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さあ、行こう！開通前の道路をウォーキング

［写真］六角川大橋ウォーキング

白石町

職員採用試験

■採用予定人数
一般事務
6人
一般事務（社会人経験者）2人
保健師
1人
■受験資格
一般事務
・平成6年4月2日から平成16年4月1日まで
に生まれた人
・その他、居住地等の要件があります。
一般事務（社会人経験者）
・昭和56年4月2日から平成6年4月1日まで
に生まれた人
・民間企業等（官公庁を含む）での職務経験
が、令和3年6月末日現在で通算3年以上あ
る人
・その他、居住地等の要件があります。
保健師
・昭和56年4月2日以降に生まれた人
・保健師免許所持者または令和4年3月31日ま
でに免許取得見込みの人
・居住地要件はありません。

総務課 危機管理・防災係
池田 龍平

先輩の

声

●町職員としての仕事について
私が所属している危機管理・防災係は、
消防・防災・交通安全などの業務があり、
私は主に交通安全・防災の業務を担当して
います。
入庁当初は、初めてのことばかりで不安
や心配なこともありましたが、先輩や上司
が親身になってサポートをしてくれて安心
して業務に取り組むことができました。
また、役場での仕事は多岐にわたり、業
務内容も異なります。ですが、どの部署で
も白石町の発展のため、町民の皆さんの暮
らしのためという使命は変わりません。
白石町職員として働きたいと思っている
皆さん、白石町の更なる発展のため一緒に
頑張っていきましょう。

住民課 住民係

溝口

あかね

■試験の日程・会場・方法
第一次試験
9月19日（日）
会場 佐賀県立佐賀工業高等学校
・教養試験（五肢択一式問題）
・性格特性検査
第一次合格者発表 10月上旬（予定）
第二次試験（第一次合格者のみ）
10月23日（土）および24日（日）（予定）
※試験区分によって、いずれかの日程で行います。
会場 白石町役場
・面接試験および作文試験
最終合格者発表
11月中旬（予定）
■受験手続および受付期間
申込書および試験案内は、役場総務課職員係
（庁舎2階）で交付しています。また、郵便で
請求することもできます。
受付期間
7月12日（月）〜8月13日（金）
8:30〜17:15（土日・祝日を除く）
■問合せおよび申込先
総務課職員係（庁舎2階）
〒849-1192
住所 白石町大字福田1247番地1
電話 0952-84-7111

農村整備課 農村整備係

小森

将太朗

●転職し感じること
34歳のとき県内の団体職員から転職し、現在2
年目です。30代半ば、妻子持ちの転職は色々な
面で不安ばかりでしたが、上司、先輩、（年齢
的に）後輩の皆さん誰もが本当に優しく、そし
て親切に教えてくれて、すぐに打ち解けること
ができ、今は楽しく仕事をしています。
また、私たちの仕事が町民の皆さんにダイレ
クトに繋がっていることを日々感じます。大変
なこともありますが町民の皆さんのために、町
の未来のために仕事をさせていただいているこ
とが嬉しくも感じます。一念発起！あなたも一
緒に白石町の未来を創っていきましょう！

●役場で働いて感じたこと

入庁して2年目になりました。1年目は分からないことばかりで不安を感じ、自分の
未熟さを痛感しましたが、頼れる上司や先輩、同期の仲間たちにいつも支えてもらいました。
今では仕事を通じて新しいことを学べることにおもしろさを感じています。
役場では先輩や住民の皆さんから様々なことを教わりながら、職員としてだけでなく自分自身も
成長することができます。また、たくさんの「ありがとう」と笑顔に接しながら、大きなやりがい
を感じることができると思います。
大好きな白石町や人のために働きたいという気持ちがある皆さん！一緒に、楽しく仕事ができる
日を心待ちにしています。
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新しい中学校の校名を
募集しています
町教育委員会では、令和6年4月に開校を予定している新設中学校にふさわしい校名を募集して
います。募集要項をご覧のうえ、応募をお願いします。たくさんの応募をお待ちしています。
■応募方法・用紙
ホームページ、持参、郵送、FAX、E-mailで応募ください。
応募用紙はホームページからもダウンロードできます。
また、役場玄関ホール、福富ゆうあい館、有明公民館に応募箱を設置しています。
一人1点の応募に限ります。
QRコード（応募フォーム）からの応募が可能です。
詳しくは、各家庭に配布した応募用紙、募集要項を確認ください。
■募集期間 7月12日（月）〜8月20日（金）必着
※郵送の場合は、当日消印有効

▲応募フォーム

問 学校教育課 新しい学校づくり係

TEL 0952-84-7128

22,084人

白石町の人口

令和2年国勢調査人口速報集計結果（総務省統計局）より

令和2年10月1日に実施された国勢調査による白石町の人口は22,084人で、前回の平成27年
調査より1,857人、7.76％の減少となりました。一方、世帯数は7,259世帯で前回調査より6世
帯増加しました。
なお、速報結果ですので、後日総務省統計局が公表する確定報告の結果と異なる場合があります。
過去の人口・世帯数は次のとおりです。

人口
（人）

人口増減
（人）

人口増減率
（％）

世帯数
（世帯）

世帯数増減
（世帯）

昭和60年

31,464

▲326

▲1.03

7,387

42

平成2年

30,539

▲925

▲2.94

7,352

▲35

平成7年

29,510

▲1,029

▲3.37

7,332

▲20

平成12年

28,393

▲1,117

▲3.79

7,382

50

平成17年

27,057

▲1,336

▲4.71

7,417

35

平成22年

25,607

▲1,450

▲5.36

7,346

▲71

平成27年

23,941

▲1,666

▲6.51

7,253

▲93

令和2年

22,084

▲1,857

▲7.76

7,259

6

問 総務課 広報情報係

TEL 0952-84-7111
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白石町「新型コロナワクチン接種」に関するお知らせ

あんしん見守りシール事業を始めます

白石町の65歳以上の接種率（1回以上接種）は90％を超えており、64歳以下への接種
も進んでいます。
※接種状況はホームページに掲載・更新しています

認知症等で行方不明になることが心配される高齢者の安全確保と、その家族や介護者の精神的負担軽減の
ため、行方不明等が発生した際に安否情報を共有できる「白石町認知症高齢者等あんしん見守りシール」の
交付を開始します。
見守りシールを希望する人は、事前申請が必要なため、まずは長寿社会課高齢者係にご相談ください。

新型コロナウイルスワクチンは発症を予防し、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。

【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」】
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
報を掲載しています。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感染症予防接種証明書（ワクチンパスポート）について】
ワクチン接種証明書は、日本国内で新型コロナワクチン接種を受けたことを証明する書類で、海外渡
航の際に必要な人へ交付するものです。被接種者からの申請に基づき交付します。
（対象者） 海外渡航を予定している人(現在、用途は海外渡航用に限られています）で白石町が発行する
接種券で接種を受けた人
（申請受付開始日） 7月26日（月）〜
（申請方法） 保健福祉課窓口または郵送で受け付けます
（必要書類） 申請書・旅券（有効期限内のもの）・接種券および接種済証など
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。

対象者：在宅生活をしている人のうち認知症等で行方不明となるおそれがある人
利用料：無料（耐洗シール30枚、蓄光シール10枚）
【見守りシール利用の流れ】
1.事前に情報登録を行う（役場で「登録シート」を記入）
▼
2.服や杖等に見守りシールを貼る
▼
3.行方不明になった場合に、
発見者が携帯電話等でバーコードを読み取る
▼
4.バーコードを読み取ると
自動で保護者にメール通知が届く
▼
5.発見者と保護者で連絡を取り合う

事前に服や杖等に
見守りシールを貼る

➡
発見者

家族

問 長寿社会課 高齢者係

TEL 0952-84-7117

9月9日は「救急の日」9月6日〜12日は救急医療週間

あなたも、命を救うチームの一員です！
傷病者の命を救い、社会復帰に導くために必要となる一連の行動を「救命の連鎖」といいます。「救命
の連鎖」を構成する4つの輪がすばやくつながると救命効果が高まります。
皆さんも、命を救うチームの一員です。チームワークで命をつなぐために、応急手当を身につけましょう。
【救命の連鎖】

心停止の予防

早期通報

心肺蘇生とAED

病院での治療

救急車の適正利用にご協力を！
12歳〜15歳の人への接種券は現在準備中です。接種方法等は接種券に同封するチラシでお知らせす
る予定です。
ワクチン接種の予約は、国からのワクチン供給量に応じて決定していくため、早期の予約が取れない
場合もありますが、接種を希望する人は全員接種できますので、あわてずに予約ください。
今後も、町民の皆さんが安心してワクチン接種ができるように進めて参りますのでご理解、ご協力を
お願いします。

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

緊急性がないのに救急車を利用する人が増えています。救急車が本当に必要な人のために、救急車
の適正利用をお願いします。
なお、傷病者の様子や事故の状況などから、急いで病院へ連れていった方が良いと思った時には、
迷わず119番通報をしてください。
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各種救急講習会は3密を避け、受講人員を減らして開催しています。
なお、杵藤地区広域市町村圏組合消防本部のホームページには、応急手当のWEB講習や新型コロナウイルス感染
症の流行を踏まえた市民による救急蘇生法について掲示しています。詳しくはお問い合わせください。
問

白石消防署 救急係 TEL 0952-84-3283 FAX 0952-84-3284
白石消防署 大町分署 TEL 0952-82-3950 FAX 0952-82-3951
広報白石 R3・8
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新生児子育て応援特別給付金のご案内

児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度とは

町では、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、さまざまな負担
や不安を抱えながら子どもを産み育てる家庭を応援するため、新生児1人につき
10万円を給付します。
●給付対象児

令和3年4月１日〜令和4年3月31日の間に出生し、
申請時点で
白石町の住民基本台帳に記録されている子ども

●給付対象者

給付対象児の父または母で、申請日に白石町の住民基本台帳に給付対象児と同一の世帯に
記録されている人で、
申請後も引き続き1年以上白石町に在住する見込みのある人

※ただし、
里帰り出産の短期滞在者や他市町村で同様の給付金を受給している人は対象になりません。
●給付金額

給付対象児1人につき10万円

●申請方法

保健福祉課 福祉係窓口で申請

・新生児子育て応援特別給付金申請書
（請求書）
・申請者の本人確認書類
（運転免許証やマイナンバーカードのコピー等）
・振込先金融機関口座確認書類
（申請者の通帳やキャッシュカードのコピー）
●申請期限

令和4年3月31日まで

●振込日等

申請から約2週間程度で指定の口座に振り込み
問

保健福祉課 福祉係

TEL 0952-84-7116

「しろいしママカフェ」に来てみませんか
子育て中のママ同士、楽しい時間を過ごしてみませんか？
新型コロナウイルス感染拡大防止をしながら、子どもの写真をかわいく飾ってみましょう♫
お子さんも一緒に、気軽にママ友づくりに参加してくださいね。

日 時

9月6日（月）10:30〜11:45

場 所

ゆめてらす（交流館）デイルーム

内 容

アルバムカフェ
〜子どもの写真をかわいく飾ってみよう〜

持参品

子どもの写真

対

4ヵ月〜3歳未満の子をもつ母親・10人

申込期間

10枚程度（うち何枚かは大きいサイズをお願いします）

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。

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

児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成資格の更新について

●申請に必要な書類

象

8月は児童扶養手当・
ひとり親家庭等医療費助成資格の更新時期です

白石町社会福祉協議会 TEL 0952-65-8960
保健福祉課 健康づくり係・こども未来係 TEL 0952-84-7116

8月は「児童扶養手当」
・
「ひとり親家庭等医療費助成」の更新手続き期間です。現況届等の届出がない場合は
手当を受給できなくなりますので、期限内に手続きをしてください。所得制限で手当を受給していない人も届
出が必要です。該当者には別途通知します。
※児童扶養手当は、支給開始月から5年を経過するなどの一部支給停止要件に該当している人は、手当の2分
の1が支給停止（減額）
となる場合がありますが、必要書類を期限までに提出すれば手当一部支給停止には
なりません。
◆受付期間
8月11日（水）〜18日（水）8：30〜17：00（土日除く）
時間に余裕を持ってお越しください。
また、体調不良や仕事で受付期間内の来庁できない
場合はご連絡ください。
◆場
所
白石町役場1階 会議室1
問 保健福祉課 福祉係 TEL 0952-84-7116
◆持参するもの 対象者への通知をご確認ください。

ひとり親のためのパソコン講座を開催します
ひとり親家庭が安定した生活を得るため、一般就労が困難なひとり親家庭の親に対して、子育てと仕事の両
立が図りやすいＩ
Ｔを使った在宅就業や就労に役立つパソコン講座を開催します。
■対 象 者 ： 県内在住の児童を監護しているひとり親家庭（母子家庭・父子家庭）の親
オンライン受講に参加できる人・事業の趣旨をよく理解し、訓練に意欲を持って取り組める人
■訓練内容 ：①初級コース（9：30〜12：30）
・Word・Excel・PowerPoint をはじめとしたパソコンの基本操作
気軽に
・日商PC 検定試験3級 試験対策
お問い合わせください
・個人情報保護・情報セキュリティ基礎・ビジネスメール・クラウド活用法など
②中級コース（13：30〜16：30）
・Word・Excel・PowerPoint をはじめとしたパソコンの応用操作
・日商PC 検定2級試験 試験対策
・個人情報保護・情報セキュリティ基礎・ビジネスメール・クラウド活用法など
■受講形態 ： オンライン受講
（お持ちのパソコン・スマートフォン・タブレットを通して自宅で受講できます）
■期
間 ： 10月4日(月) 〜12月3日(金) ※土日・祝日は休講
■募集人員 ： 20人（初級・中級コース 合計）
■受 講 料 ： 無料（パソコンは無料貸出、研修テキストは無料配布）
■そ の 他 ： インターネット接続費用を一部助成
佐賀県子育て応援キャラクター
さがっぴぃ
■申込方法 ： 郵送（申込用紙はセンターのホームページからダウンロードしてください）
■申込期限 ： 9月6日（月）必着
特定非営利活動法人 ひとり親ICT 就業支援センター
問・申込 TEL 0952-32-0221（平日、9：30〜15：00）
HP http://www.ict-wsc.org
※当事業は、佐賀県 男女参画・こども局 こども家庭課の委託事業で実施しています。

広報白石 R3・8
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新型コロナウイルス感染症の影響で国民年金保険料の納付が困難な人へ

国民年金保険料の免除申請が可能です！

新型コロナウイルス感染症の影響で、
令和2年2月以降に収入が減少した場合は、
臨時特例措置として本人申告
の所得見込額を用いた簡易な手続きで、
国民年金保険料免除申請が可能です。
●対象者
（1）
新型コロナウイルス感染症の影響で、
令和2年2月以降に収入が減少した人
（2）
令和2年2月以降の所得の状況からみて、
所得見込額が国民年金保険料免除基準に該当すると見込まれる人
※(1)(2)をいずれも満たした人が対象になります。
ただし、
収入減少の状況によっては、
納付猶予になる場合が
あります。
●対象となる期間
令和3年度分・
・
・令和3年7月分から令和4年6月分まで
※令和2年度以前分の申請も可能です。
●必要な書類
①国民年金保険料免除・納付猶予申請書
②所得の申立書
※それぞれの申請書等は日本年金機構ホームページからダウンロードできます。
詳細はお問い合わせください。
●提出先
住民課住民係または武雄年金事務所

追納
保険料の全額免除や一部免除の承認を受けた期間は、保険料を全額納付した時に比べ、将来受け取る年金額が少な
くなります。
また、納付猶予制度の承認を受けた期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、年金額の計算には
反映されません。
そのため、
これらの期間が10年以内であれば、将来の年金額を増やすために後から納めること
（追納）ができます。
追納する場合は、申し込みが必要です。詳細はお問い合わせください。
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

マイナンバーカードの出張申請受付が好評です
6月から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す

新型コロナウイルス感染症の影響で介護保険料の納付が困難な人へ
新型コロナウイルス感染症の影響で著しく収入が減少し、介護保険料の支払いが困難になった場合は、申請
することで介護保険料の支払いを猶予したり減免したりする制度があります。
対象者
第1号被保険者（65歳以上の人）
減免の事由
1 新型コロナウイルス感染症で第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する人が死亡または重
篤な傷病を負ったとき。
2 新型コロナウイルス感染症の影響で第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する人の事業収
入、不動産収入、山林収入、給与収入（以下「事業収入等」）の減少が見込まれ、次の（ア）および（イ）の全て
に該当するとき。
（ア）事業収入等のいずれかの収入の減少額が令和2年の当該事業収入等の額の3割以上であること。
（イ）減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和2年の所得の合計額が400万円以下で
あること。
減免の対象となる保険料
令和2年度相当分※および令和3年度分の介護保険料で、令和3年4月1日〜令和4年3月31日の間に納期
限が設定されているもの。
※令和2年度末に資格を取得したことで、令和3年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの。
提出書類
1 介護保険料徴収猶予・減免申請書
2 収入（見込）申告書
3 令和2年分の確定申告書や源泉徴収票の写し
4 令和3年の収入見込額の計算に用いた帳簿、給与明細などの写し
問

介護保険事務所 業務課業務係 TEL 0954-69-8223
長寿社会課 高齢者係 TEL 0952-84-7117

★佐賀県赤十字血液センターからのお知らせです。

献血バスが来ます
400ｍL献血にご協力ください
皆さんからいただいた血液は、病気やケガなどの治療のため血液を
必要とする人のために大切に使われています。
また、
血液
（赤血球製剤）
は有効期限が21日間しかありませんので毎日
60人〜100人分の血液を確保し続けていかなくてはなりません。
尊い命をつなぐ献血に、皆さんのあたたかいご協力をお願いします。

るので、
役場へ取りに行く必要もなく便利です。

●日 時 8月16日
（月）

地区の老人会やサロン等の集まりにもぜひご利用ください。

9：30〜11：30 13：00〜16：00
●会 場 白石町役場
【杵島ライオンズクラブ・白石町 共催】

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

問

保健福祉課 健康づくり係

TEL 0952-84-7116
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ジェネリック医薬品に関するお知らせ
佐賀県後期高齢者医療広域連合では、現在服用している薬をジェネリック医薬品（後発医薬品）に
切り替えた場合に、薬代の自己負担額をどのくらい軽減できるかを試算した差額通知ハガキ「ジェ
ネリック医薬品に関するお知らせ」を送付しています。

し尿・浄化槽汲み取り休業日のお知らせ
8月13日（金)〜15日（日）のお盆期間は、
し尿汲み取りは休業となります。
8/6（金）
営業

8/7（土）
休業

8/8（日）
休業

8/9（月）
営業

8/10（火） 8/11（水）
営業
営業

8/12（木） 8/13（金） 8/14（土） 8/15（日） 8/16（月）
営業
休業
休業
休業
営業

●通知の対象となる人
令和3年4月に処方された先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合に、1ヵ月あたりの
自己負担額の軽減が一定額以上見込まれる人が対象となります。
※必ずしも全員に届くわけではありません。

●通知の記載内容について
１．薬にかかった金額のみを表示しています。実際の窓口での支払いには、技術料・管理料などの別
費用が含まれていることがあります。
２．
ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる可能性があることを伝えるもので、
切り替え
を強制するものではありません。

●ジェネリック医薬品とは？
ジェネリック医薬品とは、先発医薬品（新薬）の特許が切れた後に製造・販売される医薬品です。国
の厳しい審査基準を満たし、先発医薬品と同等の有効成分・効能・効果を持つ医薬品ですが、
まったく
同一というわけではありません。
ジェネリック医薬品を希望する場合は、
かかりつけの医師・薬剤師にご相談ください。

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

こちらに
お電話
ください。

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

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

※8月13日（金）白石地域のもえるごみは、通常どおり収集します。

古着・古布の出し方にご注意ください
古着・古布を出す場合は、透明のビニール袋にまとめて入れ、地区名と名前を記入し、各地区の回収所に回
収日の決められた時間までに出しましょう。
雨に濡れてしまうと再使用ができなくなってしまうので、中に水が入らないようにしてください。
また、バザーやフリーマーケットに出したり、
リサイクルショップを利用したり
することも、
ごみの減量化につながります。

出す場合には次のことに注意してください。

●ジェネリック医薬品の使用のメリットは？

・汚れている物は洗濯してから出してください。

医療の質を落とさずに、
個人の費用負担と増大し続けている医療費を抑制することができます。

・ボタンやファスナーは、取らないで出してください。
・ポケットの中をよく確認し、異物が混入しないようにしてください。
・ダウンジャケット、綿入り製品、革製品、汚れたものや破れたものは、

●通知ハガキに関する問合せ窓口

「もえるごみ」に出してください。

※中が見えるように透明の
ビニール袋に入れてください

「国民健康保険中央会コールセンター」 フリーダイヤル 0120-53-0006
受付時間 9：00〜17：00
（土日・祝日・年末年始を除く）

自動車やオートバイの部品は、町のごみ収集には出せません

※通知ハガキ裏面にも記載しています

車の部品等はネット通販等でも購入できるようになり、 ごみステーションに「もえないごみ」として出された違反ごみ
個人で交換する人が増え、要らなくなった部品を「もえな
いごみ」や「粗大ごみ」でごみステーションに出す人が増え
ています。車やオートバイの部品の廃棄は、購入した店、専
門業者に相談してください。
【車の部品の例】
●樹脂パーツ：ボディパーツ、内装パーツ、テール、バンパーなど
●金属パーツ：ホイール、
フェンダー、
ドア、マフラーなど
●ゴム製品 ：主にタイヤ
車のドアミラー
車のフロントガラス枠
●その他パーツ：バッテリー、窓ガラスなど
問 佐賀県後期高齢者医療広域連合
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TEL 0952-64-8476

問

生活環境課 廃棄物対策係

TEL 0952-84-7118
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計量器検査を受けましょう

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う農業者支援策

「白石町農業収入保険加入促進事業」
のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の影響で、需要の減少に伴う価格低下など、農業収入が減少している農業者
の事業継続や地域農業の維持を図るため、全ての農産物を対象に、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を補填する制度である「農業経営収入保険」へ加入する農業者を支援します。

【対象者】
・町内に住所があり、令和4年産農業経営収入保険に加入する農業者
（法人は町内に拠点を置く農業法人）
・町税を完納している人
・令和4年2月28日までに令和3年分の確定申告を完了し、町が指定する日までに
必要書類（※1）を添えて申請および実績報告ができる人

【補助率】

取引や証明に使用されている「計量器（はかり）」は、適正な計量のため2年に1度の定期検査を受
ける必要があります。該当する計量器をお持ちの人は、必ず受検してください。
検査の対象となる計量器を新規に購入・廃止した場合は、役場農業振興課までご連絡ください。
●定期検査の対象となる計量器
①農業・漁業等の従事者が、農産物・水産物等の売買・出荷のために使用する計量器
②病院・薬局等で使用する調剤用の計量器
③病院・学校・保健所・幼稚園等で使用している身体検査用の計量器（体重計）
④商店・露店・行商等で商品の売買に使用する計量器
⑤運送業者等が、貨物の運賃の算出等に使用する計量器
※農産物：米、大豆、玉葱、蓮根、
イチゴ、キャベツ、
レタス、
アスパラガス等

●集合検査の日程・会場

・農業経営収入保険の個人負担保険料（積立金および事務費を除く）の8割以内

期

※千円未満切り捨て

日

会

場

地

区

割

8月18日（水）

有明公民館

牛屋、戸ヶ里、坂田

8月19日（木）

有明公民館

辺田、田野上、深浦、新明

8月20日（金）

JAさが白石地区

福富支所

福富

8月23日（月）

JAさが白石地区

福富支所

福富下分、八平

【申請受付窓口】

8月24日（火）

白石町総合センター

福田、廿治

佐賀県農業共済組合 杵島支所
（※1）必要書類 等
①補助金申請書等（役場農業振興課および佐賀県農業共済組合杵島支所で配布）
②収入保険の加入状況を証明する書類（農業経営収入保険 保険証書の写し）
③町税の滞納のない証明（税務課で発行 手数料200円）
④令和3年分の所得税青色申告決算書の写し
⑤通帳の写し
佐賀県農業共済組合 杵島支所 TEL 0952-84-6411
問
農業振興課 農政係 TEL 0952-84-7121

8月25日（水）

白石町総合センター

築切、横手、新拓

8月26日（木）

白石町総合センター

福吉、東郷、遠江

8月27日（金）

白石町総合センター

今泉、馬洗、堤、湯崎、大渡

【補助上限】
10万円

注）今年度限定の事業となります。

【申請受付期間】
10月1日〜令和4年3月4日

※時間は（午前）10：00〜12：00、
（午後）13：00〜15：30
※地区割は会場の混雑解消のためのものです。当日都合が悪い場合は、期間内の会場で受検してください。
※検査当日は、検査を受ける計量器（はかり）および受検票と手数料をご持参ください。

●所在場所検査（計量器の設置場所で行う検査）

ペットと 暮らす毎日
多くの人がペットとして犬や猫を飼われていますが、それらを飼うということは同時に、飼い方のマナー
を守り最後まで世話をする責任があることになります。
次のことを守り、周囲の人に迷惑をかけないように飼いましょう。

フンは飼い主が持ち帰ろう！
散歩はリードをつけて！
ビニール袋、ティッシュなどを持っ
犬はつないで散歩が原則です。ひも等
犬の散歩の は短めにして、犬の急な行動も抑えら
て出かける。放置したままではいけ
ません。
れるようにしましょう。
ときは…
野良猫にエサをやらない！
無責任にエサをやることは野良猫を
増やす原因となります。

野良猫を
増やさない

捨てない、増やさない！
飼い猫が増えすぎて困る前に去勢・
不妊手術をしましょう。

構造上運搬が困難、取り外しができない、運搬によって精度低下、複数所持等定期検査会場への持ち込みが
困難であると認められる場合は、その計量器の所在場所で検査が受けられます。希望する場合は事前申請が
必要です。

●検査手数料(参考)

はかりの種類

ひょう量100kg以下

ひょう量250kg以下

ばね式はかり

1,500円

1,900円

※分銅・増おもり
（1組）250円ずつ加算

問

農業振興課 振興係 TEL 0952-84-7121
佐賀県計量協会 TEL 0952-31-1411
佐賀県くらしの安全安心課 TEL 0952-25-7069

◆ペットの世話に休日はありません。急なできごとに備え一時的な預け先も検討しておきましょう。
問
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生活環境課 環境係

TEL 0952-84-7118
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カン おいし

「しっかり食べて夏バテ予防」

具のせそうめん

タン

暑い日が続くと食欲が落ちてしまいがちですが、食べないでいると体力も落ちてしまい
「夏バテ」
の状態になってしまいます。
暑いときでも食べやすいそうめんは、
単品でなく、
おかずも一緒に食べたり、
具沢山にする
などしてしっかり栄養を補給しましょう。

い

健康レシピ

「しろいし応援団」生活サポート事業
『しろいし商品券』給付のお知らせ
新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う、町民の生活支援と地元経済の活性化を目的に、
町民の皆さんに『しろいし商品券』を給付します。

■材料：2人分

給付開始日 8月初旬から

・そうめん ………………………2 束
・たまご …………………………2 個
・サラダ油 ………………………適量
・オクラ …………………………3 本
・トマト ………………………1/2 個
・干し椎茸 ………………………2 枚
・椎茸の戻し汁 ……………50ml
A ・めんつゆ（2 倍濃縮）…大さじ 2
・砂糖 ……………………小さじ 1
・めんつゆ ………………………適量

利用期限

令和3年12月31日(金)まで

給付額

一人につき3,000円(500円券×6枚綴)

令和3年6月1日現在、
白石町の住民基本台帳に
給付対象者 登録がある人(外国人を含む)
給付方法

■作り方
①卵は塩・砂糖（分量外）を少々加えて、よく溶きほぐす。フライパンにサラダ油を薄
く引き、
薄焼き卵を作り、
長さを半分に切り細切りにする。
②干し椎茸は戻して細切りにし、
鍋に入れ、
Ａを加えて水分が少なくなるまで煮る。
③オクラはゆでて薄切り、
トマトは角切りにする。
④そうめんはゆでて、
流水で洗って水を切る。
⑤皿にそうめんをおき具材を彩りよく盛り付け、
めんつゆをかける。

世帯主あてに世帯全員分の商品券を同封し郵送

利用できる 『しろいし商品券』取扱事業者が登録している店舗等
店舗
(白石町内)

（1人分：エネルギー 335kcal 塩分 2.6g）

※商品券取扱店舗については、商品券に同封している「商品券取扱店舗一覧」を
ご覧ください。町ホームページと白石町商工会にも掲載しています。
（7/6現在、町内170店舗で利用可能）
問 総合戦略課 重点プロジェクト係

JAL×町内2高校

健康クッキング教室参加者募集
健康クッキング教室は、
管理栄養士や保健師等による講義、
調理実習などを通して健康づくりのポイン
トを学ぶ教室です。
「健康的な食習慣を身につけたい」
「料理のレパートリーを増やしたい」
など、
健康や食に興味がある人
の参加をお待ちしています。
※新型コロナウイルス感染防止のため調理台の台数、
人数を制限して実施します。
●日程
●時間

9月2日
（木）
、
10月7日
（木）
、
11月4日
（木）
、
12月2日
（木）
、
1月6日
（木）
、
2月10日
（木）
、
3月3日
（木）
9：30〜13：30

●場所

福富ゆうあい館

●参加料

無料
（毎回、
米0.5合持参）

●定員

10人

TEL 0952-84-7132

地域連携講座

「JALふるさと応援隊」(佐賀県担当)による

お仕事講演 を開催しました

7月9日に佐賀農業高校、7月13日に白石高校で「JALふるさと応援隊」によるお仕事講演を開催しました。
これは、白石町が実施している「若年者地元定着促進事業」の一環として行ったものです。
講演では実際に客室乗務員として活躍している応援隊が講師となり、JALの仕事やサービスの内容、人
と接する際のマナーなどを、時折クイズを交えながら楽しく紹介されました。生徒たちは真剣に講演を聴
き、終了後には「どういうきっかけで客室乗務員になろうと思ったのか」や「実際の機内アナウンスはど
んな感じか」など積極的に質問していました。

（金）
●申込期限 8月20日
●申込方法 保健福祉課 健康づくり係まで電話で申し込んでください。
※新規の人を優先し、
定員になり次第締め切ります。
申込・問 保健福祉課 健康づくり係
14
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▲佐賀農業高校
TEL 0952-84-7116

▲白石高校
問

総合戦略課 白石創生推進係

TEL 0952-84-7132
広報白石 R3・8
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まちのわだい

Topics

in S h iro ish i

災害時の情報発信

もしもの「備え」を考えるきっかけに

九州朝日放送株式会社との防災パートナーシップ協定調印式

子育て応援サークルはぐはぐ

6月28日、九州朝日放送株式会社（KBC）と白石町が「防災パートナーシ
ップに関する協定」を締結しました。
九州朝日放送株式会社は、福岡県・佐賀県の全市町村との防災協定締結に
取り組み、緊急時は危険情報や避難情報などの発信、平常時は自治体や団体
の防災活動への協力、防災に関する番組の企画などを行い、防災への取り組
みに力を入れています。
この協定に基づき、白石町で災害が発生、または発生する恐れがある場合
には迅速に情報を発信することで被害を軽減し、町民の安全確保に努めるこ
とができます。また、平常時は町が実施する町民への災害予防啓発の時に映
像を提供してもらうなど、日頃の地域防災力の向上に努めることができます。

▲協定を締結しました

防災ハンドブック寄贈

6月25日、白石町子育て応援サークルはぐはぐから「はぐは
ぐの防災ハンドブック」を寄贈していただきました。はぐはぐ
は、平成27年から活動している親子サークルで、年に数回防災
カフェを開催し防災についても考えてきました。
今回、防災に関する情報や経験を1冊のハン
ドブックにまとめ、小学生がいる家庭へ配布し
ました。
代表の田中さんは「親子でハンドブックを見
ながら自分たちに合った備えを考えるきっかけ
になれば」と作成した思いを話されました。
▲防災ハンドブック

Topics

▲寄贈していただきました

理容業の発展に貢献
県政功労者知事表彰

山口利光さん

7月7日、佐賀城本丸歴史館で県政功労者知事表彰式が行われまし
た。佐賀県では毎年各分野で貢献した人を表彰しており、町からは山
口利光さんが受賞されました。
山口さんは、佐賀県理容生活衛生同業組合理事長等を歴任され、永
年にわたり理容業の発展に貢献されています。

マンガで読む白石町の歴史と魅力！！
白石町商工会

探訪コミック本発刊式

白石町商工会では、「探検！白石町〜マンガで読む白石町の歴史
と魅力！！〜」と題したコミック本を発刊されました。これは、白
石町の歴史上の出来事や人物をマンガにして白石町の魅力を再認識
▲受賞おめでとうございます

Topics

農業の発展に貢献
佐賀県農業会議永年勤続表彰

してもらうことで郷土愛を再認識してもらい、観光資源として活か
し産業振興に結び付けることを目的として構想から5年をかけて発

川﨑

刊されました。また、マンガは白石町出身の栗山廉士さん（ペンネ

さん

ーム）が作画されました。

7月8日、佐賀県農業会議の永年勤続者表彰伝達式が行われ、白石
町農業委員会前会長の川﨑薰さんが受賞されました。
川﨑さんは、9年間農業委員会会長としてリーダーシップを発揮
され、農業者年金の加入推進などに取り組まれました。また、農業
会議の常任会議員・常設審議委員を歴任され、白石農業、ひいては
佐賀県農業の発展に尽力されました。

▲坂口会長から手渡されました

6月30日にはコミック本発刊式が行われ、白石町商工会の坂口会
長から田島町長へ手渡されました。「白石町を再発見してほしい」
と町内全戸および町内施設や小中学校へ配布されました。

▲受賞おめでとうございます

令和4年

白石町成人式のお知らせ

利用しやすい庁舎に
わが街NAVI（デジタル案内板）設置

■とき 令和4年1月4日
（火）

来庁者に向けて行政情報や地域情報を発信することを目的

※新型コロナウイルス感染症の状況で変更になる場合があります。

■場所 有明スカイパークふれあい郷 自有館 多目的ホール
次のいずれかに該当する人
■対象 平成13年4月2日から平成14年4月1日生まれで、
①白石町内の小学校および中学校を卒業した人
②令和3年12月1日現在で白石町に住所がある人
実行委員募集中！

※白石町内の小中学校に在籍したことがある人で参加を希望する人は、生涯学習課まで
ご連絡ください。

企画・運営に参加し、
一緒に思い出に残る成人式を作りませんか？
実行委員会は4〜5回程度を予定しています。
たくさんのご応募お待ちしています。
問 生涯学習課 生涯学習係
16
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▲探検！白石町

として、株式会社サイネックスとの官民協働で「わが街
NAVI(デジタル案内板)」を設置しました。
これは大画面のタッチパネル式デジタルサイネージで、庁
舎フロア案内と事業者広告を設け、6月28日から庁舎1階エ
ントランスホールに設置しています。
来庁者の利便性向上と広告効果による地域経済の活性化が
期待されます。皆さんもぜひご活用ください。

TEL 0952-84-7129

▲案内板を設置しました
広報白石 R3・8
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まちのわだい

Topics

まちのわだい

in S h iro ish i

白石たまねぎを救いたい
佐賀農業高校オニオンズ

Topics

冷凍しろたま

コロナ禍で行き場を失った「白石たまねぎ」をどうにか
したいと、佐賀農業高校農業科学科2・3年生で結成され
た「オニオンズ」が、白石たまねぎをみじん切りして冷凍
した『冷凍しろたま』を企画し、商品化されました。
冷凍しろたまは、昨年開催された高校生が佐賀の魅力を
語る県の事業「第4回佐賀さいこう！企画甲子園」に出場
した際に、「コロナ禍でたくさんの白石たまねぎが出荷停
止となって廃棄されてしまった。この白石たまねぎを救い
▲オニオンズのメンバー
たいと思い、長期保存可能な冷凍たまねぎを思いついた。
冷凍しろたまが白石町のたまねぎ農家の希望になればいい」と企画し、優秀企画賞を受賞しました。
オニオンズのメンバーは「農家の皆さんがたまねぎを生産してくれていなければ、冷凍しろたまを思いつ
かなかったかもしれない。これからさらに白石町の特産品である白石たまねぎを広められるよう宣伝や販売
を頑張っていく」と今後の活動の意気込みを語り、「活動に対して町内外からたくさんの支援をしてもらっ
てありがたい」と感謝の気持ちを述べました。
Topics

赤ちゃんからお年寄りまでみんながその人らしく
さくらむすび

わたしらしく

6月20日、地域づくり団体「さくらむすび」主催の『わたし
らしく』が、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を踏まえ
て2年ぶりに開催されました。
このイベントは、男女共同参画週間（6月23日〜29日）
に合わせた取り組みで、子育てドキュメンタリー映画
「いただきます1」の上映や「白石マルシェ」が行わ
れました。
マルシェには農産物や雑貨の販売、マッサージ施術

▲色とりどりの雑貨・体験ブース

等の体験ブースなど町内外から多くの人が出店され、
▲みのりちゃんも来たよ

会場は来場者でにぎわいました。
Topics

防災士が語る、女性の視点からの防災まちづくり
みらいネットの会・婦人会

防災研修会

暮らしの利便性の向上を期待

6月30日、有明公民館で白石町男女共同参画みらいネットの会

有明海沿岸道路（芦刈南IC〜福富IC間）開通

と地域婦人連絡協議会の合同主催で防災研修会を開催しました。

7月24日、有明海沿岸道路のうち佐賀福富道路の芦刈南IC〜福富IC間(3.5㎞)が開通しました。
午前中は福富ゆうあい館で、町民や関係者が出席して開通記念式典が行われた後、福富ICの本線上に移動
して代表者によるテープカットや式典出席者による通り初めのパレードで開通を祝いました。
今回の開通で嘉瀬南IC〜福富IC間（10km）が通行できるようになり、今後は地域経済・産業の活性化、
観光客の利便性向上などが期待されています。
また、開通前の7月17日にはプレイベントとして「六角川大橋ウォーキング」が開催され、白石町民・
小城市民合わせて約600人が六角川大橋を歩いて渡り、開通後は見ることができない風景を楽しんでいま
した。

in Sh iro is h i

この研修会は、いつ起こるか分からない豪雨や台風など自然災
害に対し、どのように備え、行動すればよいのか、災害に強い地
域づくりの大切さを日ごろから忘れないよう、女性の視点による
防災を推進するために開催したものです。
まず、武雄市北方町の婦人会に所属し、防災士でもある宮原祐
子さんと民生委員の牛島小百合さんの2人から、令和元年8月佐

▲みらいネットの会 喜多会長あいさつ

賀豪雨で洪水被害に遭われた当時の貴重な体験を踏まえながら、
今後被災したときに役立つ情報などが紹介されました。その後、
佐賀県地域婦人連絡協議会会長の山口七重さんからは避難所にお
ける炊き出しを行った様子が話されました。
この研修会には町内から60人以上の参加があり、参加した人
からは「今まで他人事のように思っていたが、話を聞いてとても
身近なものに感じた。実際に経験した人の話は心に刺さるものが
ある」と感想を述べました。

Topics
▲軽快にウォーキング

▲開通を祝いました

▲講演の様子

犯罪や非行のない地域社会に
第71回 社会を明るくする運動 メッセージ伝達式

7月1日、第71回

社会を明るくする運動

のメッセージ伝達

式を行い、佐賀県知事からのメッセージを白石支部保護司会と
白石町更生保護女性会へ伝達しました。
式では、白石支部保護司会の藤永会長が「人に寄り添ってい
く心を忘れずに、少しでも犯罪を減らして明るい社会を目指す
活動を続ける」と決意を表明しました。
また、伝達式の後、白石支部保護司会と更生保護女性会の皆
さんで、町内街宣広報活動を行い、「犯罪や非行のない地域社
会づくり」を呼びかけました。
18
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▲藤永会長へ伝達しました
広報白石 R3・8
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町営住宅入居者募集のお知らせ

白石町町民協働によるまちづくり

六角地区地域づくり協議会設立準備委員会
6月24日、
白石町役場で
「第2回六角地区地域づくり協議会
今回から新たに3人の委員が加わり、地域ごとの情報や特
徴、
さらに地域住民が担う役割のあり方などを協議しました。
次回はこれらの意見を整理し、
協議会の方向性を決定すると
ともに、
住民参加の話し合いの準備を進める予定です。
▲話し合いの様子

総合戦略課 白石創生推進係 TEL 0952-84-7132

辺田区が設備・備品等を整備しました
辺田区が、
自治宝くじの助成金である
「コミュニティ助成事業」
で設備・
備品等を整備しました。
「コミュニティ助成事業」
とは自治宝くじの社会貢献広報事業として、
宝
くじの受託事業収入を財源として実施され、
地域社会の健全な発展と住民
福祉の向上を目的に様々なコミュニティ活動に助成を行うものです。
辺田区では、
太鼓の修繕やテレビ・エアコンなどを導入し、
地域住民が集
まる活動拠点を整備しました。

問

■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

設立準備委員会」
を開催しました。

問

■募集する住宅

総合戦略課 白石創生推進係 TEL 0952-84-7132

・8月16日（月）〜31日（火）

・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）
■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
※7月30日（金）までに応募があった場合、
8月の募集戸数が変わる場合があります。
・六角橋住宅 1戸
詳細は問い合わせるか、町ホームページを
白石町大字東郷2010番地3
ご覧ください。
昭和54年建築（簡易耐火構造2階建）
※入居申し込みには所得制限などの要件があ
3DK、水洗トイレ、浴槽あり
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
・下区中央住宅 1戸
居者と同程度以上の収入があり、税金等に
白石町大字福富3450番地
滞納がない人）
平成24年建築（木造平屋建）
※入居要件の詳細は町ホームページでも確認
2LDK、水洗トイレ、浴槽あり
できます。
＊ケーブルテレビの加入が必要
・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

問

建設課 建築住宅係 TEL 0952-84-7124

自衛官募集相談員を紹介します
いしばしじゅんじ

かたふち まさひろ

7月1日から2年間、
石橋淳二さん(太原中)、 渕政博さん(日登)、

か ね が え まもる

つ つ い かずのぶ

鐘ヶ江守さん（小島）、筒井一信さん(東六府方区)に自衛官募集相
談員として協力していただくことになりました。
自衛官募集相談員とは、
佐賀地方協力本部長と市町村長の連名
で委嘱され、
主に自衛官志願者に関する情報の提供や自衛隊地方

町
長

6月分
3年度累計

0件
0件

自衛官募集に関することは、
自衛官募集相談員または役場総務
課へご相談ください。
問
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自衛隊佐賀地方協力本部 武雄地域事務所 TEL 0954-23-8304
総務課 総務係 TEL 0952-84-7111

議
長

6月分
3年度累計

0円

1件
1件
0件
5,000円 20,000円

0円

0円

5件
3件
0件
25,000円 60,000円

0円

0件
0円

協力本部が行う募集のための広報活動に関する援助・協力などの
活動をされています。

0件
0円

0件

0件
0円

0件

0円
0件

0円

0件

0件
0円

2件
0件
0円 10,000円

0件
0件

0件
0円
0円

0円

2件
25,000円

0円

8件
85,000円

0件
0円

0件
0円

0件

0件
0円

0件
0円

1件
0件
0円
3,000円

0件
0円

0円

3件
0円 13,000円

広報白石 R3・8
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［北明小学校］
家

home
education
COLUMN

庭

教

育 コ ラ ム

シリ

❸
ーズ

■創 立：明治8年
■校 長：片渕 文徳
■児童数：140人（R3.7.1現在）
■学級数：11学級
■住 所：白石町大字築切205番地
■HPアドレス
https://www.education.saga.jp/hp/hokumei-e/

家族とともに育つこころ〜精神的な自立に向けて〜
佐賀県スクールカウンセラー 白石 忠明

古今東西を問わず、若者や子どもに向けられる 大人の目 というものがあります。「最近の
若いもんは…」「今時の子どもは…」という枕詞を耳にしたり、もしかすると自分でも無意識に
言葉を発していることがあるかもしれません。これは人生の先輩という立場から語られることが
多い文言ですが、逆に子どもや若者の立場からすると「じゃあ何ができれば大人なのか」「いつ
になったら一人前と認めてくれるのか」という反論もあります。おそらくこの話に正解はないの
でしょうが、筆者のカウンセラーとしての臨床経験から強いて言わせて頂ければ、精神的自立と
は『問題解決能力』と『失敗してもメンタルを立て直せる力』によって可能になるものだと思い
ます。そしてこの二つの力は家庭教育において基盤が形成され、学校教育において実践的に錬磨
し、社会生活での応用を経て成熟されていくものです。
家庭教育はすべての教育の出発点という言い回しもあるように、家族や親子間での何気ないや
りとりが実は 学びの起点 となっていることが多いのです。みなさんのご家庭で気に掛けてい
ることはどんなことでしょうか。昔々の時代には各家庭で家訓のような明確な戒めもありました
が、現代においてそのような強い縛り付けではなく、礼節や作法、人として健全な生活を送ると
いったニュアンスの家庭内ルールに留まっていると思います。例えば、挨拶やお礼のことばを忘
れないようにする、朝食はみんなで一緒に食べる、遊びの時間は親子で話し合って決める等が最
低限かつ一般的なものではないでしょうか。
もちろん、そのような家庭教育と切っても切れない身近な問題はたくさんあります。特に話題
として取り上げられやすいのは「不登校」「メディアやネットへの依存」の他に、昨今注目され
ているのが「子どものジェンダー」です。
不登校に関しては、もちろん家庭内要因だけではなく外部要因も複雑に絡まって起こる問題で
す。しかし、やはり家は安全基地として帰る(還る)場所であり、一時的に心を安全な場所に引き
籠もらせなければならない状態を唯一救ってくれるのが家庭であり家族であると言えます。大前
提として家族間でお互いに積極的な関心を持つことはとても大事なことで、これも広義での家庭
教育と言えるのかもしれません。私が今までにカウンセラーとして経験してきた不登校相談の中
でも、子どもの言動に対する親の反応や関心が薄く、子どもが「放っておかれている」や「相手
にされない」「自分に興味を持ってくれない」という寂しさ空しさを感じて自己効力感(セルフ・
エフィカシー)が弱まり、登校意欲をなくしてしまうケースが少なくありません。
ネット依存に関しては、子どもの問題というより家族全体の問題である場合がほとんどで、中で
も重大な事案に発展するケースに共通しているのは、子どものネット環境の実態を把握しておら
ず問題の発見が遅れてしまう、大人の方がネットの利便性に依存しており子どもとのエモーショ
ナル(情緒的)な触れ合いを拒んでしまうという状況です。このように子どもにも大人にも都合の
良い環境ができ上がってしまうと依存性は加速度的に強まってしまいます。こういった事態を招
かないためにも、デジタル機器の仕様を親子で学び、ルールや制限を話し合いで決めていくこと
にとても大きな意味があります。
「親だから」「子どもだから」という枠組みは取っ払って、時には子ども
が先生になって親にパソコンの使い方を教えることがあっても良いは
ずです。一方的に親が子に教えることばかりが家庭教育ではなく、楽
しみながら親子が相互に学び成長していく体験こそ人間性を高めて
くれます。そして、先に述べた『問題解決の力』と『メンタルを立
て直す力』も、このような何気ない家族の触れ合いの中で時間をか
けて育まれるものなのです。
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学校教育は今

学校教育目標

学校・家庭・地域の思いを受け継ぐ かがやく北明っ子の育成

確かな学力・知恵を磨く

やさしい心・人と関わる力を培う

【徳】やさしく

【体】たくましく

ひとみかがやく 子ども

こころかがやく 子ども

いのちかがやく 子ども

Social（地域貢献・地域伝承）

Study（学習支援）

Safty（安全確保・環境整備）

【知】
かしこく

健康で元気な態度を育む

〇自分の考えや思いを伝え合い、 〇友達と助け合い、思いやりの心 〇進んで運動し、
体をきたえる子供
にあふれた子供
学び合う子供
〇力を合わせ、最後まで根気強く
〇生き生きと学習に取り組み、課 〇相手の心をうけとめ、進んで人
やり抜く子供
と関わる子供
題を解決しようとする子供
〇成長を喜び、
命を大切にする子供
〇基本的な生活習慣・学習習慣を 〇物を大切にし、学校や郷土を愛
する子供
身につける子供

「地域のゴミ拾い活動」の様子

Surprise（体験学習･学校支援）

「田植え」の様子

「昔遊び」の様子

「下校時の見守り活動」の様子

地域と共にある
コミュニティ・スクールの実現

Special（特別な学習）

★5STARかがやきプロジェクト★

「いなり寿司会」の様子

本校では、「かがやく北明っ子」をキーワードに、学校教育目標
「学校・家庭・地域の思いを受け継ぐ かがやく北明っ子の育成」
を目指し、教育活動の充実を図っています。また、5STARの組織を
活かした「ひっきゃでしゅい」の取り組みでは、地域の方々に「子
どもたちの何か役に立ちたい」というボランティアの心で参加して
いただき、登下校時の見守り活動を含め、子どもたちの教育活動を
しっかりと支えていただいています。これからも学校・家庭・地域
が一体となって「かがやく北明っ子の育成」を目指していきたいと
思います。
広報白石 R3・8
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図書館情報

●8月の休館日

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。
TEL 0952-87-2171

ゆうあい図書館
図書紹介

檸檬先生

珠川 こおり著

開館時間：10:00〜18:00

講談社

私立小中一貫校に通う小学3年生の
私は、音や数字に色が見えたりする
「共感覚」を持っていた。ある日、
音楽室で出会った、檸檬色に映る中
学3年生の少女もまた孤独な共感覚者
で…。『小説現代』掲載を単行本化。

・8月5日〜9月10日

8月 /8日(日・祝)/9日(月)/16日(月)

●ゆうあい図書館 おはなしの部屋

8月のおはなし会
14日(土)・28日(土) 10:30〜

池上彰の君と考える戦争のない未来
池上 彰著 理論社

戦争とは何か。世界はどんな戦争を
経験したのか。池上彰が戦争の変遷、
戦争の種類、武器の歴史、戦争のルー
ルや条約の歴史などを丹念に解説し、
戦争をなくすためにはどうしたらいい
のかを考える。

味田村 太郎文 学研プラス

あと20年たつと、アフリカからサイがいなく
なってしまうかもしれない。角をねらった密猟に
よって、サイの数が減っているせいだ。サイを守
ろうとする人たちと密猟者の知られざる戦いを、
南アフリカで取材を行った著者が描く。

図書室
図書紹介

TEL 0954-65-313 5
開館時間：8:30〜22:00

ケンの戦場日記
−ぼくの沖縄戦−

久手堅 憲俊著 偕成社

カササギ①
（概要）

/23日(月)/26日(木)/30日(月)

9月 /6日(月)

この世界からサイがいなくなってしまう

有明公民館

VOL.194

沖縄戦とは、1945年3月末から7月中
ごろまで戦闘がつづき、約20万人の犠牲
者をだした国内戦のことです。激烈な地上
戦が展開された様子が少年の目をとおして
描かれています。風化されつつある戦争の
事実を知り、平和の尊さを教えられる一冊
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。

佐賀県鳥（昭和40年（1965）制定）
として県民に広く親しまれ、白石町においても日頃からその姿を
見ることができるカササギ（カチガラス）については、平成17年（2005）小欄第１号にて
「空飛ぶパンダ?
（カチガラス）」
として紹介を行いました。本号においては、
カササギの概要について改めて紹介し、次号
において、
カササギの営巣について白石町の例を交え紹介します。
（学名にはラテン語が使われます）、
日本に生息するカササギは、学名は「Pica pica serica Gould,1845」
英語では
「Magpie（マグパイ）」
と呼ばれ、
イギリス、
ヨーロッパ全域、ロシア平原、中央アジア、モンゴル
アムール地方、朝鮮半島、ベトナム、北アメリカ西部と北半球の大部分に生息し、低地から高地まで分布
しており、ユーラシア大陸では決して珍しい鳥ではありません。
しかし、日本国内では、主に北部九州の
有明海沿岸部の平地に集中して分布する珍しい鳥です。近年では、少数ですが長野県など他県での繁
殖が確認されています。
名前に
「サギ」がつきますが、分類では、
スズメ目カラス科に属します（ちなみにサギはペリカン目サ
ギ科に属します）。独特の「カチカチ」
という鳴き声からカチガラスの愛称で広く知られていますが、地域
によっては、
シチャガラス、
コウゲガラス、チョウセンガラス、
ヒゼンガラス、
トウガラスとも呼ばれます。
大きさはハトくらいで尾が長く、白と黒の目立つパターンの配色をしており、一目でカササギと分かり
つがい
ます。体長は成鳥で45cm程になります。番で巣を作り、1〜6月が繁殖期で、平均で5〜8個の卵を産み、
4〜6月が巣立ちの時期です。一度使用した巣は再利用せず、翌年には、
また新たに巣を作ります。
カササギは、16世紀末に、朝鮮半島から北部九州に移入されたと考えられています
（江口2016）。
日本国内において、北部九州の限られた地域のみ生息することから、大正12年（1923）3月7日付け
で
「カササギ生息地」
として国の天然記念物に指定されており、
カササギは、文化財保護法による保護
の対象となります。指定地域は、佐賀県内では、20市町中16市町（佐賀市・鳥栖市・多久市・武雄市・鹿
島市・小城市・嬉野市・神埼市・吉野ヶ里町・基山町・みやき町・上峰町・大町町・江北町・白石町・太良
町）、福岡県では、60市町村中6市町（久留米市・柳川市・大川市・筑後市・みやま市・大木町）が該当し
ます。
4〜6月の巣立ちの時期には、巣からカササギの
幼鳥が落下する場合があり、住民の方々から生涯学
習課に連絡をいただくことがあります。野鳥の保護
については様々な意見がありますが、文化財愛護の
一環として佐賀県では、落下した幼鳥を施設で保護
を行い成長した後、放鳥しています。白石町では、住
民の方々から幼鳥の落下の連絡を受けた場合、引
き取りに伺い県に届けます。令和２年は、町内におい
て１羽の幼鳥を保護し、県の施設へ届けています。
保護を行い県施設へ輸送したカササギの幼鳥（令和２年）

参考文献
『天然記念物カササギ生息状況調査報告書』佐賀県教育委員会 平成3年3月
細野哲夫・巣山第三郎「長野県内におけるカササギPica picaの初繁殖例」
『日本鳥学会誌』1998年46巻3号
江口和洋「カササギ」
『日本鳥学会誌』2016年65巻1号
江口和洋・久保浩洋「日本産カササギPica pica sericea の由来-史料調査による」
『山階鳥類研究所研究報告』1992年 1号 32-39
生涯学習課生涯学習係
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採用試験 白石土地改良区職員採用試験

募集 准看護科の学生を募集します
武雄看護学校では令和4年度の准看護科入学生を募集します。

試験区分と採用予定人数
試験区分

採用予定

一般事務

1人

職

務

内

容

一般入学試験（前期）
募 集 人 員 35人
【高校推薦・社会人（前期・後期）･一般入試（前期・後期）合わせて】
受 験 資 格 中学校卒業以上の学歴がある人
願書受付期間 9月27日（月）〜10月8日（金）（受付9：00〜16：00）
試 験 日 10月19日（火）
試 験 会 場 武雄看護学校

一般的な書記的業務および管理業務その他に従事する

受験資格
平成6年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人
学歴は高校卒業以上（卒業見込みを含む）
※その他に住所要件等があります
受験の日時・会場・方法
第一次試験：10月17日（日） 会場 白石土地改良区事務所
教養試験（五肢択一式問題）
第二次試験：（第一次試験合格者のみ） 11月上旬頃
作文試験・面接試験・適性検査
※日時および場所は、第一次試験合格者に通知します。
最終合格発表：11月下旬頃
受験手続および受付期間
申込書および試験案内は、白石土地改良区事務所で配布しています。また、郵便で請求することもで
きます。
手続・受付期間：9月1日（水）〜21日（火） 8：30〜17：15 （土日・祝日を除く）
その他
試験の詳細は、白石土地改良区のホームページに掲載しています。
申込・問合せ先 白石土地改良区 〒849-1105 杵島郡白石町大字遠江574番地2
電話 0952−71−5123

採用試験
試験区分
採用予定
職務内容

第一次試験
そ の 他
問合せ先

佐賀西部広域水道企業団職員採用試験

第一次試験

第二次試験等
採 用 日
申込期間
問合せ先
26
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問 武雄看護学校 准看護科 TEL 0954-23-7171

（統一試験）

一般事務（社会人経験者・障がい者）・土木（高卒程度）・化学 (大卒程度）
いずれも若干名
一般事務：庶務業務・経理・企画業務・営業業務など
土木：工務業務・浄水業務など
化学：水質業務など
日時：9月19日（日） 会場：佐賀県立佐賀工業高等学校（予定）
試験の詳細は、企業団のホームページに掲載しています。
佐賀西部広域水道企業団 総務課 〒849−0201 佐賀市久保田町大字徳万1869番地
電話 0952-68-3181
http://www.sagaseibu-suidou.or.jp/

採用試験 佐賀県町村会職員募集
職
種
採用人数
受験資格

社会人入学試験（前期）
募 集 人 員 35人
【高校推薦・社会人（前期・後期）･一般入試（前期・後期）合わせて】
問 武雄看護学校 准看護科 TEL 0954-23-7171
受 験 資 格 年齢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 8月16日（月）〜27日（金）（受付9：00〜16：00）
試 験 日 9月4日（土）
試 験 会 場 武雄看護学校

一般事務
1人
平成6年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人で、佐賀県内に居住している人または
就学・就職等で県外に転出しているが、両親等の保護者が佐賀県内に在住している人
(1) 日時 9月19日（日）10:00〜12:40
(2) 会場 佐賀県立佐賀工業高等学校（予定）
(3) 試験内容 筆記試験および適性検査
10月下旬以降（面接試験、作文試験等）
令和4年4月1日
7月12日（月）〜8月13日（金） 8：30〜17：15（土日を除く）当日消印有効
※申込書は、本会で交付します。受験資格等詳細については、お問い合わせください。
佐賀県町村会 TEL 0952-23-3219 URL http://www.saga-ck.gr.jp/

試験
試
試
受
試

験
験

会
験

験

科

佐賀県下水道協会排水設備工事
責任技術者試験
日
場
料
目

10月5日（火）
佐賀市文化会館 3階大会議室
8,000円
下水道に関する一般知識、排水設備に関する法令・事務手続・設計および施工・
維持管理について

申込書配布期間
配 布 場 所
受 付 期 間
申 込 方 法
そ
の
他

8月2日（月）〜20日（金）
白石町役場生活環境課
8月2日（月）〜20日（金）（当日消印有効）
佐賀県下水道協会へ郵送で申し込み
試験申込手続・手数料等など詳しくは試験案内をご覧ください。
◎受験講習会を開催します
と き 9月29日（水）
会 場 佐賀市文化会館 3階大会議室
受講料 5,000円 ※別途テキスト代2,500円（各自で直接購入）
問 佐賀県下水道協会 TEL 0952-33-1330

広報白石 R3・8
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「家族講座」
のご案内

〜精神疾患をお持ちの人を
支える家族のために〜

精神疾患の人への接し方などについて悩んでいることはありませんか？
この講座では、精神疾患を持つ人の家族や支援する地域の皆さんが、こころのゆとりを取り戻せるよう、
勉強や情報共有をしたり、
参加者同士が交流することを目的としています。

消費生活情報

一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に！
【一方的な送り付け行為への対応3箇条】
・商品は直ちに処分可能

日 時 9月14日
（火）
13：30〜15：15（受付13：15〜）
場 所 武雄総合庁舎 別館2階大会議室
内 容 （1）
家族講座
講演①
「障害福祉サービスの利用について」
（13：30〜14：10）
講師 友朋会 就労支援センター希望 精神保健福祉士 三根知起 氏
講演②
「家族の立場から伝えたいこと」
（14：10〜14：25）
講師 佐賀県精神保健福祉連合会 会長 松田孝 氏
（2）
参加者交流会 （14：35〜15：15）
※家族講座のみの出席もお待ちしています。
対象者 精神疾患を持つ人の家族
９月７日
（火）までに
精神疾患を持つ人々を支える地域の支援者
お申し込みください。
参加料 無料
主 催 鹿島藤津地区精神保健福祉連合会（鹿陽会）
共 催 杵藤保健福祉事務所
その他 出席する場合は、マスクの着用をお願いします。風邪の症状等があ
る人は、
出席をご遠慮ください。新型コロナウイルス感染症の状況
によっては、
中止する可能性があります。
申込・問

杵藤保健福祉事務所 精神保健福祉担当 TEL 0954-22-2105

依存症フォーラムに参加しませんか （第14回 佐賀アディクションフォーラム）
【テーマ】
絶望・不安から希望へ 〜仲間と出会えて〜

お酒・ギャンブル等・薬物などの依存症は専門医療機関や地域の相談窓口、自助グループにつながり、様々
な助けを借りることで回復可能な病気です。また、誰にでも起こりうる身近な問題でもあります。
依存症でお悩みの本人や家族、医療や行政の支援者の皆さんの参加をお待ちしています。

日 時 9月12日
（日）13：00〜16：00（受付 12：30〜）
場 所 アバンセ ホール（佐賀市天神三丁目2-11）
内 容 ◎講演「絶望・不安から希望へ 〜仲間と出会えて〜」

講師 川上 春実 氏（ジャパンマック福岡 統括施設長）
◎お酒・ギャンブル等・薬物 の依存症当事者や家族の体験談
テーマ
「ミーティングについて語ろう」

参加費無料、
申し込み不要
（定員 150人）

※新型コロナウイルス感染症対策のため、
会場ではマスク着用をお願いします。
体調不良や発熱等の
症状がある場合は、
参加をご遠慮ください。
また、
感染拡大状況によっては開催中止となる場合もありますのでご了承ください。
問
28
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佐賀県精神保健福祉センター TEL 0952-73-5060

188

消費者ホットライン…局番なし

・事業者から金銭を請求されても支払不要
・誤って金銭を支払ってしまったら、すぐ相談
＜ひとこと助言＞
★改正前の規定では注文や契約をしていないにもかかわらず、
金銭を得ようとして一方的に送付された
商品について、
消費者はその商品の送付があった日から起算して14日が経過するまでは、
その商品を
処分することはできませんでした。
令和3年7月6日の特定商取引法改正で、
消費者は直ちに処分するこ
とができるようになりました。
★支払い義務があると誤解して支払った場合、
金銭の返還を請求することが可能です。
対応に困ったら
白石町商工観光課や消費生活センターにご相談ください。
（消費者ホットライン188）

■白石町消費生活相談のご案内■
白石町の開催日は毎週木曜日です。
白石町

日時：8月 5日（木）・12日（木）
19日（木）・26日（木）
10:00〜16:00
（12:00〜13:00は昼休み）

場所：役場庁舎1階 相談室１
電話 0952-84-7123
当日は電話での相談も受け付けています。
「消費生活相談」と伝えてください。

江北町・大町町

※開催日や会場は変更になっている
場合があります。それぞれの役場
にお問い合わせください。

日時：火曜日・水曜日
10：00〜16：00

（12:00〜13:00は昼休み）

場所：江北町公民館 談話室
電話 0952-86-5615

大町町役場１階 第３会議室
電話 0952-82-3112

上記の日程以外でも、商工係では毎日相談や情報提供を受け付けています。
佐賀県消費生活センターでは、土日・祝日も相談を受け付けています。
（年末年始は休みです）
※相談する場合は、新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため、
マスク着用のご協力をお願いします。

問

8月の相談日
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

9月の相談日

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
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くらしのカレンダー

August
2021

※7月15日現在の予定です。今後、変更になる場合もありますので、
ご了承ください。

職業訓練受講生募集（10月入所生）
★保健行事予定
◆相談会
●町行事予定

8 山の日

15

22

29

9 振替休日

相 役場1階相談室1

交 白石町交流館

ミ 役場１階ミーティング室1

ゆ ゆうあい館

大 役場3階大会議室

元 元気のたまご

健 白石町健康センター

有公

総 白石町総合センター

楽 楽習館

10

11

16

17

●献血バス
役場１階
エントランスホール
9：30〜11：30
13：00〜16：00
★子育て相談室
「すくすく相談」
13:15〜事前申込者

●駐在員会
大 9：00〜
●日本語交流会
元19：30〜21：00

23

30

有明公民館

18

24

★2歳6ヵ月児歯科健診
〈受付〉12：50〜13：30
［H30.12〜H31.1月生］
母子健康手帳・問診票
（希望者へのフッ化物塗布実施）

31

25

●福富地域
子ども浮立大会
ゆ 9：00〜11：00
◆法律相談
10：00〜12：00

1

6

7

◆人権相談・行政相談
9:00〜12：00

5

6

12

13

14

◆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

●おはなし会
ゆ おはなしのへや
10：30〜

19

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
［R2.1月生］
母子健康手帳・問診票・尿

●認知症カフェ
おれんじ茶屋
老人福祉センター
10：00〜11：30

26

◆消費生活相談
10：00〜16：00
★乳児健診
〈受付〉13：15〜13：40
［R3.4月生］
母子健康手帳・
健やか親子21アンケート

27

★3歳6ヵ月児健診
〈受付〉12：45〜13：15
［H29.12月生］
母子健康手帳・問診票・尿

3

8

9

●日本語交流会
元 19：30〜21：00

8月 8日
9日
15日
22日
29日
9月 5日

日･山の日
月・振替休日
日
日
日
日
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◆女性のための
総合相談
相 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

施

0952８４-７１１６

放送大学10月入学生募集
放送大学はテレビ・インターネットで授業を行う
通信制の大学です。
10代から90代の幅広い世代、
全
国で約9万人の学生が、
大学を卒業したい、
学びを楽
しみたいなど、
様々な目的で学んでいます。
ただいま10月入学の学生を募集しています。
資料
を送付しますので、
お気軽にお問い合わせください。
■出願期間 第 1 回 8 月 31 日まで
第 2 回 9 月 1 日〜 14 日
■申込・問合せ先 放送大学佐賀学習センター
TEL 0952-22-3308

6月末現在

設

武岡病院
池上内科
坂本内科医院
原田内科医院
古賀小児科内科医院
戸原内科

保健福祉課
健康づくり係

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技術セミナー（採血・注射）を実
施します。
■日時 9 月 10 日（金）9:30 〜 12:30
■定員 8 人程度
■申込締切 8 月 27 日（金）
■申込・問合せ先
公益社団法人 佐賀県看護協会
TEL 0952-51-3511

江北町
白石町
大町町
白石町
江北町
大町町

0952-86-3013
0952-87-2107
0952-71-3060
0952-87-3737
0952-86-2533
0952-82-2051

犯罪発生件数
うち窃盗犯
窃盗犯の主なもの

30

曜 日

28

●おはなし会
ゆ おはなしのへや
10：30〜

10

◆消費生活相談
相 10：00〜16：00

■募集科名・定員
ものづくりベーシック科 ※15人
電気設備施工科
15人
※ものづくりベーシック科は1日4時限の短時間訓練
■訓練期間
ものづくりベーシック科
10月5日（火）〜1月21日（金）
電気設備施工科
10月5日（火）〜3月29日（火）
■募集期間 8月26日（木）まで
■入所選考 9月2日（木）
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

看護職再就業支援セミナー

◆消費生活相談
相 10：00〜16：00

日曜・祝日在宅医 ※都合により変更になる場合があります。
6月 日

7

◆消費生活相談
相 10：00〜16：00

2

★2ヵ月児相談
〈受付〉13：00〜13：30
［R3.6月生］
母子健康手帳、出生届の
時の資料、育児やこころ
の健康チェック票

5

情報EXPRESS

8/ 5▶ 9/ 10

44件
30件

前年比
前年比

−1件
−2件

4件 前年比 −1件
自転車盗
6件 前年比 ＋3件
万引き
3件 前年比 −2件
車上ねらい
空き巣、忍込み等
8件 前年比 ＋4件
無施錠による車上ねらい被害が増えています。
自転車や自宅等の確実な施錠をお願いします。

高齢者活躍人材確保育成講習

【パソコン講習】
（水）
〜10日
（金）
3日間
■日時 9月8日
■場所 みやき町勤労青少年ホーム
■内容 パソコンの基本的な操作と業務用ソフト
の使い方を学ぶ講習
（金）
■申込締切日 8月27日
【マンション施設管理員養成講習】
（火）
〜30日
（木）
3日間
■日時 9月28日
■場所 神埼市千代田交流センター
マンション
■内容 マンション等の管理員の役割、
の建設設備の仕組み、
清掃作業の実習を取
り入れた講習
（金）
■申込締切日 9月17日
■受講対象者
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をする人
■受講料 無料
■申込・問合せ先
公益社団法人 佐賀県シルバー人材センター連合会
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 9 月 2 日（木）
■場所 ハローワーク武雄 2 階
【鹿島会場】
■とき 9 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

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）
13:00〜16:00
■日時 8月15日
佐賀県労働会館3階
会議室
■場所

■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。
広報白石 R3・8
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8月に誕生日を迎えるお子さんを紹介します

しげどみ かりん

重富 香凜ちゃん

しげどみ かなと

3歳

（平成30年8月5日生まれ）
3歳のお誕生日おめでとう！お喋
りが凄く上手になった香凜ちゃ
ん。これからも沢山の笑顔を見せ
てね^ ^

重富 奏杜 くん

さいつ

西津 武輝 くん

1歳

（令和2年8月9日生まれ）
1歳のお誕生日おめでとう！食べ
るのが大好きでいつもモリモリ食
べ る 奏 杜 く ん 。こ れ か ら も 元 気
いっぱい遊ぼうね^ ^

たけき

4歳

（平成29年8月24日生まれ）
たけちゃん、
お誕生日おめでとう！
これからも兄弟仲良く元気いっぱ
い遊ぼうね。

10月生まれの子どもの写真を募集します♪

対象 町内在住、就学前まで
9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）

●世帯
●人口
男性
女性

7,747世帯 （＋6）
22,226人 （−16）
10,533人 （−8）
11,693人 （−8）
R3年6月末現在（対前月比）

32
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し

ろい

※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。

し キッ

ズ ◎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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