町内サロンの紹介 ①今後のボランティア活動について
②サポーティアについて

レクリエーション

後　半

マイナンバーカードを作りませんか？

(1)オンラインで申請する場合　

　マイナンバーカードは身分証明書としての利用のほかに、令和3年10月以降は健康保険証としての利用が
スタートしますので、早めに申請してください。

■マイナンバーカードの申請方法
 申請方法がいくつかありますので、自分に合う申請方法を選べます。

パソコンやスマートフォンを使って交付申請書専用のQRコードから申請用ウェブ
サイトへアクセス後、顔写真を添付して送信してください。
 [POINT]自宅で簡単、スマートフォンで撮った写真でOKです。

問 マイナンバー専用　TEL 0952-84-7120
住民課 住民係　TEL 0952-84-7115

マイナンバーカードの出張申請も受け付けています

(2)郵送で申請する場合　
通知カードに付いている申請書もしくは窓口で交付した交付申請書に必要事項を記入し、顔写真(裏面に氏
名・生年月日を記入)を貼付して郵送してください。
　送り先：〒219-8650　日本郵便株式会社　川崎東郵便局　郵便私書箱第2号
　　　　 地方公共団体情報システム機構　個人番号カード交付申請書受付センター
　　　　 (送付用封筒を住民係窓口でも準備しています。)
 [POINT]近くのポストに投函で申請完了です。

(3)本人が役場窓口で申請する場合
　受付窓口：住民課住民係
　受付時間：平日　9：00～12：00、13：00～17：00
　持ってくるもの：公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類（必ず現住所が記載されたもの）および顔
　　　　　　　　写真のない本人確認書類等（健康保険証・介護保険証・子どもの医療費受給資格証・年金手
　　　　　　　　帳・年金証書・学生証・母子手帳等）、マイナンバー通知カード、住民基本台帳カード(持って
　　　　　　　　いる人のみ)
　カードの受取方法：住民係から申請者へ、本人限定受取郵便等で送付します。
 [POINT]無料で写真撮影を行います。受け取りの来庁は不要です。
※15歳未満の場合、必ず申請者本人および親権者の来庁が必要です。本人確認書類の原本は、申請者と親権
　者それぞれ必要です。
※設定する暗証番号を申請時に住民係へ提出してください。
※顔写真付きの本人確認書類や通知カードが無い場合は、事前に相談してください。
※本人確認書類が不足した場合は、本人限定受取郵便等での送付ができません。再度窓口にカードを受け取り
　に来ていただくことになりますのでご注意ください。

■重要なお知らせ
　カードの受け取りは事前予約が必要です。カードの交付準備ができた人に交付通知を郵送していますが、内
容を確認せず窓口に来庁し、受け取りできない人が多く見受けられます。必ず送付された封筒の中身をご確認
ください。

　町内の個人宅や事業所、公民館等に役場職員が出向き、マイナンバーカードの申請を受け付けています。発
行されたマイナンバーカードは、後日、本人限定受取郵便等で自宅へ郵送しますので、役場へ取りに行く必要も
なく便利です。ぜひご利用ください。
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問 総合戦略課 白石創生推進係　TEL 0952-84-7132

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

年金生活者支援給付金制度のご案内

「白石町さが未来アシスト事業費補助金（加速化枠）」
事業への取り組みを募集します

令和3年度

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援
するために、年金に上乗せして支給されるものです。
　受け取りには請求書の提出が必要です。案内や事務手続きは、住民課または武雄年金事務所までお問い合わせ
ください。
　対象となる人　以下の要件をすべて満たしている必要があります

　地域に存在する自然・人などの地域資源を生かした自発の地域づくりに関する取り組みのうち、令和4年秋の

九州新幹線西九州ルートの開業を見据え、「訪れてみたい」「住んでみたい」と思われるような、地域に人の流れを

呼び込む魅力的な地域づくりの取り組みに対して、県・白石町から補助金を交付します。

　請求手続き

■老齢基礎年金を受給している人
　①65歳以上である
　②世帯全員分の市町村民税が非課税となっている
　③年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である

　●新たに年金生活者支援給付金を受け取る人
　　対象者には、日本年金機構から8月下旬以降、請求可能な旨のお知らせを送付します。
　　同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）に記入し提出してください。
　　令和4年1月4日までに請求手続きが完了すると、令和3年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
　●年金受給をはじめる人
　　年金の請求手続きとあわせて住民課または年金事務所で請求手続きをしてください。

　　日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。　　
　　日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞いたり、手数料
　　などの金銭を求めることもありません。

　●対象事業　下記の事項を全て満たすもの

　・「訪れてみたい」「住んでみたい」と思われるような、地域に人の流れを呼び込む魅力的な取り組み

　・自立的運営を見込んだ新たな仕組みを立ち上げようとするものまたは自立的運営を見込んだ計画の途上に

　  あるもの

　・令和3年度中に完了見込みの事業

　●補助率　補助対象事業費の最大90％を補助

　●申請対象　行政区、自治公民館、婦人会、老人会、PTA、NPO法人、市民活動・ボランティア団体などの組織や

　　　　　　　団体

　●申請期限　10月22日（金）まで

　●申請書類　さが未来アシスト事業費補助金（加速化枠）応募申請書（実施計画書を添付）

◎他にも要件等がありますので、詳しい要件や申請様式は総合戦略課白石創生推進係までお問い合わせください。

■障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人
　①前年の所得額が約472万円以下である

下水道への接続をお願いします。

●町がきれいに住みよくなります。
　下水道への接続が多い地域は、家庭からの汚れた水を水
　路に流さないため、悪臭や害虫の発生が少なくなり、住み
　やすい環境になります。
●川や海がきれいになります。
　家庭からの生活排水を処理場に集めて、きれいにしてか
　ら流すため、川や海を汚さず美しい自然が守られます。

９月10日は下水道の日です！

接続が増えると...

●接続工事は「指定工事店」で！
　台所、風呂、トイレ等を下水道に接続する工事は、町が許
　可している「白石町排水設備指定工事店」以外での工事は
　できません。
●下水道供用開始地域は早めの接続を！
　白石町の環境改善に大きな役割を果たす下水道に早めの
　接続をお願いします。供用開始から3年以内の接続には下
　水道使用料の減免制度があります。また、対象工事費の
　10％（最高10万円）の接続補助金制度もあります（供用
　開始からの年数によって金額が異なります）。
※下水道地域以外に住んでいる人は、浄化槽の設置に対す
　る補助制度があります。　　　　　　　　　　　　　　
　詳しくは生活環境課へおたずねください。

水洗化はお早めに

●クリーンますの清掃をお願いします！
　1ヵ月に1，2回はクリーンます（台所の水が流れてくるます）の中のかごに溜まった野菜くずやますに溜
　まった油を取り除いてください。清掃ができていないと排水管が詰まり、周囲に汚水が溢れる原因となり
　ます。清掃が困難な家庭は、清掃業者等に相談をお願いします。
●トイレには、トイレットペーパー以外のものを流さないで！
　紙おむつやティッシュペーパーは水に溶けないので水洗トイレに流さないでください。トイレや排水管
　が詰まる原因となります。また、流せる掃除シートにも水に溶けるものと溶けないものがあるので、
　パッケージ等を確認のうえ使用してください。流せないものを流したり、流せるものでも一度に大量に流
　すと詰まりの原因となります。ご注意ください。

排水設備を大切に 下水道は私たちみんなの財産です。
　ルールを守り大切に使いましょう。

問 生活環境課 下水管理係　TEL 0952-84-7118
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問 生活環境課 廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118

問 杵東地区衛生処理場組合　TEL 0952-82-2460

汚泥発酵肥料無料配布のご案内

～ごみの適切な分別とリサイクルにご協力をお願いします～

※町指定ごみ袋に入らない場合は、すべて「粗大ごみ」となります。

※詳しくは、杵東地区衛生処理場組合へ
　お問い合わせください。

　町民の皆さんからの問い合わせが多いごみについてまとめています。家庭のごみを出す際にご利用ください。 上下水道料金をスマホアプリで支払いできるようになります

家庭で不要になったパソコンを無料回収します

　10月1日から上下水道料金をスマホアプリで支払
うことができるようになります。
　これにより、どこでも簡単に支払うことが可能にな
ります。
利用できるアプリ
・au Pay　・PayPay　・PayB
・銀行Pay　・LINE Pay　・楽天銀行
準備するもの
・上下水道納入通知書　
・アプリをダウンロードしたスマホ
注意点
スマートフォン決済では領収書が発行されないのでご
注意ください。
※詳しくは企業団ホームページをご確認ください。

　町では、「小型家電リサイクル法」の認定事業者である｢リネットジャパンリサイクル㈱｣と協定を締結し、家庭で
不要になったパソコンの宅配便による無料回収を9月1日から始めました。
　利用方法は以下のとおりです。

　● データは自身で消去してください（無料消去ソフトの提供などのサービスもあります）。　
　● 他の小型家電、プリンタなどの周辺機器も一緒に回収可能です。
　● パソコンを含むダンボール1箱分(3辺の合計が140cm以内、重さ20㎏以内)の回収料金が無料になります。
　● インターネットが使用できない人は、下記の問い合わせ専用窓口へご相談ください。

　　＜詳しくは＞
　　リネットジャパンリサイクル㈱HP http://www.renet.jp（「リネットジャパン」検索）
　　問い合わせ専用窓口　☎ 0570-085-800（10:00～17:00）

問
佐賀西部広域水道企業団 白石営業所料金係　TEL 0952-84-7119

 本庁営業課料金係　TEL 0952-68-2225

問 生活環境課 廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118

品　　目
印刷機（プリンター）
LED電球・直管・丸管
傘
加湿器・除湿器
クーラーボックス
小型充電式電池（バッテリー）
CD・DVD・ビデオテープ
充電器
水銀体温計
水筒・キーパー
掃除機
着火剤
使い捨てカイロ
漬物石
デジタル体温計
電気毛布
電子ピアノ・オルガン・キーボード
電子レンジ
電卓
パソコン周辺機器（キーボード・マウス）
発泡スチロール
花火
ベットマットレス（スプリング入）
ヘルメット
ホース
ポット（保温・電気）
保冷剤
巻き取り式ホース本体
ミシン
よしず
ライター（使い捨て）
録画再生機（ビデオデッキ）
ワープロ

備　考

水銀入りは蛍光管・電球回収所へ

ごみ袋から出てもよい

端子部分をテープで絶縁する

水に浸し発火しないように

電池は外す。外せない場合は役場へ

パソコン本体は購入先、専門業者へ

水に浸し発火しないように

2ｍ超えてもよい

金属製はもえないごみ

1m以下に切る

2ｍ以下にする

中身を使い切り、穴あけガス抜きする

区　分
もえない　　　粗大ごみ
もえない　　　粗大ごみ

もえない
もえない　　　粗大ごみ
  もえる　　　 粗大ごみ

役場へ
もえる
もえない
役場へ

もえない　　　粗大ごみ
もえない　　　粗大ごみ

もえる
もえる

専門業者へ
もえない

もえない　　　粗大ごみ
粗大ごみ

もえない　　　粗大ごみ
もえない
もえない

  もえる　　　 粗大ごみ
もえる
粗大ごみ
もえる
もえる
もえない
もえる

 もえる　　     粗大ごみ
もえない　　　粗大ごみ

粗大ごみ
もえる

もえない　　　粗大ごみ
もえない　　　粗大ごみ

杵東地区環境センターから搬出される汚泥を基にした肥料を無料配布します。
　●日時：9月1日（水）～令和4年3月（予定）
　　　　  9：00～17：00（土日・祝日、年末年始を除く） ※なくなり次第配布終了
　●場所：杵東地区衛生処理場組合　事務所（大町町大字福母1801番地）
　●数量：8㎏/袋　※1回につき5袋まで　
　●肥料の種類：汚泥発酵肥料　●肥料の名称：アペシオンN
　●主要な成分の含有量　・窒素全量 1.4%　・りん酸全量 3.0%　・加里全量 0.3%　・炭素窒素比 8

問い合わせの多い家庭ごみの分別早見表

水道企業団ホームページURL
https://www.sagaseibu-suidou.or.jp/

例）PayPayでの支払いの場合

【回収手順】

１ 2 3

リネットジャパンへ申し込み
http://www.renet.jp

パソコン等を
ダンボールに詰める

宅配業者が希望日時に
自宅から回収

申し込み 詰める 回　収
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町民の皆さんの意見をもとに

▲受章おめでとうございます

消防団の発展に貢献
令和3年春の叙勲

受賞おめでとうございます
佐賀県たまねぎ共進会入賞

第2回総合計画審議会

　令和3年春の叙勲で、元白石町消防団副団長の江口順さんが瑞
宝単光章を受章されました。
　江口さんは、昭和53年4月に福富町消防団に入団、平成23年
4月に白石町消防団副団長として退任するまでの33年間、責任
感と熱意をもって消防団活動に尽力されました。
　特に副団長を務められた1年間は、団長を補佐し、団員の教育
訓練には長年の経験と豊富な消防知識を持って率先して指導に
あたられました。

　7月12日、白石町役場で第2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、総合計画の策定にあたり、町民の皆さ
んの意見を聞くために実施した「町民アンケート調査」の結
果を報告しました。委員の皆さんからは、アンケートの回収
率や実施方法、大雨時の排水対策、地域活動等について意見
が出されました。
※審議会内容の詳細やアンケートの結果は町ホームページで
　公開しています。

　7月28日、佐賀県たまねぎ生産改善共進会の表彰式が行われ、個人の部で田島弘一さん、智美さん夫妻が最
優秀賞および農林水産大臣賞を受賞されました。また、山口竜範さんが優等賞およびJA佐賀中央会会長賞、
竹下慶彦さんが優良賞を受賞されました。
　最優秀賞を受賞された田島さんご夫妻は、基本的な作業を徹底され、特に排水対策に力を入れて取り組まれ
ています。
　昨年は、新型コロナウイルスの影響が出る中、皆さんすばらしい成績を収められました。白石町の農業のさ
らなる発展の追い風となることが期待されます。

問 白石町選挙管理委員会事務局　TEL 0952-84-7111

▲田島弘一さん ▲山口竜範さん ▲竹下慶彦さん

▲話し合いの様子

投票立会人を募集しています投票立会人を募集しています
　町選挙管理委員会では、投票が公正に行われているかを確認していただく投票所の投票立会人を募集してい
ます。皆さんの応募をお待ちしています。

　　◆主な仕事内容
　　　・選挙人の選挙人名簿との対照に立ち会うこと
　　　・選挙人に対する投票用紙交付に立ち会うこと
　　　・選挙人が投票用紙を間違いなく投票箱に入れるかの確認
　　　・投票時間終了後に、投票箱を閉鎖することに立ち会うこと

　　◆応募の要件
　　　次の要件をすべて満たす人は、どなたでも応募することができます。
　　　◎白石町内に住所がある人
　　　◎選挙権がある人
　　　◎白石町暴力団排除条例第2条第2号から第4号までの規定に該当しない人

　　◆立会日時・立会場所・報酬

　　◆応募方法
　　　◎町選挙管理委員会または町HPの公募申込書に必要事項を記入し、持参・郵送・FAX・Eメール
　　　　のいずれかの方法で申し込んでください。
　　　◎選挙ごとに、登録された人と日程などを調整します。日中連絡が取れる電話番号を必ずご記入
　　　　ください。
　　　◎応募期限はありません。通年募集の登録制です。すでに登録済の人は、応募は不要です。
　　　◎すでに登録している人で、登録内容の変更や登録を辞退する人は連絡をお願いします。

　　◆応募先

区　　分

立会期日

立会時間（※1）

立会場所

報　　酬（※2）

投票立会人

投票日当日

7：00～18：00

当日投票所

日額 10,900円

期日前投票立会人

期日前投票期間

8：30～20：00

期日前投票所

日額 9,600円

※1　集合時間等は、別途通知します。　※2　所得税を源泉徴収して支払います。

性別・
経験不問！
学生、主婦も
大歓迎です♪

　◎持　　参……
　◎郵　　送……
　◎F　A　X……
　◎Eメール……

白石町選挙管理委員会事務局（役場2階 総務課内）
〒849－1192　白石町大字福田1247番地1「白石町選挙管理委員会」宛
0952-84-6611
senkyokanri@town.shiroishi.lg.jp
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 in  Shiroishiまちのわだい

受賞おめでとうございます！

ふくどみラージボール卓球クラブが優勝

Topics

　7月7日に白石町、7月29日に杵島郡スポーツ功労者表彰式がそれぞれ開催され、永年にわたりスポーツ

振興に尽力された4人が受賞されました。

令和3年度 杵島郡・白石町スポーツ功労者表彰

▲全国大会出場を報告しました

しろいしっ子大健闘
江北空手道クラブ　全国大会出場

九州の強豪にチャレンジ
九州中学校体育大会激励会

佐賀県ラージボール卓球選手権大会

　江北空手道クラブに所属している、坂井七彩さん（1年）
・小野秀真さん（2年）・山口結愛さん（2年）・坂口
駿太さん（3年）・山口善大さん（4年）・久野結月さん
（4年）の6人が、5月16日に開催された佐賀県少年少女空
手道選手権大会で形・組手のどちらかで優勝し、九州（6月
26日～27日）・全国（8月28日～29日）少年少女空手
道選手権大会に出場しました。
　8月2日には田島町長に全国大会出場を報告し、あどけない
笑顔の中にもたくましい姿が見られました。表敬訪問後は、
水流れの構えで大会優勝を祈願しました。

　7月22日、諸富文化体育館で令和3年度佐賀県ラージボール卓球
選手権大会（団体の部）が行われ、ふくどみラージボール卓球クラ
ブ（池田信一さん・馬場喜壽さん・林国人さん・木下昇さん）が優
勝しました。
　メンバーの池田さんは「これからも卓球ができることに感謝して、
健康維持のために頑張りたい」と今後の意気込みを語りました。
　ふくどみラージボール卓球クラブには20人が所属し、週3回（火・水
・土）福富社会体育館で練習に励んでいます。部員も募集していますの
で、興味がある人は一緒に卓球をしませんか。お待ちしています。

　8月2日、令和3年度九州中学校体育大会に出場する選手の激励会
が行われ、白石中・福富中・有明中の選手4人が役場を訪れました。
　田島町長から「支えてくださった皆さんに感謝することを忘れず
に、自分の力をしっかりと発揮してください」と激励の言葉が贈ら
れ、選手を代表して有明中3年の石山萌子さんが「練習してきた成
果を十分に発揮し、九州大会で最高のパフォーマンスができるよう
に頑張ります」と決意を表明しました。

出場選手・種目
　小野　凉輔（白石中）　陸上競技：男子共通走高跳
　堤　　俊誠（白石中）　水泳競技：男子50ｍ・100ｍ自由形
　樋口　　仁（福富中）　卓球競技：個人戦男子
　石山　萌子（有明中）　陸上競技：女子共通砲丸投 ▲九州大会出場おめでとうございます

▲ふくどみラージボール卓球クラブの皆さん

杵島郡スポーツ功労者表彰
　渕　彰

（バレーボール、原田）
杵島郡バレーボール協会会
長として、平成17年度から
16年間の永きにわたり、協会
の発展・競技振興等に貢献い
ただきました。

町バレーボール協会会長として、平成元年度から
32年間の永きにわたり、協会の発展・競技振興等に
貢献いただきました。

白石町スポーツ功労者表彰

白石町スポーツ功労者表彰

香月　文敏
（ソフトボール、川津）
町ソフトボール協会理事長
として平成19年度から14
年間、県民スポーツ大会ソ
フトボール競技の監督とし
て平成17年度から15年間
の永きにわたり、協会の発
展・競技振興等に貢献いた
だきました。

白石町スポーツ功労者表彰

小野　力造
（柔道、新観音）

町スポーツ協会理事として
平成17年度から16年間、
県民スポーツ大会柔道競技
の監督として平成2年度か
ら16年間の永きにわたり、
協会の発展・競技振興等に
貢献いただきました。

杵島郡スポーツ功労者表彰

小野　勉
（陸上、沖小路）

県内一周駅伝杵島郡チーム
の監督として、平成28年度
から5年間チームの指揮を
とり、また、選手・コーチ時
代を含めると通算34年間
の永きにわたり、杵島郡
チームとしてご活躍いただ
きました。
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 in  Shiroishiまちのわだい

白石ブランド米　いざ出発Topics

　8月5日、JAさが白石地区農業倉庫で「七夕こしひかり」の出荷式が
行われました。佐賀米のトップバッターとしての出荷で、関係者による
テープカットの後、七夕こしひかりを載せたトラックが出発しました。
　今年は、梅雨明けが早く猛暑の影響が心配されましたが、生育も良
好だということです。令和3年産の作付面積は178ヘクタール、640
トンの集荷が見込まれ、良品質な七夕こしひかりが全国の消費者へ届
けられます。

七夕こしひかり出荷式

サガン鳥栖との「スポーツ・健康増進のまち」協働宣言　締結式

スポーツを通じて町を活性化Topics

　8月9日、サガン鳥栖と白石町が「スポーツ・健康増進のまち」協働宣言を締結しました。
　サガン鳥栖は地域の人々に「愛され」「親しまれる」クラブづくりに取り組んでおり、サガン鳥栖と白石
町はスポーツを通じて健康を育み、はつらつと元気で活力のあるまちづくりを目指すため共に協力していき
ます。
　協定を結んだ田島町長は「サガン鳥栖との交流はもちろん、アスリートとしての知識や技術を白石町のまち
づくりへ取り入れる取り組みを行い、健康を育み、はつらつと元気で活力があるまちを目指していきたい」と
述べました。
　この協定に基づき、今後は「教育の明日を考える集会」での講演や小中学生を対象としたサッカー教室な
どを行う予定です。
　また、当日の試合開始前は、ピッチ内で連携協定締結セレモニー、スタジアム南コンコースでは白石町の
特産品が当たるガラポン抽選会を開催するなど白石町の話題で賑わいました。

▲全国の消費者のもとへ

▲ガラポン抽選会は大盛況▲協定を締結しました

　7月28日に日本スポーツ協会において、令和6年に佐賀県での開催が決定している
国民スポーツ大会の開催期間が決定しました。
　白石町では、ソフトボール競技（成年男子）を白石町総合運動場で実施します。
町民の皆さんのご協力をお願いします。

問 佐賀県農業大学校 養成部 入試担当　TEL 0952-45-2144

SAGA2024国民スポーツ大会の開催期間が決定しました！

大会開催期間：令和6年10月5日土～15日火
※競技別の開催期間および全国障害者スポーツ大会の開催期間は調整中

　トルコギキョウの栽培方法や経営の概要、栽培ハウス見学、先輩農家と直接話ができます。
■日　時　11月13日（土）13：00～16：00（受付12：30～）
■場　所　唐津市浪瀬公民分館（唐津市厳木町浪瀬1379番地2）
■定　員　20人程度（事前申し込み制、定員になり次第締切）
■参加費　無料
■持ち物・服装　
　飲み物はご持参ください。マスク着用、歩きやすい靴で
　ご参加ください。（ハウス見学あり）
■申込方法
 　FAX、メールまたは右のQRコードの申し込みフォーム
　（FAX、メールでの申し込みの場合は、件名に「花栽培やってみようセミナー希望」と
　明記し、氏名、年齢、住所、電話番号を記入してください）
■申込期限　10月31日（日）

●募集定員　本科（2年制）　50人　専科（1年制）　若干名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
●応募資格　既高卒者または令和4年3月高卒見込みの人
●募集日程　

花栽培やってみようセミナーを開催します！

佐賀県農業大学校学生募集

白石町町民協働によるまちづくり

白石町協働による地域づくり検討委員会

県内で花農家として就農を希望する人、興味がある人へ

　8月3日、白石町役場で第12回白石町協働による地域づくり検
討委員会を開催しました。
　今回は、町内で初めて設立された「須古地区地域づくり協議会」
の報告および令和2年度モデル地区「六角地区地域づくり協議会
設立準備委員会」の進捗状況について情報共有を行いました。ま
た、これまでの話し合いに基づき「町民協働によるまちづくり」を
進めるための提言書の内容についても協議しました。
※この会議の内容は、町ホームページでも随時公開しています。 ▲話し合いの様子

問 総合戦略課 白石創生推進係　TEL 0952-84-7132

申込
・
問

佐賀県園芸課 花き特産担当
TEL 0952-25-7119　FAX 0952-25-7308
メール engei@pref.saga.lg.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

米麦大豆、野菜、果樹、花き、畜産などを学べます。
生産から加工や販売など6次産業化にも対応

願書受付期間
  9月  6日（月）～   21日（火）
11月  8日（月）～   24日（水）
  1月11日（火）～2月2日（水）

試験日
10月  8日（金）
12月10日（金）
  2月18日（金）

入試区分
推薦入試

合格発表日
10月25日（月）
  1月  7日（金）
  3月  8日（火）

一般
入試

一次募集
二次募集
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町営住宅入居者募集のお知らせ
・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

・9月15日（水）～30日（木）

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　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

・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）

※8月31日（火）までに応募があった場合、
　9月の募集戸数が変わる場合があります。
　詳細は問い合わせるか、町ホームページを
　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　2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）

大豆作付農家の皆さんへ

大豆の打ち込みについて
　大豆は、経営所得安定対策等の事業で交付金の対象作物となっています。

　通常の肥培管理をしたにも関わらず、大雨や台風等の自然災害で、収穫が期待でき

ずに打ち込む場合や、自己都合で大豆の圃場を他の作物（苗床・キャベツ等）に変更す

るために打ち込む場合は、必ず打ち込む前に共済組合または役場農業振
興課までご連絡ください。

問
佐賀県農業共済組合杵島支所　TEL 0952-84-6411
白石町農業再生協議会（農業振興課内）　TEL 0952-84-7121
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［福富小学校］

■創　立：明治8年
■校　長：櫟村　圭子
■児童数：244人（R3.5現在）
■住　所：白石町大字福富3410番地2
■HPアドレス
https://www.education.saga.jp/
hp/fukudomi-e

■創　立：昭和22年
■校　長：岡　孝一郞
■児童数：119人（R3.5現在）
■住　所：白石町大字福富3499番地
■HPアドレス
https://www.education.saga.jp/
hp/fukudomi-j

学校教育は今

　　　　絵本文化で生きる力を！
　　　　　　　　　　　　　　　ありあけおはなしキャラバン代表　　　渕　直美
　
　絵本と関わって30数年。きっかけは、子ども達が通っていた幼稚園の園長先生。末っ子が卒園
する数日前のこと。園長先生に呼び止められ「地域の方が園へ足を向けてくださる“道”を作り
たい、読み聞かせに来てほしい」と言われた。毎週水曜日、絵本3冊ほど準備して通った。園児の
目の輝きに魅せられ続けることができた。どうしても都合がつかずに休んだ次の週、「なんでこん
やったと？待っとったよ」の一言に、お話を運ぶことがこんなにすばらしいんだということを、
子ども達が教えてくれた。出会いが大きかった。私にも少し欲が出てくる。絵本教育の本を10冊
ほど読みあさった。専門書に書かれている本を読むのだが、園児達の反応がいまいち、とても静
かなのだ、不安になりながらも続けていくうちに忘れられない一人の園児がいた。Ｎ君のことだ。
ご両親の仕事が忙しく、構ってあげられない。Ｎ君は寂しかったのだろう。「ねえ、おばちゃん、
これば着せて」と私に園児服を持ってきた。「よかよ」と着せてあげた。園へ読み聞かせに行く
と「今日は何の本？」と走り寄って来る。帰りには「ありがとう、明日も来てね」と見送ってく
れる。毎日行きたくなる。今はＮ君は立派な社会人になったと聞いている。Ｎ君のことがきっか
けで、この活動が今も続いているのかも知れない。また、長い間続けていると、長期休み明けに
園を訪ねると、びっくりするほど子ども達が成長しているのだ。
　私が一番好きな絵本は『まっくろネリノ』。ネリノは真っ黒。兄さん達はきれいな色をしてい
る。遊ぶ時も、夜寝る時もいつも一人ぼっち。ある日、きれいな色をした花たちに、尋ねてみる。
「ねえ、どうすれば　そんな　いろに　なれるの？」「しらないわよ。だって　うまれつき、あ
かや　あおや　みどりや　きいろだったんですもの。」それじゃ、僕の真っ黒も生まれつき？変
われないの？ところが兄さん達がつかまって鳥かごの中。助けてあげなければ。ネリノは「黒」
という劣等感のかたまり。いつもネリノは自信がなかったのだ。そのコンプレックスをプラスに
代えて、夜ならば誰にも見つからない、こわいという気持ちよりも、助けなければという気持ち
が強かった。「人の愛」「勇気」の絵本だ。読み終えて子ども達の顔を見ると「よかった」と、
とてもやさしい目をしていた。絵本と向き合っている子どもは物言いが的確だ。それは絵を読む
力がついているからだ。絵本からは、言葉の力と感じとる動きが磨かれる。ポンポンとリズミカ
ルに言葉が口から飛び出てくるのだ。感動がある時に脳は働く。集中力も増すと言われている。
読み聞かせは、低学年だけではなく、中学生にも必要だ。絵本を読み、語る、聞くことで言葉を
覚えていく。スマホを見ているだけでは、言葉は身につかない。30年以上も前のことだ。次女が
小学校4年生の時、担任の先生が帰りの会のあと、毎日10分間本を読んでくださった。とても待
ち遠しく楽しいひとときだった、と話してくれたことを思い出した。
　絵本の読み聞かせを通して、潜在意識に働きかけ、眠っている能力を引き出し、自信を持って
チャレンジする。また、絵本の中に入り込み五感を刺激し眠っている自分の力、個性に改めて気
付かされる。対話式読み語りに参加することで、右脳と左脳が同時に活発に働くと言われている。
私が今一番願うことは、家庭でも絵本を通して子どもと関わる時間がたくさん増えることだ。せ
めて10分でもいい。読み聞かせの時間を作ってほしい。絵本には絵があるから文章が短くても想
像力がつく。自分の考えをきちんと言える様になる。夢、希望、感動を感じることができれば生
きていく力になれる。
　白石町で「夜8時になったら“おはなしタイム”」いかがですか。

引用文献：ヘルガ=ガルラー作、矢川澄子訳『まっくろネリノ』偕成社　2004年

home
education
COLUMN

家　庭　教　育　コ　ラ　ム
シリー

ズ❹

学校教育目標  

自ら学び、思いやりと元気あふれる
子どもの育成

学校教育目標  

夢をもち、豊かに生きる生徒の育成
～コミュニティ・スクールを通して～

　福富小・中学校は、「ふるさと福富を愛し、誇れる子ども」をスローガンに、学校と地域の人々が目標を共有
し、一体となって地域の子どもたちを育んでいくためにコミュニティ・スクールの推進に努めています。あいさ
つがとびかう福富をめざし、小・中学校から元気な声を発信しています。

　福富小中合同のあいさつ運動では、年間3
回、小中学生が一緒に活動しています。2日間
にわたり、小中学校のそれぞれの場所で行っ
ています。朝から気持ちのよい挨拶ができてい
ます。

　第56回体育大会が、5月16日に開催されま
した。開会式直後に雨に見舞われましたが、そ
の後は雨も降らず、結果的には全種目開催す
ることができました。

［福富中学校］

小中合同あいさつ運動 福富中　体育大会

6年生福富中体験入学 小中合同公民館清掃

　福富小6年生が、福富中に体験入学をする催
しを、今年度は8月3日に実施しました。6年生を
5グループに分け、中学校教科担任との面談を行
いました。内容は、自己紹介、各教科からの問題、
質問タイムです。その後部活体験もしました。

　夏休みになった7月28日、小学4年生から
中学3年生までの児童生徒が、日頃からお世
話になっている公民館の清掃を協力して行い
ました。地域の一員としての自覚につながって
いるようです。
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カササギ②（営巣①）

つがい

〈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　ほか　　　　　　　　　　生涯学習課生涯学習係

電柱の２本の横木上に営巣された
カササギの巣（牛屋東分）

　前号において、カササギ（カチガラス）の概要について紹介しました。本号においては、カササギの営巣について紹介します。
　繁殖期を迎えたカササギは、番で多数の小枝や内部には泥を使用し、直径約60cm、重さ約4kgにもなるボール状の巣を
作ります。従来、カササギは樹上に巣を作っていましたが、現在では、大半が電柱上に巣を作っており、佐賀県内での電柱へ
の営巣の割合は90％を超えています（江口2016）。
　カササギと同じく、電柱の柱上構造物を足場とし、その上に巣材を載せて営巣する他の鳥類の例として、ハシボソガラス、
ハシブトガラス、キジバトが挙げられます（三上2019）。カラスの巣は、カササギのボール状の巣と異なり、上部が開いたす
り鉢状の形状をしています。
　では、いつ頃からカササギは電柱に営巣するようになったのでしょうか。
　佐賀県では、同じくカササギの生息する福岡県・熊本県と比較し、カササギについての調査が数多く行われています。本号
においては、調査手順が判明する営巣に関する昭和50（1975）、51（1976）、52（1977）、53（1978）、59（1984）年度の
調査を取り上げます。調査は、29～36人の調査員が、３～６月の繁殖期に、県内の全域を分担して巡回を行い、カササギの
巣の発見に努め、営巣数を記録したものです。
　この調査は、カササギがどのような場所に営巣しているかについて、大きく①樹木②電柱③その他の３つに分けて記録さ
れています。①樹木については、常緑か落葉か、更に広葉か針葉か（これについては、昭和51年度以降の調査から）、②電柱
については、電柱か高圧柱に細かく分類し記録されています。
　県全域での電柱営巣の割合は、昭和50年度は12％、昭和51年度は20％、昭和52年度は16％、昭和53年度は19％、昭
和59年度は49％となっており、年度により多少の増減はありますが、全体としては電柱営巣の割合が増加していることが分
かります（別表）。また、営巣の数も昭和50～59年の10年間で増加しています。
　一方、白石町での電柱営巣の割合は、昭和50年度は35％、昭和51年度は56％、昭和52年度は43％、昭和53年度は57
％、昭和59年度は82％に達しており、昭和50～59年の10年間でカササギの営巣場所に占める電柱営巣の割合が急激に
高まっていることが分かります。佐賀県全域と比較しても、白石町の電柱営巣の割合が非常に高いことが分かります。ここでの
白石町の数値は、合併前の旧白石町・旧福富町・旧有明町の３町の結果を合わせたものになります。
　特に注目される点として、旧福富町については、昭和50年度調査の時点で、既に電柱営巣の割合が78％と７割を超えて
いる点です。県全域での電柱営巣の割合が12％であることからもこの高さが際立ちます。旧福富町の電柱営巣の割合が高
い要因の一つとして、圃場整備事業による営巣可能な樹木の減少が挙げられます。旧福富町では、昭和27年（1952）から全
町地域での農地の区画整理等の圃場整備が行われており、旧福富町に分布するカササギは、県内の他地域と比較して早い
時期に電柱への営巣能力を身に付けたと思われます。
　昭和50年代の佐賀県内でのカササギの電柱への営巣増加の他の要因とし
ては、電柱上の構造物の増加・複雑化が推察されています（江口2016）。電力
使用者の増加により、電柱上に設置される構造物である電線の本数、分岐数、
設置トランス数も増え、それに伴い、１本の電柱に設置される横木の数が増え、
カササギが巣作りに容易な平行２本の横木を持つ電柱の数が増えたことが研
究者により指摘されています（写真）。
　次号では、カササギの営巣についてのことわざと、電柱営巣と人々の関わり
について紹介します。

昭和50（1975）

佐賀県

現白石町

旧白石町

旧福富町

旧有明町

樹木

1,917

125

67

10

48

電柱

262

68

21

36

11

その他

15

0

0

0

0

合計

2,194

193

88

46

59

電柱割合

12%

35%

24%

78%

19%

昭和51(1976)

佐賀県

現白石町

旧白石町

旧福富町

旧有明町

樹木

1,895

64

31

15

18

電柱

472

82

40

31

11

その他

9

1

0

0

1

合計

2,376

147

71

46

30

電柱割合

20%

56%

56%

67%

37%

昭和53(1978)

佐賀県

現白石町

旧白石町

旧福富町

旧有明町

樹木

2,745

78

55

3

20

電柱

652

112

58

23

31

その他

13

5

4

0

1

合計

3,410

195

117

26

52

電柱割合

19%

57%

50%

88%

60%

昭和59(1984)

佐賀県

現白石町

旧白石町

旧福富町

旧有明町

樹木

2,722

47

30

10

7

電柱

2,907

345

129

139

77

その他

323

28

10

0

18

合計

5,952

420

169

149

102

電柱割合

49%

82%

76%

93%

75%

昭和52(1977)

佐賀県

現白石町

旧白石町

旧福富町

旧有明町

樹木

2,305

90

64

4

22

電柱

443

70

36

33

1

その他

27

1

1

0

0

合計

2,775

161

101

37

23

電柱割合

16%

43%

36%

89%

4%

カササギ営巣数推移
（佐賀県全域・白石町地域抽出）

※『カササギの生態調査報告書』第1報（S50）、第２報（S51）、
第２報（S52）、第３報（S53）、（S59）を基に作成

VOL.195●9月の休館日

ゆうあい図書館

図書紹介

津波！！命を
救った稲むらの火
小泉 八雲 原作　
高村 忠範 文・絵　汐文社

図書紹介

図書室
有明公民館

9月

10月

/6日(月)/13日(月)/20日(月・祝)
/21日(火)/23日(木・祝)/27日(月)/30日(木)
/4日(月)

開館時間：10:00～18:00

開館時間：8:30～22:00

・9月5日～10月10日

TEL 0952-87-2171

TEL 0954-65-3135
　時は江戸時代の安政元年12月24日、安
政の南海地震が発生し、人々に大きな被害
をもたらしました。現在の和歌山県有田郡
広川町を舞台に「浜口大明神」と呼ばれて
いる浜口五兵衛の活躍が描かれています。
防災教育が注目される今日、ぜひ読んでも
らいたい絵本です。

　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
9月のおはなし会
9月11日（土）・25日（土）10:30～

九州親子で行きたい!
ファミリーキャンプ場完全ガイド
ほり編集事務所 著  
メイツユニバーサルコンテンツ

PUI PUIモルカー 銀行強盗をつかまえろ!　
見里 朝希 監修　シンエイ動画 監修　フレーベル館

　ドライバーのおにいさんとい
っしょにおかいものにやってき
たシロモは、銀行強盗にむりや
り仲間にされてしまい…。パト
モルカーとのカーチェイスのゆ
くえは!? アニメ「PUI PUIモル
カー」のストーリー絵本第2弾。

ふつつかな悪女ではございますが 1
中村 颯希 著　一迅社

　次期皇后と呼び声も高く、美しい虚弱
な雛女・玲琳は、それを妬んだ雛女慧月
に身体と心を入れ替えられてしまう。嫌
われ悪女の姿になってしまった玲琳だっ
たが、健康な体に喜んで…。『小説家に
なろう』掲載を書籍化。

7月分
0件

0件
0円

1件
10,000円0円

1件
10,000円

3件
15,000円

8件
40,000円 80,000円

1件
20,000円

4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

5件
45,000円

13件
130,000円

3年度累計

7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

1件
3,000円

2件
6,000円

0件
0円

0件
0円

1件
3,000円

4件
16,000円

3年度累計

長
町

長
議

　体験メニューが豊富、遊び場がイッパイ、
山間部…。テーマに合わせて親子で楽
しめる九州のキャンプ場58件を、詳細
な施設データとと
もに紹介する。お
すすめポイントや
立ち寄りスポット
等も掲載。データ
:2021年5月現在。
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92021
Septemberくらしのカレンダー 9/5▶10/10

※8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。

10 11

17 18

5 6 7 8

6

9

19 20 21

元

有公

ゆ

交

会

総

健

ミ

大

相

◆消費生活相談
　　10：00～16：00

★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
9月　5日 
12日

　　19日
20日

　　23日
　　26日
10月　3日

10日

日
日
日

月・敬老の日
木・秋分の日
日
日
日

戸原内科
有島病院

かわぞえ内科クリニック
溝口医院
藤崎医院
藤井整形外科
重村医院

川崎整形外科医院

大町町
白石町
白石町
白石町
江北町
白石町
白石町
大町町

0952-82-2051
0954-65-4100
0952-37-5593
0954-65-2046
0952-86-3231
0952-84-5880
0952-84-2656
0952-82-5551

日曜・祝日在宅医

保健福祉課
健康づくり係
0952-
８４-７１１６

◆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

12 13 14 15 16

26 27 28 29 30 1 2

3 4
◆人権相談・行政相談
　　9:00～12：00

10

◆人権相談・行政相談
　　 9:00～12：00

5

22 23 24 25

★2ヵ月児相談
　　〈受付〉13：00～13：30
  　［R3.7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

◆消費生活相談
　　10：00～16：00
★1歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉12：45～13：30
　　［R2.2月生］
　母子健康手帳・問診票・尿

◆法律相談
　　10：00～12：00
★3歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉12：45～13：15
　　［H30.1月生］
　母子健康手帳・問診票・尿

●駐在員会
　　  9：00～

ゆ

会

◆消費生活相談
　　10：00～16：00
★乳児健診
　　〈受付〉13：15～13：40
     ［R3.5月生］
　母子健康手帳・
　健やか親子21アンケート

相

6 97 8

●日本語交流会
　　19：30～21：00元

●日本語交流会
　　19：30～21：00元

大

敬老の日 秋分の日

★1歳児歯科健診
　　〈受付〉12：50～13：30
  　［R2.9～10月生］
　母子健康手帳・問診票
（希望者へのフッ化物塗布実施）

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

交

ゆ

●おはなし会
　　 おはなしのへや
　10：30～

ゆ

★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交

◆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
　　10：00～11：30元

消費者ホットライン…局番なし188消 費 生 活 情 報

10月の相談日

3

10

17
24
31

4

11

18

5

12

19

6

13

20

25 26 27 28 29 30

7

14

21

8

1

15

22

2

9

16

23

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。

9月 2日（木）・  9日（木）
　  16日（木）・30日（木）
10:00～16:00
（12:00～13:00は昼休み）

9月の相談日

5

12

19

26

6

13

20

27

7

14

21

28 29 30

8

15

22

9

16

23

10

17

24

4321

11

18

25

「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に⁉
健康食品等の「定期購入」のトラブルに注意！

■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＞
★通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。返品・解約の条件を確認しましょう。通信販売の
　場合、いったん注文すると簡単に契約をなかったことにはできません。
★SNS上の広告や動画投稿サイトの動画広告などをきっかけに販売サイトにアクセスするケースが
　多くなっています。これらの広告では、効能・効果や低価格であることが強調されているケースが多
　く、販売サイトに「定期購入」が条件であることなどが表示されていても、見逃しやすくなっている
　ケースがありますので、ご注意ください。　
★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。

事例
動画投稿サイトでダイエットサプリメントが500円という広告を見て、販売サイトにアクセスし、1回限りの
つもりで注文した。しかし3週間後にまた商品が届き、5,000円の請求書が入っていた。販売業者に返品した
いと申し出たところ「返品は受け付けられない。4回の購入が条件の定期コースのため、まだ解約もできない」
と言われた。注文時に定期購入であることを知らなかったと伝えたが、「販売サイトに記載している」と言わ
れた。
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旬の野菜を
食べましょう
チンゲン菜と
牛肉のオイスター炒め

■材料：2人分 ■作り方
①チンゲン菜は5cm幅に切り、根元は6つ割りにし洗って
　水気をきる。
②人参は4cm長さの短冊切りにし、2～3分ゆでておく。
③牛肉は3～4㎝幅に切り、Aをもみこみ、下味をつける。
④フライパンにサラダ油大さじ1/2を熱し①をさっ　
　と炒め、一旦取り出す。
⑤同じフライパンにサラダ油大さじ1を熱し③を炒　
　め、色が変わり始めたら、②④を入れBを加えて
　炒め合わせ器に盛りつける。

・チンゲン菜
・人参
・牛肉（薄切り）
・サラダ油
　・こしょう
A  ・酒
　・片栗粉
　・オイスターソース
B  ・濃口しょうゆ
　・酒

…………………2株
………………………30g

……………120g
……大さじ 1と 1/2
………………少々

………………大さじ 1/2
……………大さじ 1/2

…小さじ 2
………小さじ 2

…………………大さじ 1

（1人分：エネルギー　256kcal　塩分　1.8g）

健康レシピ

カ おいしい
ン
タン

　チンゲン菜は、βカロテン・ビタミンCなどのビタミン
や、カリウム・カルシウムなどのミネラルを豊富に含んで
います。カリウムは、ナトリウム（塩分）を排泄する働きが
あり、高血圧予防にカリウム豊富な葉野菜をたくさん取
るようにしましょう。

犯罪発生件数

うち窃盗犯

54件

39件

前年比  －7件

前年比  

前年比  

－5件

9件

8件

3件

9件

　－2件

前年比  ＋1件
 前年比 －4件

前年比  ＋5件

窃
盗
犯
の
主
な
も
の

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

高齢者活躍応援セミナー・人材確保育成講習

EXPRESSEXPRESSEXPRESSEXPRESS
【高齢者活躍応援セミナー】
■日時　9月22日（水）13：30～16：00
■場所　メートプラザ佐賀
■内容　「終活」という大きなテーマから断捨離・
　家計・認知症予防・介護・働くというシニア女性
　をとりまく環境と自分らしさを保つことを考え
　るセミナー
【福祉車両送迎運転者講習】
■日時　10月6日（水）～7日（木）2日間
■場所　白石町シルバー人材センター
■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　9月27日（月）
【パソコン講習（初心者向け）】
■日時　10月13日（水）～15日（金）3日間
■場所　武雄市文化会館
■内容　パソコンの基本的な操作と業務用ソフト
　に関する使用要領について学ぶ講習
■申込締切日　10月1日（金）
■受講対象者（セミナ－および講習会共通）
　佐賀県在住で原則60歳以上の人、受講後シルバ－人
　材センタ－に入会を希望する人、シルバ－人材セン
　タ－の入会説明会に参加した人または受講後に入
　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

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　10月7日（木）
　　　　　　■場所　ハローワーク武雄2階
（鹿島会場）　■とき　10月6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

あなたの大切な遺言書を預かります
　自身で書いた遺言書を法務局で保管することで、
紛失や改ざん等を防ぎ、自身の意思を実現すること
ができます。
　遺言者が亡くなった後は、法務局から相続人等へ
遺言書が保管されていることをお知らせすることも
できます。
　なお、すべての手続きには予約が必要です。制度の
詳しい内容は、佐賀地方法務局ホームページまたは
電話でお問い合わせください。
■問合せ先　佐賀地方法務局 武雄支局　
　　　　　　TEL 0954-22-2435

職業訓練受講生募集（11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　3科で17人
■訓練期間　11月5日（金）～5月30日（月）
■募集期間　9月28日（火）まで
■入所選考　10月6日（水）
■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

9月は船員労働安全衛生月間
　9月1日～30日は「船員労働安全衛生月間」です。
この運動は、「船員の災害防止・安全衛生意識の高
揚を図る」目的で、昭和32年から実施されている
もので、今年も“気を付けよう　いつもと違う小さ
な異変　皆で目指そう　安全運航”をスローガン
に全国一斉に運動が展開されます。佐賀県内では
期間中次のとおり活動が行われます。
　①県内主要港において訪船による下記項目を重
　　点とした安全衛生指導
　　・作業時を中心とした死傷災害の防止
　　・海中転落・海難による死亡災害の防止
　　・高年齢船員の死傷災害および疾病の防止
　②安全衛生講習会の開催
　③船員およびその家族を対象とした無料健康相
　　談所の開設
■問合せ先　九州運輸局佐賀運輸支局（唐津庁舎）
　　　　　　TEL 0955-72-3009

お子さんの教育資金を「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）がサポート！

　高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を
対象とした公的な融資制度です。
■融資額　お子さん1人あたり350万円以内
■金利　年1.66％　固定金利
　※「母子家庭」、「父子家庭」、「世帯年収200万円
　（所得122万円）以内の人」または「子ども3人以
　上の世帯かつ世帯年収500万円（所得346万円）
　以内の人」は年1.26％（令和3年7月1日現在）
■返済期間　15年以内
　※「交通遺児家庭」、「母子家庭」、「父子家庭」、「世
　帯年収200万円（所得122万円）以内の人」また
　は「子ども3人以上の世帯かつ世帯年収500万円
　（所得346万円）以内の人」は18年以内
■使いみち　入学金、授業料、教科書代、アパート・
　マンションの敷金･家賃など
■返済方法　毎月元利均等返済（ボーナス時増額
　返済も可能）
■保証　（公財）教育資金融資保証基金
　　　　（連帯保証人による保証も可能）
■問合せ先　教育ローンコールセンター
　　　　　　0570-008656（ナビダイヤル）
　　　　　　または03-5321-8656
　※詳しくは、HP「国の教育ローン」で検索

難病医療相談のご案内
　神経難病（パーキンソン病や脊髄小脳変性症など）と
診断された人や声が出にくい・歩きにくくなったなどの
体の不調で悩んでいる人の相談を受けます。予約制（定
員あり）で無料です。気軽にご相談ください。
■日時　9月9日（木）14：00～15：30
■場所　杵藤保健福祉事務所　1階診察室
■相談医　嬉野医療センター　小杉雅史 神経内科医
■申込締切　9月6日（月）までに杵藤保健福祉事務所
　へご連絡ください
■申込・問合せ先　杵藤保健福祉事務所難病担当　
　　　　　　　　　TEL 0954-22-2105

労福協無料法律相談会
　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　9月19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。

成年・後見に関する無料相談会
　司法書士と社会福祉士による、高齢者・障がい者の
ための成年後見に関する無料相談会を開催します。
■日時　 9 月 23日（木・祝）13:00 ～ 16:00
　※感染症の状況によって急遽中止する場合があります。
■会場　アバンセ第１研修室
■申込・問合せ先
　電話予約　（平日 9:00 ～ 17:00）
　（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

無料調停手続相談会
　相続、遺産分割、交通事故、離婚・養育費、借金問
題など調停で解決する手続き等利用方法について、裁
判所の調停員および弁護士が相談を受けます。
　※感染症の状況によって急遽中止する場合があります。
（武雄会場）
■日時　 9 月 25日（土）10:00 ～ 15:00
■場所　武雄市文化会館　大集会室B
■問合せ先　武雄調停協会（佐賀地裁武雄支部内）
　　　　　　TEL 0954-22-2159
（鹿島会場）
■日時　10 月 9日（土）10:00 ～ 15:00
■場所　鹿島市民交流プラザ「かたらい」3階会議室（ピオ内）
■問合せ先　鹿島調停協会（鹿島簡易裁判所内）　
　　　　　　TEL 0954-62-2870

7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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・「受講申込書」の
　提出が必要です。
・日程、会場は変更に
　なる場合があります。

定　員
10名

佐賀県内在住の 60 歳以上で、受講後 シルバ－人
材センタ－ に入会を希望する方
シルバ－人材センタ－の入会説明会に参加された
方又は受講後に入会説明会に参加をする方

対
象
者

広報白石 R3・9　 28

●世帯
●人口
　男性
　女性

（－3）
（－18）
（－13）
（－5）

7,744世帯
22,208人　　　
10,520人　
11,688人　

R3年7月末現在（対前月比）

広報白石 2021.9 No.201 令和3年9月3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/

◎送付先 kouhou@town.shiroishi.lg.jp

対象　町内在住、就学前まで
10月1日（金）～7日（木）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）

※先着7人を掲載。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。

11月生まれの子どもの写真を募集します♪

9月に誕生日を迎えるお子さんを紹介します

問 総務課 広報情報係　TEL 0952-84-7111

吉田 彩功 くん 3歳
（平成30年9月7日生まれ）

よしだ   さいが

3歳おめでとう！！
ご飯をたくさん食べてもっと大きくなって
パワフルさいちゃんになってね！！

おてんば娘のみめるちゃん、3歳のお誕生日
おめでとう☆これからも元気いっぱいお兄
ちゃん達と仲良くね♪

田中 美梅瑠 ちゃん 3歳
（平成30年9月20日生まれ）

たなか　み  め  る

  しろいしキッズ
  しろいしキッズ

令和３年度厚生労働省委託事業
高齢者活躍人材確保育成事業

受講生募集中
受講料無料

パソコン講習
（初心者向け）

講習会場：白石町シルバー人材センター
実施時期：令和3年10月6日 (水 )～
　　　　　10月7日 (木 )（2日間）
締 切 日 ：9月27日（月）

講習会場：武雄市文化会館　
実施時期：令和3年10月13日 (水 )～
　　　　　10月15日 (金 )（3日間）
締 切 日 ：10月1日（金）

福祉車両送迎運転者
講習
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