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 今が旬！スイートコーンを手にハイポーズ　［写真］福富中学校スイートコーン種まき・収穫体験

広報白石
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　60歳～64歳の人への接種券の発送を6月28日に完了しました。

※町内のワクチン接種医療機関および予約
　の方法は、接種券に同封しているチラシ
　でご確認ください。
※入院や施設に入所中の人は施設等に相談
　してください。

　どちらも、前後に他の予防接種を行う場合は、原則として13日以上の間隔を置いてください。他の予防接種と
の同時接種はできません。
　現在、武田/モデルナ社製ワクチンは、大規模接種会場・職域接種会場で使用されています。白石町の個別接種
・集団接種はファイザー社製です。（今後、変更の可能性もあります）

　令和3年5月21日に厚生労働省が新型コロナ予防接種に使用するワクチンに、武田/モデルナ社製
のワクチンを正式に承認しました。すでに接種が行われていたワクチンは、ファイザー社製です。
　それぞれのワクチンの特徴は次のとおりです。

新型コロナウイルスワクチン副反応等相談センター　
【日本語での相談】電話 0954-69-1105　対応時間 8:30～17:00（平日、土日・祝日含む）
【筆談での相談】　FAX 0952-25-7268　対応時間 8:30～17:00（平日のみ）　
【多言語での相談】電話 092-286-6823　対応時間 8:30～17:00（平日、土日・祝日含む）
　　　　　　　　　相談形態：相談者・電話通訳者・県コールセンターの三者間通訳会話
　　　　　　　　　対応言語：英語・中国語・韓国語など18言語

【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。

【12歳～59歳の人へ】
（令和4年3月31日現在の年齢）

白石町「新型コロナウイルスワクチン接種」について
接種費用

無 料
6月30日現在

接種券が届き次第予約を受け付けます
接種は完全予約制ですワクチン接種までの流れ

https://v-sys.mhlw.go.jp

今後の接種券発送スケジュール
予約開始日

接種券到着後
順次予約開始

希望の医療機関で接種できる 希望の医療機関で接種できない

医療機関に直接予約、接種

個別接種へ 集団接種へ（電話かWEBで予約する）
年代

50歳～59歳

40歳～49歳

30歳～39歳

16歳～29歳

12歳～15歳

発送日

7月2日(金)

7月7日(水)

7月12日(月)

7月12日(月)

接種券準備中
準備でき次第発送

　59歳以下の人については、県の接種支援会場の開設や、職域接種、学生の夏休み期間中の接種などを
想定して接種券を発送します。町の個別接種や集団接種では、ワクチンの供給量が未定のため、接種券が
届いてもすぐに予約が取れないことも考えられますが、ご了承ください。※県の接種支援会場での接種
については、県ホームページでご確認ください。
　また、今年度12歳になる人は、誕生月の翌月に発送する予定です。（発送スケジュールはやむを得ず変
更することもあります。）

※接種は本人の同意が必要です。接種券に同封している「新型コロナワクチンの説明書」をよく読んで
　接種を決めてください。12歳～15歳の人が接種する場合は、原則保護者の同伴が必要です。

　白石町では基礎疾患がある人、高齢者施設等の従事者、保育士や教職員など子どもと関わる

職業の人、ゴミからの感染リスクを考慮する必要がある衛生処理業務従事者等には優先的に接

種券を発行しています。必要な人は白石町役場保健福祉課健康づくり係にご連絡ください。

集団接種会場で接種
　場所　白石町総合センター
　受付（月曜～金曜）12:45～14:15

（土曜日）  　13:45～15:15
※祝日も実施することがあります。予約時にご
　確認ください。

ワクチンの種類

有効性

接種対象年齢
接種方法

接種回数

接種間隔

主な副反応

ファイザー社製

発症予防効果95％
12歳以上
三角筋に1回0.3mLを接種
2回

1回目の接種後、通常3週間後に2回目を接種

3週間を超えた場合はできるだけ速やかに
2回目を接種する
頭痛、関節・筋肉の痛み、接種部位の痛
み、疲労、寒気、発熱等

武田/モデルナ社製

発症予防効果94％
18歳以上
三角筋に1回0.5mLを接種
2回

1回目の接種後、通常4週間後に2回目を接種
4週間を超えた場合はできるだけ速やかに
2回目を接種する

接種部位の痛み※、頭痛、関節・筋肉の痛み、
疲労、寒気、発熱等
※接種直後よりも接種翌日に痛みを感じる人
　が多い。接種後1週間程度たってから痛み
　や腫れなどが起きることもあります。

新型コロナウイルス感染症の発症を予防

1回目と同じワクチンを受ける

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
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問 総務課 危機管理・防災係　TEL 0952-84-7111

「自らの命は自らが守る」適切な避難行動をとりましょう「自らの命は自らが守る」適切な避難行動をとりましょう
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　毎年各地で異常気象や地震による災害が発生しています。
　災害時は、飼い主自身の安全を確保したうえでペットを守る行動をしてください。
　ペットの “しつけ” や “災害に対する備え” は重要です。日ごろからケージ（檻）やキャリーバッグ
に入ることに慣らしておくと、避難するときに素早い対応ができるようになります。

◆ペット用品の備蓄はありますか？
　ペットを連れた避難を想定し、ケージ（檻）、キャリーバッグ、ペットフード、トイレ用品などを準備  
　してください。
◆迷子にならないよう、ペットには飼い主を示すものを付けていますか？
　（犬）登録鑑札・（犬）狂犬病予防注射済票、迷子札、マイクロチップなど飼い主を示すものを装着し
　てください。
◆ペットがいる場所の周りに危険はありませんか？
　例）屋外でつないでいる場所周辺、ブロック塀などは大丈夫ですか。
　　　室内の棚など、倒れたり物が落ちたりする心配はありませんか。

ペットの災害対策

犬の場合 猫の場合

町では今年度から、避難所開設時に
　　　　　　　  ペット同行避難の受け入れを行います

ペットが逃げないように
上部の屋根があるケージ

【ペット同行避難とは…】　災害時に飼い主とペットが安全に避難所まで避難すること。
　避難所内の同じ室内で飼い主とペットが一緒に過ごすことはできません。
　ペットは、ケージ（檻）やキャリーバッグに入れた状態で飼い主とは別の場所（役場倉庫内）での避難
　となります。
　飼い主の避難先は、原則《白石町総合センター》または《白石町健康センター》となります。

【同行避難に必要なもの】
　ペットを入れるケージ（檻）またはキャリーバッグ、えさ、容器、ペットシーツなど必要物資は飼い主
　が準備をしてください。　
　※ケージ（檻）またはキャリーバッグを準備できない場合はペットの受け入れはできません。
　※リード（ひも）だけでの受け入れはできません。

【受け入れ対象ペット】　　　犬　および　猫　
　ただし、犬は大きさ・種類によっては受け入れ
　できない場合もあります。

【同行避難の受付】
　避難所の開設後から受付を行います。
　必ず同行避難する前に担当係まで電話してください。

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

問
生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118
総務課 危機管理・防災係　TEL 0952-84-7111

問 白石消防署 予防係　TEL 0952-84-3283

■パソコン・スマートフォン版ホームページ

https://www.kyuden.co.jp/td_index
■携帯電話版ホームページ

http://kyuden.jp/tdmb_index

台風時の停電情報をチェック！

メールサービス

停電への備え

災害が起きたら

台風による停電時には、電話がつながりにくくなることがあります。
台風等非常災害時の停電情報は下記のホームページでもご確認いただけます。

・強風で飛ばされるおそれがあるものは、
あらかじめしっかり固定しましょう。
・普段から分電盤の位置を確認しておきましょう。
通常、分電盤は玄関・台所・脱衣所・廊下等の上部に
設置されています。

切れた電線は感電のおそれがあり大変危険です。
絶対に触らず九電送配へご連絡ください。

傷ついたり、水につかった電気器具、
コードは漏電や火災の原因となります。
必ず電気店などで点検ください。
（注）集中豪雨時等もご注意ください。

停電時に必要なもの（例）
□携帯ラジオ　□懐中電灯　　□飲料水
□乾電池　□携帯電話の充電器（電池式）
□ため水（生活用水）

台風による停電時には、ご登録いただいた
メールアドレスに停電情報を配信いたします。
詳しくは、上記ホームページをご覧ください。

「九電送配」で検索してください。

10年経ったら
交換を！

設置する場所（例）

寝室寝室

階段階段

点検方法
　設置が必要な場所は、寝室・
階段等※です。

※階段は、寝室が2階以上に　
　ある場合に必要です。

　ひもを引っ張ったり
ボタンを長押しすると、
音声などで正常に作動
するかどうかを知らせ
てくれます。

　住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから、令和３年６月１日で10年を迎えました。
　※住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を感知しなくなることが
　　ありますので、機器本体を取り替えましょう。

検索九電送配

ご登録は
コチラから！

台風時の停電に備えましょう！九電送配からの
お知らせ

命を守る

住宅用火災警報器
設置していますか？点検していますか？

命を守る

住宅用火災警報器
設置していますか？点検していますか？
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空き家を所有することになったら適正に管理しましょう
　新型コロナウイルス感染防止のため「新しい生活様式」①身体的距離の確保②マスクの着用③手洗いの実施
や3密（密集、密接、密閉）を避ける等の対策と、暑さを避け水分を取るなどの「熱中症予防」を両立させましょう。

　近年様々な事情で、町内でも空き家が増えています。空き家問題は他人事ではなく、誰もが相続の関係で空
き家の所有者となる可能性があります。
　空き家を所有したら、建物の劣化を防ぐとともに周囲へ迷惑をかけないためにもしっかり管理することが
必要です。

●まずこれだけはやっておこう
　【近所への声かけ】
　　空き家になる場合は近所にその旨を伝え、緊急の連絡先を伝えておきましょう。近所の目によって不法侵
　入などの回避につながります。
　【不審者の侵入防止】
　　空き家への不法侵入などを防ぐため、しっかりと施錠しましょう。また庭や植栽などを手入れして見通し
　をよくしたり、センサー付きの照明を設置するなどの対策をしましょう。

●定期的に手入れをしましょう
　空き家は定期的な点検・手入れが必要です。月に一度程度を目安に点検や手入れを行い、台風や大雨などの
後も状況を確認しましょう。
　【空き家外部】
　　・郵便物整理　ポスト、玄関への郵便物や配布物の整理
　　・敷地内清掃　敷地内の落ち葉やごみの掃除
　　・草刈りや庭木の剪定　草刈り、越境している枝・ツルの剪定や庭木の剪定
　【空き家内部】
　　・通風や換気（1時間程度）　窓や収納扉（押入やクローゼット）の開放、換気扇の運転
　　・通水（3分程度）　各蛇口を通水し、防臭や防虫のため排水口に水を流す
　　・清掃　室内の簡単な清掃、家財の整理

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

「新しい生活様式」での「熱中症予防」が必要です「新しい生活様式」での「熱中症予防」が必要です

マスク着用で、熱中症のリスクが高まります

暑さを避けましょう

　マスクをつけると皮膚からの熱が逃げにくくなり、気づかないうちに脱水になるなど、体温調節が
しづらくなっています。

ウイルス感染対策は忘れずに次のことに注意しましょう。

暑さに備えた体づくりと日頃から体調管理をしましょう

その他にも、熱中症を予防するために次のことにも気を付けましょう。

・毎朝など、定時の体温チェックと
  健康チェック
・体調が悪いときは、無理せず自宅で静養

エアコン使用中もこまめに換気をしましょう
（エアコンを止める必要はありません）

・窓とドアなど2ヵ所を開ける
・扇風機や換気扇を併用する

・涼しい服装、日傘や帽子
・少しでも体調が悪くなったら、
  涼しい場所や日陰へ移動

●屋外で人と2ｍ以上（十分な距離）離れているときは、マスクを外しましょう
●マスク着用時は激しい運動は避けましょう
●のどが渇いていなくてもこまめに
　水分補給をしましょう
●気温、湿度が高いときは
　特に注意しましょう

問 総合戦略課 重点プロジェクト係　TEL 0952-84-7132

高齢になるにつれて家庭内での事故が起きやすく
なるため、早めのバリアフリー化対策が大切です。
どんな対策やリフォームが必要なのか建築士に相
談してみませんか？
住宅に関することなら何でも、窓口または電話で
相談を受け付けています。気軽にお問い合わせく
ださい。

建築士による
無料住宅相談
　　　　 のご案内

窓口設置日 毎週水曜日、日曜日(9：00～17：00)

佐賀県在宅生活サポートセンター
(さがサポセンターいきいき館内)
佐賀市神野東2丁目6番1号

0952-30-2055相談窓口
連絡先

場　　所

出前住宅相談

■窓口設置日　
　月曜日～金曜日（9：00～17：00）※祝日を除く
■相談窓口連絡先　
　0952-26-2198（建築士会）
　0952-22-3541（事務所協会）
■場所　
　住まいまで出向き相談に応じます。

住まいは人の生命・健康に大きく関わっています。
住まいの安全についてサポーター登録建築士に
相談してみませんか？
建築士が現地に出向いて相談に応じます。
気軽にお問い合わせください。
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日本脳炎の予防接種に関するお知らせ

問 住民課 保険係　TEL 0952-84-7115

年に1回 後期高齢者『健康診査』を受けましょう

健診対象者…昭和21年4月1日までに生まれた人

健診内容………問診、身体計測、血液検査、尿検査など
料　金…………無料
健診場所………県内医療機関（要予約）
健診期間………7月1日（木）～令和4年2月28日（月）
持参するもの…受診券、受診票(問診票)、後期高齢者医療被保険者証

　生活習慣病などの早期発見・重症化予防のため、後期高齢者医療制度加入者を対象に健康診査を実施します。
　高血圧や糖尿病などの生活習慣病は自覚症状がなく重症化し、突然、脳卒中や心筋梗塞などに至ることがあ
ります。
　ぜひ、年1回の健康診査を受けて、いつまでも健康な生活を送りましょう。対象者には、6月下旬に受診券・受診
票を送付しています。

※病院や診療所に半年以上継続して入院している人
※特別養護老人ホームなどに入所している人

※昭和21年4月2日～昭和21年9月30日生まれの人、65歳～74歳までの障がい認定による後期高齢者医療
　制度の被保険者の受診券等は、10月下旬に送付する予定です。

「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症対策をしながら、かわいい夏の飾りを作ってみましょう♫
　お子さんも一緒に、ママ友づくりに気軽に参加してくださいね。

日　　時

場　　所

内　　容

対　　象

申込期間

7月12日（月）10:30～11:45

ゆめてらす（交流館）デイルーム

みんなで制作　～夏の吊るし飾り作り～
※お子さんの写真を1～2枚ご持参ください。

4ヵ月～3歳未満の子をもつ母親・10人

電話受付（土日、祝日を除く）で、先着10人
※次回は8月2日（月）開催です。
　臨床心理士による子育て講座を予定しています。ぜひ、この機会にお申し込みください。
※ママは、マスクを着用ください。

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

問 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

　ウイルス性の急性脳炎で、突然の高熱や頭
痛、嘔吐、意識障害およびけいれん等が主な症
状となります。感染者の100～1000人に1人
が脳炎等を発症すると考えられています。日本
脳炎ウイルスをもっている蚊（コガタアカイエ
カ）に刺されることで感染します。

　今年度はワクチン供給量の影響で、1回目と2回目の接種が優先されます。また7歳半、13歳、20歳
の年齢が近づいている人も定期接種として受けられる年齢の上限に近づいているため優先接種の対
象となります。
　なお、3回目・4回目接種の人は令和4年度まで接種をお待ちください。

～日本脳炎の予防接種が最も効果的～
　合計4回の接種が必要です。1期接種は3歳の
時に2回（1回目・2回目）、その後おおむね1年
の間隔をおいて1回接種（3回目）します。2期は
9歳の時に1回接種（4回目）します。 
※平成13年4月2日～平成19年4月1日生まれの人
　は、20歳の誕生日の前日まで定期の予防接種とし
　て日本脳炎の未接種分を接種できます。

〇蚊が屋内に侵入しないように網戸の使用や、特に夕方から夜にかけて窓
　や戸の開閉を少なくしましょう。
〇戸外へ出かける必要があるときは長袖・長ズボンを着用したり、虫よけ
　スプレー等をこまめに使用したりするなどの対策をおすすめします。

【日本脳炎とは？】 【予防法】

予防接種をする際は、必ず医療機関に予約をしましょう

蚊に刺されないように
工夫しましょう

健診を受ける
必要がない人

問 住民課 保険係　TEL 0952-84-7115
佐賀県後期高齢者医療広域連合　TEL 0952-64-8476

佐賀県国民健康保険、後期高齢者医療被保険者証更新のお知らせ
　今お持ちの被保険者証の有効期限は、令和3年7月31日までです。
　新しい被保険者証は、7月中に簡易書留または直接渡しますので、8月から使用してください。今お
持ちの被保険者証は7月31日まで使用して、その後は裁断などをして確実に廃棄してください。
【お願い】
　　新しい被保険者証が届いたら、住所・氏名・性別・生年月日の確認をお願いします。
　もし、記載内容に誤りがある場合は、住民課保険係までご連絡ください。

佐賀県国民健康保険、後期高齢者医療制度の限度額適用・
標準負担額減額認定証を持っている皆さんへ
　国民健康保険や後期高齢者医療制度の限度額適用・
標準負担額減額認定証の有効期限は令和3年7月31日
までとなっています｡
　右表を確認し、不明な点があればお問い合わせくだ
さい。
　被保険証や認定証を紛失する人が多発しています。
失くさないよう大切に保管してください。

（7月31日まで） 紫色 （8月から） 黄色

（7月31日まで） 桃色 （8月から） 緑色

国民健康保険

後期高齢者医療

 保険証種類

国民健康保険

後期高齢者医療

必要

不要

　　手 続 き

住民課保険係

※既に持っている人で
　区分の変更がない場
　合は被保険者証と一
　緒に郵送します
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8月から、特定入所者介護（介護予防）サービス費
（施設サービス等の食費・居住費等）の負担限度額が一部変わります。

8月サービス分から、高額介護サービス費の上限額が一部変わります。

対象者
　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である人（申請不要）
　②①のほか、対象児童（令和3年3月31日時点で18歳未満の子（障がい児は20歳未満）の養育者で、
　　以下のいずれかに該当する人（申請必要）
　※令和3年4月以降令和4年2月末までに生まれる新生児も対象
　　・令和3年度分の住民税均等割が非課税である人
　　・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、令和3年度分の住民税均等割が非課税
　　　である人と同様の事情にあると認められる人（家計急変者） 
給付額
　児童1人につき一律5万円
※詳しくは、町ホームページをご覧ください。

その他の合計所得金額※1＋課税年金収入額＋非課税年金収入
額が80万円以下の人かつ、預貯金等の金額※2が650万円(夫婦
で1,650万円)以下の人

その他の合計所得金額※1＋課税年金収入額＋非課税年金収入
額が80万円を超え120万円以下の人かつ、預貯金等の金額※2

が550万円(夫婦で1,550万円)以下の人

その他の合計所得金額※1＋課税年金収入額＋非課税年金収入
額が120万円を超える人かつ、預貯金等の金額※2が500万円
(夫婦で1,500万円)以下の人

　介護保険施設を利用する際の食費や居住費等は利用者本人の負担ですが、所得が低い人は申請し認定を受
けることで負担が軽減されます。
　この制度の対象者は、世帯全員（別世帯の配偶者を含む）が住民税非課税で、かつ、預貯金等の金額が基準額
以下の人です。利用者負担段階によって食費や居住費等の負担限度額が異なります。

　利用者が同月内に受けた在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担の合計が利用者負担の上限を超え
た場合、申請し市町が認めたときは超えた分が高額介護サービス費として支給されます。

　現役並み所得者の場合、これまで一律に
１月あたり44,000円でしたが、区分が細
分化され右のように変わります。

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による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、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

問 介護保険事務所 給付係　TEL 0954-69-8221
長寿社会課 高齢者係　TEL 0952-84-7117

問 住民課 住民係　TEL 0952-84-7115
日本年金機構 武雄年金事務所　TEL 0954-23-0121問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

◆所得が一定以下の人
◆天災、失業等の理由で、保険料を
  納付することが著しく困難な人
◆所得が一定以下で保険料を全額
  納付することが困難な人
　（一部免除）
◆50歳未満で学生以外の人
　（納付猶予制度）

•年金手帳
•雇用保険受給資格者証または離
職票（会社などを退職した人）
•印鑑（認印）

国民年金
だ よ り

免除申請の対象者

所得による免除の基準

申請時に持参するもの
免除の種類

全額免除

3/4免除

半額免除

1/4免除

67万円

78万円

118万円

158万円

0円

4,150円

8,310円

12,460円

所得の目安
（参考：単身者の場合
控除額を除く）

月額保険料
（令和3年度の額）

　経済的な理由などから国民年金保険料を納付することが困
難な人は免除申請ができます。
　保険料を未納のままにしておくと、老齢年金の他に障害年金
や遺族年金も受けられない場合があります。免除または猶予を
希望する人は住民係窓口で申請の手続きをお願いします。
　なお、免除や猶予は申請者本人の所得の他に、世帯主や配
偶者にも所得制限があります。世帯構成人数等で制限額が異
なりますので、詳細はお問い合わせください。

※令和2年度以前を申請する場合は、全額免除の所得目安67万円を57万円に読み替えてください。
※「3/4免除」「半額免除」「1/4免除」を受けた場合、残りの保険料（納付すべき保険料）を期限ま
　でに納付しないと全額未納となります。
※「納付猶予」の所得基準は、全額免除の基準に該当する場合です。

時　　間 　8:30～16:30（月～金曜日）　　
予約受付　相談希望日の1ヵ月前から前日まで
予約番号　0570-05-4890【予約専用】
　　　　　または
　　　　　0954-23-0121【武雄年金事務所】
※予約をする時は、手元に基礎年金番号がわか
　る書類をご準備ください。

　日本に住んでいる20歳以上の人は国民年金
に加入し保険料の納付が必要です。
　国民年金制度の内容やメリット、保険料の
納付方法や免除手続きなどをわかりやすく動
画で案内しています。ぜひご覧ください。

≪出産の際の免除≫
　第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除になります。免除には届出が必要です。
　出産日が平成31年2月以降の人は忘れずに手続きをしましょう。

過去2年(申請月の2年1ヵ月前の月分)までさかのぼって申請できます。
過去2年間に国民年金保険料の未納期間がある人はご相談ください。

武雄年金事務所での手続き・相談は
予約をお願いします

日本年金機構からのお知らせ

ご存知ですか？
国民年金保険料免除制度

第2段階

◆次のように変わります。食費の基準費用額は1日あたり1,445円へ変わります。

※1合計所得金額から課税年金収入額に係る雑所得を差し引いた額
※2第2号被保険者は、全ての利用者負担段階で預貯金等の金額が1,000万円（夫婦で2,000万円）以下

390円／日 600円／日

650円／日 1,000円／日

1,360円／日 1,300円／日

第3段階

（
別
世
帯
の
配
偶
者
含
む
）

世
帯
全
員
が
住
民
税
非
課
税

利 用 者 負 担 段 階 施設
サービスの食費

短期入所
サービスの食費

年収約1,160万円以上の場合

年収約770万円～約1,160万円未満の場合

年収約383万円～約770万円未満の場合

140,100円／月

93,000円／月

44,400円／月
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ワンストップ就農相談会始めました！白石町で就農したい人へ

新一年生です。よろしくお願いします！

しろいし農業塾・いちごトレーニングファーム

連絡先　
白石町役場農業振興課　0952-84-7121　
JAさが杵藤園芸センター園芸指導課（白石地区）
　　　　　　　　　　　0952-84-5112

　トレーニングファーム三期生「大坪隆幸」です。武雄市から通
勤しています。20歳代の頃から「いちご栽培をやりたい」と思っ
ていましたが、なかなか夢への一歩が踏み出せず、もう50歳を過ぎてしまいました。
　長らく続けた運送業務をきっぱり辞めることは、一大決心で、家族も当初は反対していましたが、白
石地区いちごトレーニングファームの存在を知り、農業の基礎から学べ、家族一緒に働くことができる
ならと、応援してくれるようになりました。
　これまで、農業経験は全くなく分からないことばかりですが、まだ研修は始まったばかりです。ト
レーニングファームの若い先輩や白石町内のいちご農家で実習しながら経験談を聞かせてもらい、と
ても充実した毎日を過ごしています。
　先輩達が育てられたいちごの収穫やパック詰め等、初めての作業はとても新鮮で、ちょっと強く触る
と痛みやすいデリケートないちごです。気をつけながら商品としてのおいしいいちご作りをしていき
たいと思います。
　農業の専門用語も少しずつ理解できるようになってきました。一つ一つの作業に意味があり、効率よ
く作業出来るよう工夫したいと思います。
　2年間一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします。

おおつぼ たかゆき

　杵島地区青年農業者育成対策協議会では、白石町役場で毎
月第4木曜日にワンストップ就農相談会を開催しています。
　これまで就農を希望する人は、関係する複数の機関へ相
談する必要があったのですが、効率的かつ効果的に支援す
るため、相談を受ける関係者が集まり“ワンストップ”とした
ものです。

　“社会を明るくする運動”は、すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を
深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築こうとする全国的な運動で
す。
　白石町でも毎年、県知事メッセージの伝達式、町内広報パレード、社会を明るくする運動大会、また、小中学生

を対象に作文コンテスト等を開催しています。
　今年度も、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため「第71回白石
町社会を明るくする運動大会」は中止することになりました。この運動
の趣旨の輪を広げ、つないで、犯罪や非行を防止し、立ち直ろうとする
人を再び地域の輪に迎え入れて、責任ある社会の一員となるよう支え
ることで、誰もが活躍できる社会を築きましょう。　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
便で自宅へ郵送するので、役場へ取りに行く必要もなく便利です。
　近所・友人・グループ・自治会等お誘いあわせのうえ、ぜひご利用ください。
　詳しくは、6月に配布しているチラシをご覧ください。

【内容】
就農に必要な知識・資金、就農計画（国および県の支援策、研修、農地、国や県の施設・農業機械・
ハウス整備のための補助事業の紹介）など就農に必要な情報を提供します。
【相談対応】　　　　　　　　　　　　　　
・役場　・農業委員会　・JA　・杵藤農林事務所　・杵島農業改良普及センター　・融資機関
※必要に応じて随時参集します。

7月相談日　7月29日（木）
※事前予約が必要です。（1週間前締切）
　最善のスタッフがあなたの
お越しをお待ちしています。
気軽にお問い合わせください。

マイナンバーカードの出張申請受付を始めました

申込
・問

杵島農業改良普及センター　TEL 0952-84-3625
農業振興課 振興係　TEL 0952-84-7121

問 佐賀保護観察所 企画調整課　TEL 0952-24-4291
保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

問 住民課 住民係　TEL 0952-84-7115

問・申込 生涯学習課 生涯学習係　TEL 0952-84-7129

若い男女の出会いの場でもあった古代の行事「歌垣」にちなみ、「愛」の想いを込めた
短歌（五・七・五・七・七）を募集します。

　コンテストの詳細については、町ホームページ、または白石・福富・有明各公民館に置いている「応募はが
き」付き募集要項をご覧ください。
※収集した個人情報はコンテストの運営にのみ使用し、それ以外の目的に利用することはありません。

募集期間　9月30日（木）まで
部　　門　一般の部・高校生の部・中学生の部・小学生の部
短　　歌　一人2首まで
応募方法　はがきに短歌・住所・名前・電話番号を、児童生徒は学校名・学年もご記入のうえ、
　　　　　下記まで郵送またはご持参ください。
　　　　　〒849-1192　白石町大字福田1247-1
　　　　　　　　　　　　白石町教育委員会　生涯学習課　生涯学習係
投 稿 料    無料
選　　者　江副壬曳子・貞包雅文・塘　健（五十音順）
表彰内容　「歌 垣 賞 」　1首
　　　　　「最優秀賞」　各部門1首ずつ
　　　　　「優 秀 賞 」　各部門3首ずつ
　　　　　「秀　　作」　各部門6首ずつ　計41首
選考結果　令和4年1月中旬までに入賞者へお知らせします。
　　　　　入賞短歌41首を町ホームページに掲載します。

歌垣の里・白石 三十一文字コンテスト
第22回
うた　がき

あなたの「愛」を短歌で表してみませんか。

7月は再犯防止啓発月間です

～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～にご協力を

社会を明るくする運動

み そ も じひと

募集
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「旬の野菜を食べましょう」

ピーマンの煮びたし
　ピーマンには、ビタミンAやビタミンCなど細胞の働きを活性化してくれる
栄養素を豊富に含んでいるので、夏バテを防ぎ、疲労回復に効果を発揮します。
　旬の食材はおいしいだけでなく、栄養価も高くなるので、ぜひ取り入れる
ようにしましょう。

・ピーマン
・サラダ油
・めんつゆ（2倍濃縮）
・水
・酒
・削り節

……………………5個
………………小さじ 1

　…大さじ 2
………………………50㎖
……………………大さじ 1
……………………適宜

■材料：2人分

■作り方

①ピーマンは縦半分に切り、種を取り除く。
②フライパンにサラダ油を熱し、ピーマンの皮目に
　焦げ目がつくまで中～強火で焼く。
③焼き目がついたら裏返し、Aを加えてひと煮たち
　させ火を止める。
④煮汁ごと冷まして器に盛り、削り節をかける。

健康レシピ

カ おいしい
ン
タン

（1人分：エネルギー70kcal　塩分1.2g）

健康体操サロンNEWS　
　町では「白石町健康体操」を主な活動として実施している健康
体操サロンをサポートしています。今回は築切西分サロンを紹介
します。

代表者の声　（築切西分サロン代表　稲富千代子さん）
　健康は自分自身の力で守るものだと思っています。私が代表者でありますが、参加者には自主的に健康を
維持していただくように工夫しています。近年フレイル予防が重要課題ですので、今年度は筋力維持・向上
に視点を置いた活動を予定しています。
参加者の声
　運動も楽しみにしていますが、近所の人とのおしゃべりも楽しみにしています。健康づくりは楽しくなけ
ればいけないと思います。これからも頑張ります。

白石町健康体操を基本に実施していますが、
今年度は感染症対策として屋外で実施するグ
ランドゴルフを取り入れています。

白石町健康体操に比べ、やや強度が高いボール体操を実施しています。

●築切西分サロンの特徴

屋外活動

筋力向上
プログラムの実施

A

問 総合戦略課 白石創生推進係　TEL 0952-84-7132

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 総務課 危機管理・防災係　TEL 0952-84-7111

白石町町民協働によるまちづくり
須古地区地域づくり協議会設立総会

　6月6日、須古小学校体育館で須古地区地域づくり協議
会の設立総会が開催され、「須古地区地域づくり協議会」
が設立されました。令和元年度から話し合いを重ね、今
回、町内で初めての設立となりました。
　設立総会では、協議会規約や役員の選任、地域づくりプ
ラン、活動計画・予算が承認され、これから「須古地区地域
づくり協議会地域づくりプラン」の実現に向けて、須古地
区住民と関係者の協力のもと活動を進められます。

　7月12日（月）～21日（水）は夏の交通安全県民運動期間です。
　期間中は特に交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践しましょう。
　県内では交通死亡事故が多発しています。夜間だけでなく、昼間に外出する際も交通事故
に十分注意してください。

【須古地区地域づくり協議会地域づくりプラン】
～須古の魅力とやさしさで、みんなが住み続けたいまち～

❶子ども達が須古の中で活躍、活動しながらのびのびと育っている
　【子ども部会】
❷人にやさしく、災害に強いまちになった【防災部会】
❸須古地区のみんなが須古の自慢できる所を知っている、伝えている
　【須古の魅力づくり部会】

▲設立総会の様子

須古地区
地域づくり協議会が
目指すこと

夏の交通安全県民運動を実施します！！

白石町消防夏季訓練等を中止します

問 総務課 危機管理・防災係　TEL 0952-84-7111

　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、下記日程の訓練を中止します。

　　　　　8月  6日　白石町消防団事前幹部訓練
　　　　　8月21日　白石町消防夏季訓練
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 in  Shiroishiまちのわだい

来館者が気持ちよく過ごせるようにTopics

　5月28日、白石町老人クラブ連合会福富支部役員の皆さんが、福
富ゆうあい館の除草作業を行いました。
　集まった役員の皆さんは朝7時からの作業に、ゆうあい館の職員
と汗を流しながらも手早く草を刈り取っていき、ゆうあい館の周り
はすっきりときれいになりました。
　福富支部会長の永田敬貮さんは「コロナで集まれないことが多い
が、今日は元気な様子を確認しあえた。密にならないように気を付
けて作業ができた」と満足そうに話されました。

福富ゆうあい館除草作業

白石小3年生　総合的な学習

ヨーイヤサ～コーイヤサ～Topics

　6月2日、白石小学校3年生が八坂神社を訪問し、秀津浮立保存
会の副島さんから神社や「ひ～でん祇園」のことを学びました。
　児童たちは総合的な学習で地域の祭について学んでいて、神社
を見学した後、神社の歴史や祭について疑問に思ったことをグル
ープごとに質問しました。また、実際に夏祭で使われている山車
が公開されました。
　児童たちは7月13日の本祭で子ども神輿を担当し、かけ声をか
けながら会場周辺を練り歩く予定です。

▲皆さんのおかげできれいになりました

▲種まきの様子

▲収穫の様子

▲作業ありがとうございました

▲祭について学びました

　6月4日、佐賀花市場で第54回佐賀県花き園芸共進会の表彰式が
行われ、白浜学さんが一般草花部門で最優秀賞の県議会議長賞を
受賞しました。
　白浜さんはデルフィニウム「トリトンラベンダー」を栽培し、
藤色の大輪品種で長い花穂の上から下まで見事に開花が揃った草
姿が評価されました。
　表彰式後には町長に受賞を報告し、白浜さんが栽培されている
花を使ったフラワーアレンジメントを寄贈していただきました。

▲受賞おめでとうございます

第54回佐賀県花き園芸共進会　表彰式

一般草花部門で最優秀賞Topics

　県内JAおよびJA共済連から各市町へ顔認証体温計と消毒液ポン
プスタンドが寄贈され、白石町でも6月10日に贈呈式が行われま
した。
　これは、JAおよびJA共済連の地域貢献活動の一環として、安心
安全の環境づくりや新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に
役立ててほしいと寄贈されたものです。
　受け取った田島町長は「体温計等を庁舎入口等に設置して住民
の皆さんが安心して公共サービスを利用できる環境づくりに活用
させていただきたい」と挨拶しました。 ▲体温計等を寄贈していただきました

県内JAおよびJA共済連　顔認証体温計等贈呈式

安心して利用できる環境づくりに活用Topics

地元特産品の収穫体験
福富中1年生　農業体験学習

不法投棄撲滅を目指し
不法投棄廃棄物一斉清掃ボランティア

　6月8日、福富中学校1年生が農業体験学習でスイートコ
ーンの種まき・収穫体験を行いました。
　この学習は南区の溝上光一さんの圃場で行われました。
溝上さんは、定年退職後の平成21年から福富中学校生徒に
農業体験学習をされており、「進学などで地元を離れても
福富の農作物は素晴らしい」という誇りを持ってほしいと
生徒たちに伝えました。
　生徒たちは種まきと収穫を体験した後、袋詰め作業も行
い、自分たちで収穫したスイートコーンを嬉しそうに手に
取っていました。

　6月11日、佐賀県産業資源循環協会青年部による不法投棄廃棄物の清
掃ボランティア作業が行われました。
　当日は、協会青年部会員とプロバスケットボールチーム佐賀バルーナ
ーズの選手など35人が参加して須古地区嘉瀬川区の斜面に不法投棄さ
れていたごみが撤去され
ました。
　約3時間の撤去作業で生
活ごみやテレビ・冷蔵庫
・洗濯機などの事業系ご
みなど約1.5tのごみが撤
去され、元の景観を取り
戻すことができました。

白石町×サガン鳥栖　連携協定締結式を行います！
日時　8月9日(月)  18:00～（サガン鳥栖対FC東京 試合前）
場所　駅前不動産スタジアム 　　　　　観戦チケットの購入が必要　※入場には観戦チケットの購入が必要です。

※試合のキックオフは19:00～です。
ⒸSAGAN DREAMS CO.,LTD. 問 総合戦略課 白石創生推進係　TEL 0952-84-7132

▲山中に大量のごみ
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　ごみポスターにしたがって分別すると、リサイクルを円滑に行うことができます。あらためて、資源ごみ
を出すときの手順をご確認ください。

　自宅敷地内で発生する剪定枝の有効利用を促進し、一般廃棄物の減量を図るため、町民の皆さんへ剪定枝
粉砕機を無料で貸し出します。粉砕した剪定枝チップは、堆肥やマルチング資材として「ごみ」にすること
なく、自家処理することが可能となります。ごみ減量化に向け、多くの皆さんの利用をお待ちしています。

※カンで出せるものは、ジュ
　ースやビールのアルミ缶・
　スチール缶、缶詰の缶、粉
　ミルク缶、菓子缶などです。
※油缶やツナ缶など洗っても
　油の成分が付着したものは
　「もえないごみ」へ

※ドレッシング瓶や化粧品の
　瓶、油瓶、コップ等のガラ
　ス製品は「もえないごみ」
　へ
※取れないラベルはそのまま
　でかまいません。
※ビン小袋も販売しています。

再利用するにはきちんと分別することが大切です。
分別収集にご協力ください

ペットボトルを出す手順

ビンを出す手順

カンを出す手順

問 生活環境課  廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118

①キャップとラベルを外す

①中を空にして水で洗う

①中を水ですすいで、つぶさずに出す。

キャップは
「もえないごみ」へ

②中を空にして水で洗う ③つぶさないで出す

※汚れ（油など）のひどいもの、異物が入って
　いるものは「もえるごみ」で出してください。

キャップ・ラベルは
「もえるごみ」へ

キャップは
「もえないごみ」へ

捨てればごみ　分ければ資源
分別することで　リサイクルがスタートします！

日時 : 7月31日 (土)、8月1日 (日)
13:00～16:00

場所： 白石町役場東側テニスコート駐車場

■町内から発生した剪定枝葉に限ります。（木の根っこは持ち込み不可）

■造園業・剪定業の人の持ち込みはできません。　　　　　　　
■指定日時以外の持ち込みはできません。
■箱、袋、ひも、コンテナ等は必ず持ち帰ってください。
■紙くずなどのごみは取り除いてください。
■枝葉の荷降ろしは各自でお願いします。　　　　　
■荷台はロープでしっかり結ぶなど、枝葉が路上に落ちないようにお願いします。
■以下のものは受け入れできません。
　・よしず　・すだれ　・家具や建具の一部　・廃木材　
　・草や草花類　・葦　・籐製品（かごなどを分解しても不可）
■竹は分けて置いてください。
■処理料は無料です。

貸し出しについて
■対象者：町内に住所がある個人および町内の自治会等　
　※造園業・剪定業は除く
■貸出期間：貸出日から、最大1週間
■使用料金：貸し出し、使用に伴う料金は無料　
　※燃料代および運搬費用は使用者負担
■貸出機種：剪定枝粉砕機【型式：GS122G】
　　　・本体寸法 長さ162cm×幅73cm×高さ127cm
　　　・最大粉砕枝径 10㎝程度（ペットボトル500mlの太さくらい）
貸し出し手順について
　1．電話で予約する
 　　生活環境課廃棄物対策係へお申し込みください。
　　 予約状況等で貸し出しできない場合もありますので、必ず電話予約をしてください。
　2．貸し出しを受ける
 　　粉砕機の貸し出しを受ける際に借用申請書を提出し、粉砕機を受け取ってください。
　　　※軽トラック等、粉砕機を載せられる車で来てください。
　　　※運搬に使うアルミブリッジは、無料で貸し出します。
　3．返却する
 　　粉砕機を清掃し燃料（ガソリン）を補充して、貸出期間内に返却してください。

※受付時、運転免許証の提示をお願いします。

剪定枝葉収集実施のお知らせ

剪定枝粉砕機を貸し出しています！

問 生活環境課 廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118

※天候により中止の場合もあります。
（中止の場合は防災行政無線、行政放送でお知らせします）  

小雨
決行

20cm以下

＊次回は11月末を予定しています。
＊チップの配布はありません。役場でチップ機の貸し出しを行っていますのでご利用ください。

ごみの収集ではありません。ルールとマナーを守っていただくようお願いします。
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家庭でできる「水質改善」
水質汚濁は一般家庭からの“生活排水”も原因の一つとされています。  
地域の豊かな水環境を守るため、家庭でできることからはじめましょう。  
①ふきとる…食器や鍋の汚れは紙等でふきとってから洗いましょう。  
②流さない…油は紙等に吸わせたり市販の凝固剤で固めて処理しましょう。  

問 生活環境課  環境係　TEL 0952-84-7118

今日か
ら

実践し
て

みまし
ょう。

※下水道接続や合併浄化槽の設置も生活排水をきれいにできますが、
　一人ひとりが水質浄化に取り組むことも大切です。

町では、河川・水路の水質検査を行っています。（検査結果は、町ホームページ・生活環境課内に掲載しています）

白石町水質調査地点

※数値などの詳しい内容については、白石町ホームページをご覧ください。

もしも農業用機械や施設が被災した場合は・・・

被災状況の写真や修理などに支払った
領収書等を取っておきましょう。

　大雨や台風で農業用機械や施設の被害が
あった場合は、災害関連対策事業が措置さ
れる場合があります。

※くれぐれも災害の状況を見ながら安全第一
　での対応をお願いします。また、軽量な機
　械などは少しでも高い場所に置いておくな
　ど、日頃から災害にあわないような対策を
　お願いします。

　災害関連対策事業が行われる場合
　被災状況の写真、修理や資材（苗や肥料等含む）の
購入に支払った領収書が必要になりますので、撮影・
保管をしておいてください。
　被災写真は可能な限り、
　①撮影日時を入れる
　②施設は4方向から撮影する
　③機械は全景と被災箇所、型番プレートなどを撮影
　　しておいてください。

問 農業振興課 振興係　TEL 0952-84-7121
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◎一般会計補正予算（第12号）

補正前の予算額

17,807,707
補正額

91,866
補正後の予算額

17,899,573

（単位：千円）

問 企画財政課 財政係　TEL 0952-84-7112

補
正
予
算
の
お
知
ら
せ

令和２年度3月26日補正予算令和２年度3月26日補正予算

防災費
6,141千円

担当：総務課 危機管理・防災係　0952-84-7111

【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。

◎一般会計補正予算（第1号）

補正前の予算額

15,057,000
補正額

222,790
補正後の予算額

15,279,790

（単位：千円）

6月の町議会定例会に提案し、可決されました。令和3年度6月補正予算令和3年度6月補正予算

　災害時の指定避難所開設にあたり新型コロナウ
イルス感染症拡大防止のため、避難所備品として
簡易テント、防災マット等の整備費用を増額補正
します。

「しろいし応援団」生活サポート事業【新】
75,661千円

担当：総合戦略課 重点プロジェクト係　0952-84-7132

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける
町民の生活支援と地元経済の活性化に向けて、全
町民に1人につき商品券3千円分を給付します。

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給付事業【新】

20,182千円
担当：保健福祉課 福祉係　0952-84-7116

　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、生活支援を行
うために児童1人につき5万円を支給します。

新生児子育て応援特別給付金【新】

12,021千円
担当：保健福祉課 福祉係　0952-84-7116

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する
中で、子どもを産み育てる家庭を応援するため、
新生児（令和3年4月1日から令和4年3月31日ま
でに生まれた子ども）1人につき10万円を給付し
ます。

新型コロナウイルスワクチン接種協力支援金【新】
9,200千円

担当：保健福祉課 健康づくり係　0952-84-7116

　新型コロナウイルスワクチン接種について個別
接種を行う医療機関や集団接種に医師・看護師を
派遣する医療機関に対し、支援金を交付します。

新型コロナウイルスワクチン接種事業費
28,144千円

担当：保健福祉課 健康づくり係　0952-84-7116

　新型コロナウイルスワクチンの集団接種について、
効率的に接種を行うための経費を増額補正します。

重度心身障害者医療給付費
1,320千円

担当：長寿社会課 障がい福祉係　0952-84-7117

　精神障害者保健福祉手帳1級所持者を助成対象者
として新たに追加するため、その助成分を増額補
正します。

白石町農業収入保険加入促進事業【新】
11,680千円

担当：農業振興課 農政係　0952-84-7121

　新型コロナウイルス感染症の影響を受け、外食
などの業務用等の需要が大幅に減少したことで、
農産物の価格が下落し、経営が悪化している農業
者に対し、農業経営安定化を図るため、令和4年産
に向けた収入保険加入者に対して保険料の一部を
助成します。

　新型コロナウイルスワクチン接種事業費の増加や特別交付税の確定について、地方自治法の規定に基づ
き、3月26日付けで専決処分を行いました。このことについては、6月の町議会定例会で報告し、承認され
ました。

　白石町では、令和3年度職員採用試験（令和4年４月１日採用予定）
を実施する予定です。
　詳しくは、7月上旬から、役場掲示場、ケーブルテレビ、
町ホームページ、広報白石8月号等で公表します。

■試験区分と採用予定人数
　一般事務他　若干名
■試験日　
　第一次試験　  9月19日（日）予定
　第二次試験　  10月下旬予定
　（一次合格者）
■受験手順
　申込書および試験案内は、7月上旬から
白石町役場で交付します。
　また、郵便で請求することもできます。
■受験申込受付期間
　7月中旬～8月中旬予定
■問合せ先
　総務課 職員係　
　電話　0952-84-7111 (直通)　〒849-1192　白石町大字福田1247-1

白石町職員採用試験<予告>

杵藤地区広域市町村圏組合
消防職員採用試験案内

【試験区分および採用予定人員】

試験区分

消防・救急救命士 若干名
「消防」については消防の業務に従事
「救急救命士」については消防の業務および救急救命士の業務に従事

採用予定 職　務　内　容

採用
試験

採用
試験

【受験資格】

試験区分

消防・救急救命士

「消防」については平成8年4月2日から平成16年4月1日までに生まれた人で、
採用後杵藤広域圏内に居住する人
「救急救命士」については平成4年4月2日以降に生まれた救急救命士免許を保
有する人で、採用後杵藤広域圏内に居住する人

受  験  資  格

【受　付　期　間】
【第 一 次 試験】
【申込書請求場所】

【 注 意 事 項 】
【申 込・問 合せ】

7月中旬～8月中旬　　土日・祝日を除く8:30～17:15
9月19日（日）予定
杵藤地区消防本部総務課、各消防署および分署
申込書を郵便で請求する場合は、封筒の表に｢採用試験申込書請求｣と朱書し、必ず120円
切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角型2号・Ａ4サイズ）を同封してください。
なお、申込書は７月中旬から配布予定です。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、試験日程等を変更する場合があります。
〒843-0024
武雄市武雄町大字富岡12634-1
杵藤地区広域市町村圏組合消防本部総務課人事係
電話　0954-23-0160　　http://www.kitou-web.jp/
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問 商工観光課 観光係　TEL 0952-84-7123

問 生涯学習課 福富ゆうあい館係　TEL 0952-87-2171

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

問 白石町スポーツ協会事務局（生涯学習課生涯スポーツ係内）　TEL 0952-84-7129

　現在、国道444号線「福富干拓入口」交差点に、鹿島方面からの右折専用レーンを延長する工事が行われてお
り、今後、福富ゆうあい館西の上下線の間にロードポールが設置されます。
　これに伴い、道路工事完了後は、福富ゆうあい館出入口を一部制限します。

・鹿島方面からお越しの場合　南側の三叉路（福富特産物直売所跡）から右折してください。
・佐賀方面へお帰りの場合　　南側の三叉路（福富特産物直売所跡）から右折してください。

福富ゆうあい館出入口を一部制限します

　令和6年に佐賀県で国民スポーツ大会が開催され、白石町では、ソフトボール(成年男子)競技が実施されます。
　大会開催に伴い、総合運動場整備工事を行います。工事期間中は、総合運動場の使用ができませんので、利用
者の皆さんには何かとご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

　【白石町総合運動場整備工事】

工事内容：暗渠排水増設工事および防球ネット改修工事

工　　期：令和3年9月頃～令和4年2月末予定

※不明な点などありましたら生涯学習課までご連絡ください。

白石町総合運動場整備工事のため使用を制限します

　この度『白石町体育協会』の名称が、『白石町スポーツ協会』へ変更となりました。
　これまで「体育」という言葉は、スポーツを含む幅広い意味として解釈されてきましたが、スポーツが広く
浸透して発展したことで、今日ではスポーツは競技として行うものだけではなく、体育や身体活動の概念を
含むものとして認識されるようになりました。それを受け、2018年に日本体育協会の名称が日本スポーツ
協会へ変更されたのを皮切りに全国の体育協会組織の名称変更が進み、白石町でも今回の名称変更の運び
となっています。

『白石町スポーツ協会』へ名称が変わりました！

　今年度の「しろいし夏まつり」・「ぺったんこ祭」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。

しろいし夏まつり・ぺったんこ祭を中止します

福富ゆうあい館

ゆうあい図書館

×
×

佐賀方面へ出られません

鹿島方面から入られません

鹿島方面

佐賀方面

ロードポール
鹿島方面→

←佐賀方面

←

道

の

駅

し

ろ

い

し

国道444号線

旧直売所
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道

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

・7月15日（木）～30日（金）

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

・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）
2DK、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

〈継続〉

・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）

※6月30日（水）までに応募があった場合、
　7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、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）

5月分
0件

0件
0円

0件
0円0円

0件
0円

3件
15,000円

4件
20,000円 40,000円

1件
20,000円

2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

4件
35,000円

6件
60,000円

3年度累計

5月分
0件

0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

2件
10,000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

1件
3,000円

0件
0円

0件
0円

3件
13,000円

3件
13,000円

3年度累計

長
町

長
議

ロードポール
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［白石小学校］

■創　立：明治8年
■校　長：稲富　博茂
■児童数：163人（R3.5.1現在）
■住　所：白石町大字福田2371番地
■HPアドレス
　https://www.education.saga.jp/
　hp/shiroishi-e/

学校教育は今

　　　　　　　　　　「家庭学習と基本的な生活習慣を身につけるには・・・」
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　玉泉坊住職　　稲佐　英明　
　数年前、佐賀新聞の見出しに「中学生不登校傾向33万人」という記事をみて驚いた。
日本財団推計は国の公表の約3倍である。完全な不登校でなく、通学はしているものの、
学校に通いたくないと感じることがある中学生が33万人とは多すぎる。中には遅刻や早
退等含まれている数字であるが疑いたくなる。学校に行きたくない理由として、成績やテ
ストのことが上げられている。
　数十年間不登校や引きこもりの子どもたちを支援してきたが、成績やテストを気にする
というより友だち関係や自分に対する自信のなさ（心因性）の原因が目立っていたが、今
は違うようだ。
　その背景に考えられることが、携帯電話・スマホ等の普及により、ゲーム依存症やテレ
ビ視聴（バラエティ番組の増加）の時間が多く、家庭での学習時間が十分確保できていな
いのではないかと思う。学校では「ノーゲーム・ノーテレビ」などのスローガンのもと啓
発活動がなされている。また、「わかる授業」をめざし日々教材研究をし、電子黒板等駆
使し、より丁寧な授業実践がなされているのに、家庭では成績は気になるが復習はせずに、
ゲームの時間に流されている傾向が強いように思われる。
　何故なのか、「基本的な生活習慣」が身についていないのである。起床時間や就寝の時
間がきちんとできていないからである。ゲームやテレビを遅くまでしたり見たりして昼夜
逆転した生活をしているからであり、当然、家庭での学習時間は短くなるし、授業で習っ
たことが定着していないので、学習に遅れが生じ、授業についていけなくなる状況に陥り、
不登校がちになる。
　今だからこそ、親と子どもが正面から向き合って話し合い、ゲーム・テレビの時間帯を
決め、家庭での学習が充実できるように親がサポートしていくべきだと思う。習慣化する
ためには「継続させること」「我慢させること」である。
　その方法として、親子共々自然体験をさせることである。例えば、山歩き、海や川での
釣りや散策など、もちろん安全の確認と準備等をし、計画的にすすめることである。私が
今までに多くの児童・生徒を支援してきて言えることは、親も子どもも一緒になって実践
・行動することであり、「〇〇〇しておきなさい」では継続できない。毎年夏休みに「一
日修行体験活動」を実施し、今年で27年目になる。その主な体験は「森林座禅」と言っ
て、森のなかで瞑想をさせ呼吸を調整して、心を落ち着かせることをしており、自然の音
（風・蝉・小鳥）に集中させゆっくりと呼吸をし、吸う息と吐く息の調整をしていく作法
である。これは、各家庭でも十分できることで、親子一緒に薄暗い部屋で正座あるいは
半跏座で座り、まず深呼吸を3回繰り返し、吸う息は鼻
から吐く息は口から、ゆっくりと20回程度繰り返し、後
は普通の呼吸で静寂のなかで15分程度修行すること。だ
いたい30分あれば十分で、これを決まった時間に必ず実
践していくことが大切である。必ず成果は子どもの変容
に現れ、心の安定がその子に自己肯定感をもたらしてく
れる。その成果とは、「基本的な生活習慣」が身につく
と言うことである。

　1975年（昭和50年）に白石小学校百周年記念事業で発刊された記念誌に
は、大正時代に「流感の大流行で、大多数の職員生徒が罹患して臨時休校に
なった」ことが記載されています。コロナ禍における現在の状況と同じよう
に、対応に苦慮されたことが推察できます。また、百周年記念像は「強いか
らだ」「創造する」「豊かな愛情」をイメージして建立されています。これ
は、当時の地域や保護者の思いが込められており、本校の教育目標に掲げる
「心豊か」「創造性を発揮」「たくましく生きる」につながるものでもあり
ます。以下、子どもたちが活動する様子の一端を紹介します。

　道徳授業を要とした心の教育、図書室を拠点とした読書活動の充
実、縦割り班による異学年交流等を通して、思いやり、感謝、豊か
な感性などを育んでいます。

夏休みの「一日修行体験」森林座禅

home
education
COLUMN

家　庭　教　育　コ　ラ　ム
シリー

ズ❷

はん  か   ざ

【道徳授業】　　　　　　 　【図書室利用】　　　　 　【花いっぱい活動】　　　　　【なかよし活動】

　子どもたち自身が、コロナ禍の状況でもみんなが楽しめる活
動を考え、企画・実践しています。また、子どもたちの創造性
を引き出すプログラミング学習にも取り組んでいます。

【春まつり】　　　　   【全校イベント：逃走中】　 【プログラミング学習：算数】 【プログラミング学習：理科】

　ものづくりや仕事、自然などに係る体験活動を通して、社会
と関わり、社会の中で積極的に行動したり、自分の将来を思い
描いたりする生きる力を身に付けることを目指しています。

【稲刈り】　　　　　　　【株式会社体験】　　　　　【ハーバリウムづくり】　　　　【黒髪山登山】

学校教育目標「心豊かに 創造性を発揮し たくましく生きる子どもの育成」
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VOL.193 多田遺跡
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きしまのこおり

　多田遺跡は、白石平野北西の水田地帯に広がる、弥生時代から近世の
集落遺跡です。大字今泉字多田・多田六、大字堤字牛田、大字廿治字一本
杉に位置します。
　多田遺跡はこれまでに5回の調査が行われており、そのほとんどは、昭
和51年から開始された佐賀県農業基盤整備事業に伴って行われました。
農業基盤整備事業に伴う多田遺跡の発掘調査は、昭和62年～平成2年
にかけて行われ、約10,000㎡を調査しました。
　多田遺跡の発掘調査では、古墳時代から奈良時代の土坑・溝・小穴・柱
穴、近世の土坑・溝・木棺墓が見つかっています。他にも、土師器（野焼きさ
れた赤褐色の土器）や須恵器（穴窯で焼かれた青灰色の土器）などの土
器や、杓子状木製品や木簡（墨で文字が記された薄い短冊形などの木札）
などの木製品も出土しました。これらの出土品から特に注目されるのは、墨書土器（墨によって文字が書かれた土
器）などの文字が書かれた資料です。
　ヘラ書き土器（焼成前または焼成後にヘラや針状の道具で文字を刻んだ土器）も含めると、多田遺跡から見つ
かった文字が書かれた土器は9件あります。「十」の文字が墨書された土師器の蓋。「西」の文字が墨書された須
恵器の坏。「貴」の文字が墨書された須恵器の蓋。「養入厨」あるいは「養父厨」と墨書された須恵器の皿。「大」と
墨書された須恵器。「大」の文字がヘラ書きされた須恵器。「神」と墨書された須恵器の坏。「淨」と墨書された須恵
器の坏。「　」（達の異体字）と墨書された須恵器の坏が見つかっています。
　墨書土器が出土する遺跡の性格として官衙（現在の役所のような施設）を想定しますが、多田遺跡はどうでしょう
か。『肥前国風土記』の「杵島郡」の条に記される郡衙は、具体的な調査はされていませんが、武雄市鳴瀬、または
その南方の片白に比定されています。また、肥前国庁（佐賀市）から西に延びる官道は小城郡の高来駅（多久市）
から杵島山西方の杵島駅（武雄市）を経て藤津郡の塩田駅（嬉野市）へと至ります。これらの郡衙や官道は、多田
遺跡とは杵島山を挟んで西に位置し、多田遺跡が役所のような施設であった可能性は低いと思われます。
　では、多田遺跡の墨書土器はどのような意味を持つのでしょうか。鹿児島県内を対象とした近年の研究では、鹿
児島県内の墨書土器が出土した遺跡を性格別に分類し、公
施設的な性格を持たない遺跡では、墨書土器の性格は祭祀
的な意味を持つのではないかと想定しています。この研究を参
考にするならば、公施設とは考えにくい多田遺跡では、墨書土
器は祭祀に使われた可能性が考えられます。しかし、公施設に
関わる文字と考えられる「厨」の文字が書かれた墨書土器が
出土していることから、単に祭祀にのみ墨書土器が使われた
のか疑問が残ります。この研究は鹿児島県内の事例を取り上
げていますので、佐賀県内の事例との比較・検討が必要です。

参考文献
白石町教育委員会『白石町文化財調査報告書第1集　多田遺跡―H・J地区―』平成4年
白石町教育委員会『白石町文化財調査報告書第3集　多田遺跡―A・B・C・D地区―』平成5年
坂本佳代子・岩澤和徳・松田朝由「墨書土器の性格－鹿児島を例として－」『研究紀要・年報　縄文の森から第2号』平成16年　ほか

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生涯学習課生涯学習係

多田遺跡位置図（丸の部分が多田遺跡）
「佐賀県遺跡地図」をもとに作成

「養入厨」あるいは「養父厨」と墨書された須恵器の皿
（左：写真、右：実測図）

『白石町文化財調査報告書第3集 多田遺跡
－A・B・C・D地区ー』より

多田公民館

梅香寺

●7月の休館日

ゆうあい図書館
図書紹介

むらの英雄
（エチオピアの昔話）
渡辺 茂男文　西村 繁男絵　瑞雲舎

図書紹介

図書室
有明公民館

7月

8月

/5日(月)/12日(月)/19日(月)
/23日(金・祝)/24日(土)/26日(月)/29日(木)
/2日(月)/8日(日・祝)/9日(月)

開館時間：10:00～18:00

開館時間：8:30～22:00

・7月5日～8月10日

TEL 0952-87-2171

TEL 0954-65-3135 　数え間違いの物語。それも複数人
で誰も気づきません。間違えがわか
っても犯人追及も原因究明もしませ
ん。それどころか英雄が生まれてし
まった平和な村のお話です。

　今年3月末に閉館した楽習館図書室の図書・絵本・紙芝居等853冊を譲り受けています。ゆうあい図書館か
らもたくさんの本を期間借用しています。ぜひお借りください。
　また、有明公民館ロビーでは古い本のお譲りコーナーを設けています。皆さん気軽にお立ち寄りください。

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
　7月のおはなし会　10日(土)10:30～
※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止する場合があります。

認知症になった蛭子さん
蛭子 能収著　光文社

　2020年7月、認知症である
ことを公表した著者。公表後
も続ける『女性自身』連載コ
ラムの傑作選を収録するとと
もに、著者の妻による介護相
談、著者のマネージャーや担
当記者の告白なども掲載。

うちのやさしいかいじゅうごはんレシピ
あまこ ようこ著　東洋館出版社

　見た目もかわいく食べやす
いロールサンドイッチ、おい
しくたんぱく質が摂れる麩レ
ンチトースト…。料理研究家
ママが、感覚過敏をもつ長男
とのごはん時間を楽しくする
ために考え出したレシピ70
点を紹介する。

「ほんのひと言」に傷つかなくなる本
大嶋 信頼著　大和書房

　目の前にいない人の言葉がずっ
と気になる。頭の中はモヤモヤ、
イライラ…。敏感・反応しまくる
頭の中をデトックスしよう! 臨床
件数9万件のカウンセラーが、人
間関係で「頭が真っ白」にならな
くなる方法を紹介する。

●ゆうあい教室
「パタパタふねを作ってあそぼう」
　　・日時　7月25日（日）13：30～15：30
　　・場所　ゆうあい館　研修室・中庭
　　・人数　8組 （先着順）※小学2年生以下の参加には保護者
　　　の付き添いをお願いします。
　　・参加費　無料
　　・持ってくるもの　タオル
◎申し込み・問い合わせは、ゆうあい図書館までお願いします。

　総務省統計局と佐賀県では、労働力調査を実施します。 
　この調査は、完全失業率など雇用・失業の実態を明らかにすることを目的と
して実施され、経済対策や雇用失業対策に役立てられます。
　調査対象地区の中から選ばれた対象世帯へ、「調査員証」を携行した統計調
査員が調査書類の配布・回収等を行います。調査へのご協力をお願いします。

横手中南

廿治江越

８月から

１２月から

◆今年度の調査対象地区

『労働力調査』を実施します

問 佐賀県 統計分析課　TEL 0952-25-7184
総務課 広報情報係　TEL 0952-84-7111
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消費者ホットライン…局番なし188消 費 生 活 情 報

8月の相談日

8

15

22

29

9

16

23

10

17

24

11

18

25

30 31

12

19

26

13

51 62
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28

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。

7月 1日（木）・  8日（木）
　  15日（木）・29日（木）
10:00～16:00
（12:00～13:00は昼休み）

7月の相談日
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「困ったな」「おかしいな」と思ったら・・・
　　　　　消費生活相談窓口にご相談ください！

■白石町消費生活相談のご案内■
白石町の開催日は毎週木曜日です。

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

 ＜情報をお寄せください！＞
★消費者と事業者とのトラブルについて相談を受け付けています。専門の相談員が対応し、問題解決の
　ための助言やあっせん、各種情報を提供しています。行政サービスのため相談は「無料」で、相談内容や
　個人情報などの秘密は守られます。
★まずは、ひとりで悩まず早めに白石町役場商工観光課や佐賀県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）
　お寄せいただいた情報はすべて国民生活センターに報告され、消費者に対する注意喚起や啓発に役立
　てられています。
※消費者ホットライン188：消費生活センター等の消費生活に関する身近な相談窓口を案内する全国共
　通の電話番号です。

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
・身に覚えのない料金の請求が届いた。
・「簡単にもうかる仕事がある」と言われて契約したが借金が残った。
・無料動画を見ただけで登録完了になり、高額な請求をされた。
・「お試し」のつもりが定期購入が条件だった。
・訪問販売で強引に契約させられた。

72021
Julyくらしのカレンダー 7/5▶8/10

※6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。
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16 17
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ゆ

交

交

楽総

健
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大
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●日本語交流会
　　19：30～21：00
★1歳児歯科健診
　　〈受付〉12：50～13：30
  　［R2.7～8月生］
　母子健康手帳・問診票
（希望者へのフッ化物塗布実施）

元

★住民健診
　　〈受付〉8：30～11：00
◆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

白石町交流館
ゆうあい館
元気のたまご
　有明公民館
楽習館

月  日 曜　日 当　番　施　設
7月11日
　　18日
　　22日
　　23日
　　25日
8月 1日
 8日
 9日

日
日

木・海の日
金・スポーツの日

日
日

日・山の日
月・振替休日

稲富胃腸科外科
カタフチ医院
有明医院
順天堂病院
副島医院
吉村医院
武岡病院
池上内科

白石町
白石町
白石町
大町町
白石町
白石町
江北町
白石町

0952-84-3027
0952-87-2233
0952-84-2842
0952-82-3161
0952-84-2205
0952-84-2155
0952-86-3013
0952-87-2107

日曜・祝日在宅医

保健福祉課
健康づくり係
0952-
８４-７１１６

★住民健診
　　〈受付〉8：30～11：00
◆女性のための
　総合相談
　　10：00～16：00

11 12 13 14 15
★3歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉12：45～13：15
　  ［H29.11月生］
　母子健康手帳・問診票・尿

25 26 27 28 29 30 31

1 2
◆人権相談・行政相談
　　 9:00～12：00

3

8 9 10

4 5

21 22海の日

山の日 振替休日

スポーツの日23 24

◆法律相談
　　 10：00～12：00
★2ヵ月児相談
　　〈受付〉13：00～13：30
  　［R3.5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

相

●駐在員会
　　  9：00～
◆消費生活相談
　　10：00～16：00
★1歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉12：45～13：30
  　［R元.11～12月生］
　母子健康手帳・問診票･尿

◆働き方改革推進
　支援センター
　「白石町相談コーナー」
　　10：00～12：00

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

★住民健診
　　〈受付〉8：30～11：00

◆法律相談
　　 10：00～12：00

★住民健診
　　〈受付〉8：30～11：00
◆人権相談・行政相談
　　 9:00～12：00

●夏の交通安全県民
　運動に伴うパレード
　8:30～12：00
★住民健診
　　〈受付〉8：30～11：00
★子育て相談室
　「すくすく相談」
 　   13:15～事前申込者

★住民健診
　　〈受付〉8：30～11：00

◆消費生活相談
　　10：00～16：00
★乳児健診
　　〈受付〉13：15～13：40
     ［R3.3月生］
　母子健康手帳・
　健やか親子21アンケート

相

◆消費生活相談
　　10：00～16：00相

6 7

交

元

大

ゆ

ゆ

ゆ

ゆ ゆ ゆゆ

●日本語交流会
　　19：30～21：00元
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犯罪発生件数

うち窃盗犯

34件

22件

前年比  －4件

前年比  

前年比  

－7件

2件

4件

2件

7件

　－2件

前年比  ＋2件
 前年比 －3件

前年比  ＋3件

窃
盗
犯
の
主
な
も
の

自転車盗

万引き

車上ねらい

空き巣、忍込み等

労福協　無料法律相談会

司法書士の日無料法律相談

EXPRESSEXPRESSEXPRESSEXPRESS
　佐賀県労働者福祉協議会では県内勤労者とその
家族の生活支援を目的に、弁護士による無料法律
相談会を開催します。コロナ禍による労働・生活問
題や相続、借金など法律問題でお困りの人は、一人
で悩まずぜひこの機会にご相談ください。
■日時　7月18日（日）13：00～16：00
■場所　佐賀県労働会館3階 会議室
　　　　（佐賀市神野東四丁目7-3）
■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。

　有明海沿岸道路の芦刈南IC～福富IC間が7月
24日（土）に開通します。
　今回の開通で、嘉瀬南IC～福富IC間の利用が
可能となります。

高齢者応援活躍セミナー・講習会

芦刈南IC～福富IC間が開通します

（チェーンソー業務安全講習）
■日時　8月10日（火）～12日（木）3日間
■場所　キャタピラー九州株式会社 
　　　　佐賀教習センター
■内容　チェ－ンソ－等の使用要領・安全につい
　　　　て基礎から応用までその技術と知識を学
　　　　ぶ講習
■申込締切日　7月30日（金）
（子育て支援講習）
■日時　8月24日（火）・26日（木）・27日（金）
　　　　 3日間
■場所　西九州大学短期大学部 佐賀キャンパス
■内容　専門家による子育ての知識等を習得する
　　　　ことで、子育て学童分野で活躍すること
　　　　を目指す講習
■申込締切日　8 月 13日（金）
（高齢者応援活躍セミナ－）
■日時　7月28日（水）13：30～16：00
■場所　メートプラザ佐賀
■内容　老齢年金に関する講演、シルバー人材セ
　　　　ン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－です。
　　　　※内容については、状況により変更にな
　　　　　る場合があります。
■受講対象者　（講習会およびセミナ－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

　県内の司法書士事務所で無料法律相談を行いま
す。この機会にぜひご相談ください。
■日時　8月3日（火）10：00～17：00
■場所　県内各司法書士事務所（要予約）
■相談内容　登記・相続・遺言・会社設立など
　　　※毎週月・木曜日（祝日除く）の18：00～　
　　　　20：00まで電話による無料相談も行って
　　　　います。無料電話相談：0952-29-0635
■問合せ先　
　佐賀県司法書士会　TEL 0952-29-0626

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。
（武雄会場）
■とき　8月5日（木）
■場所　ハローワーク武雄2階
（鹿島会場）
■とき　7月7日（水） 8月4日（水）
■場所　ハローワーク鹿島2階
■相談時間　各10：00～15：00
■問合せ先
　佐賀県シニアはたらきたいけん推進協議会
　ほほえみ館内（佐賀市保健福祉会館 2階）
　TEL 0952-33-7380

職業訓練受講生募集（9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       　　      　
　電気保全サービス科       　　　
　※8月生の人数も含みます。
■訓練期間　9月3日（金）～2月28日（月）
■募集期間　7月28日（水）まで
■入所選考　8月5日（木）
■受講料　　無料　※テキスト代等は自己負担
■申込方法　最寄りのハローワークでご相談くだ
　　　　　　さい
■問合せ先　ポリテクセンター佐賀　訓練課
　　　　　　TEL 0952-26-9516

※15人
※15人
※15人
　15人

JR九州からのお願い
　倒木による列車衝突や窓ガラス破損などの事故
が発生しています。倒木でJR九州に損害が発生す
ると、賠償請求をする場合があります。線路側に木
が倒れないように管理をお願いします。
　線路のそばで木を切る際は、事前にJR九州に連
絡をお願いします。
■連絡先　JR九州佐賀鉄道事業部　
　　　　　TEL 0952-23-2939
　万が一、木が倒れて電線に引っかかった場合、感
電する恐れがあります。倒れた木に絶対に触れず、
JR九州電力指令へ至急連絡してください。
　JR九州電力指令　TEL 092-624-3836

こころの相談
　杵藤保健福祉事務所では精神科医師による精神
保健福祉相談を実施しています。気軽にご相談く
ださい。
■内容　精神科医師によるこころの相談
■日時　毎週水曜日午後（予約制・無料）
■場所　杵藤保健福祉事務所
■問合せ先　
　杵藤保健福祉事務所 精神保健福祉担当　　　
　TEL 0954-22-2105

佐賀県がん患者・家族つどいの会

　がん患者やその家族が集まり、それぞれの思い
を語り合うつどいです。参加を希望する人は電話
予約をお願いします。皆さんの参加をお待ちして
います。
■日時　7月18日（日）　受付12:30～
■場所　佐賀県メディカルセンタービル3階研修室
■対象および定員　
　　　　がん患者・その家族20人（受付順）
■申込期限   7月 16日（金）
■申込・問合せ先　
　佐賀県がん総合支援センター「さん愛プラザ」
　TEL 0120-246-388

佐賀県立盲学校公開講座
～点字・点訳入門～

　点字は身の回りの色々なところでたくさん使わ
れています。この機会に点字を学んでみませんか。
■日時　 8 月 6日（金）･20日（金）･27日（金）
　　　　13：30～ 16：00
■場所　佐賀県立盲学校　図書室
■定員　5 人　県内一般成人 (高校生以上 )
■受講料　1,000 円程度（テキスト代）
■応募締切　7 月 9日（金）　
　※受付時間 9：00～ 16：00（電話のみ）
　※全日程参加できる人の応募をお願いします。
　　電話での応募締切後、抽選で受講者を選出し
　　ます。その後当選者に申込用紙を郵送します。
　※新型コロナウイルス感染症の状況で中止する
　　場合があります。
■問合せ先　
　佐賀県立盲学校 相談支援部　
　TEL 0952-23-4672

5月末現在

情報情報

自転車や車、自宅等に確実な施錠をお願いします。
問 佐賀県道路課　TEL 0952-25-7155
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●世帯
●人口
　男性
　女性

（－5）
（－24）
（－15）
（－9）

7,741世帯
22,242人　　　
10,541人　
11,701人　

R3年5月末現在（対前月比）

広報白石 2021.7 No.199 令和3年7月5日発行
編集・発行／佐賀県白石町役場

〒849-1192 佐賀県杵島郡白石町大字福田1247-1
tel.0952-84-2111（代）　fax.0952-84-6611

URL http://www.town.shiroishi.lg.jp/

◎送付先 kouhou@town.shiroishi.lg.jp

対象　町内在住、就学前まで
8月1日（日）～7日（土）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。

9月生まれの子どもの写真を募集します♪

7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

2歳のお誕生日おめでとう！ご飯
が大好きな千璃くん、これからも
沢山食べて大きくなってね☆

秋月 美琴 ちゃん　2歳
（令和元年7月4日生まれ）

あきづき みこと

小池 千璃くん　2歳
（令和元年7月24日生まれ）

こいけ  せんり

みこちゃんおめでとう
お話、歌、ダンス大好き！
お兄ちゃんとは仲良し
これからもすくすく育っ
て下さい！

4歳のお誕生日おめで
とう！笑顔が素敵な由
莉くん、これからも沢
山遊んで元気いっぱい
に過ごしてね☆

やんちゃボーイ颯くん。3歳の誕生日
おめでとう！これからも笑顔で、み
んなから可愛がられて、大きく育っ
てね。

しろいしだいすき！

小池 由莉 くん　4歳
（平成29年7月14日生まれ）

こいけ   ゆうり

山口 颯 くん　3歳
（平成30年7月17日生まれ）

やまぐち  そう

川﨑 天凛羽ちゃん　5歳
（平成28年7月31日生まれ）

かわさき  あ り は

  しろいしキッズ
  しろいしキッズ
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