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自分たちで植えた稲を収穫
［写真］有明東小学校稲刈り体験
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新型コロナワクチン追加接種（3回目）のお知らせ

11月25日現在

新型コロナウイルスワクチンを2回接種した場合でも、接種後の時間の経過とともにワクチンの有効性や
免疫原性が低下する報告があることを踏まえ、国から追加接種（3回目接種）の実施の方針が示されました。
町でも国の方針に基づき順次実施していきます。

追加接種（3回目接種）の概要（今後変更の可能性あり）
ワクチン2回接種完了者
対
接

象
種

2回目接種完了
からの接種間隔

者
回

対象年齢
数

原則8ヵ月以上
18歳以上
1回

1・2回目に接種したワクチンの種類にかかわらず、
mRNAワクチン（ファイザー社またはモデルナ社ワクチン）を使用
◎当面は、薬事承認されているファイザー社ワクチンを使用

使用するワクチン

2回目接種完了後8ヵ月経過する頃に順次郵送します。接種券が届き次第予約ができます。

3月〜4月

子どもインフルエンザ予防接種費用の一部助成
●助成対象者
接種当日に町内に住所がある0歳から中学3年生
●助成対象期間 10月1日〜12月31日
●実施場所
武雄市、杵島郡内のインフルエンザ予防接種実施医療機関
●助成金額
（2回接種） 0歳から12歳まで
１回目1,000円／2回目1,000円
（1回接種） 13歳以上の中学生
2,000円
接種料金から助成額を差し引いた金額をお支払いください。
※実施場所以外の医療機関で接種した場合は、役場での手続きが必要です。
申請窓口：保健福祉課 健康づくり係
持参するもの：母子健康手帳または接種済証、領収書（接種した人の氏名、「インフルエンザ予防
接種代」と明記されたもの）、印鑑、申請者名義の通帳
申請期限：令和４年3月31日（木）

高齢者インフルエンザ予防接種費用の一部助成

接種券発送時期
2回目接種完了時期

インフルエンザ予防接種費用助成のお知らせ

主な対象者

接種券発送予定時期

医療従事者等

12月上旬

5月

医療・介護従事者、高齢者施設入所者等

令和4年1月

6月

75歳以上の高齢者等

令和4年2月

7月

65歳以上の高齢者等

令和4年3月

●助成対象者

接種当日に町内に住所があり、次のいずれかに該当する人
①65歳以上
②60歳以上65歳未満で心臓・じん臓・呼吸器の機能、またはヒト免疫不全ウイルス
による免疫の機能に障害がある人（障害者手帳1級程度）
●助成対象期間 10月１日〜12月31日
●実施場所
佐賀県内の実施医療機関
●自己負担額
1,300円（1回のみ）※生活保護世帯の人は無料（事前に要相談）
≪注意事項≫
新型コロナウイルスワクチンを接種する場合は、前後13日以上の間隔をあけて他の予防接種を接種
してください。
問 保健福祉課 健康づくり係

※以降も接種時期にあわせて順次接種券を発送予定
※2回目の接種を受けていない人には、追加接種の接種券は発行しません。
追加接種の対象者であるにも関わらず接種券が届かない場合は役場保健福祉課にご連絡ください。
※2回目の接種後に白石町に転入した人は、接種券の申請が必要です。
（申請書はホームページに掲載、または役場保健福祉課に準備します）
具体的な接種券発送時期や予約方法などは、今後も広報白石や
ホームページ・ケーブルテレビ行政放送などでお知らせします。

引き続き、1回目・2回目の接種も町内医療機関で実施しています。
ワクチン接種は強制ではなく、本人の意思に基づき接種するものです。
接種を望まない人に接種を強制することはありません。
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

TEL 0952-84-7116

佐賀県後期高齢者医療広域連合

特定個人情報保護評価書（案）の意見を募集します
佐賀県後期高齢者医療広域連合では、平成29年2月に行った特定個人情報保護評価書（全項目評価書）
の公表から一定期間（5年）が経過します。そこで、特定個人情報ファイルの適正な取扱いなどに関する
評価を再実施するため、パブリックコメントを実施し、広く住民の皆さんからの意見を募集します。
○募集期間
12月8日（水）〜令和4年1月6日（木）
○公表する資料の閲覧場所
・佐賀県後期高齢者医療広域連合のホームページおよび事務局の窓口
・住民課の窓口
問 佐賀県後期高齢者医療広域連合

TEL 0952-64-8476
広報白石 R3・12
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令和4年度４月からの

「学童保育」
の入所申込を受け付けます
児童クラブ名

定員

福富小学校

すみれクラブ

80人

白石小学校

ひまわりクラブ

75人

六角小学校

わかばクラブ

45人

須古小学校

スマイルクラブ

45人

北明小学校

ひばりクラブ

80人

有明東小学校

こすもすクラブ

40人

有明西小学校

もみじクラブ

35人

有明南小学校

さくらクラブ

25人

■保育時間・利用料金
・月〜金（学校のある日）
放課後〜18:00
月額 2,000円
放課後〜18:30
月額 2,500円
放課後〜19:00
月額 3,000円
・土曜日もあわせて利用する場合
上記利用料金に 月額 1,000円加えた額
土曜日は 7：40〜18：00
（時間延長はありません）
全校区の利用希望児童を六角小わかばクラブで
預かります。土曜日のみの利用はできません。
・夏休みなどの長期休暇
7：40〜19：00 別料金
・傷害保険料
年間
800円
・おやつ代
月額 1,000円

●対象者 小学校1〜6年生
（施設の定員を上回る申込があった場合
は、低学年等を優先します）
●入所要件 昼間、保護者（父母・65歳未満の
祖父母等）が就労などで不在の家庭
●受付期間 12月6日(月)〜28日(火)
8:30〜17:15（土日・祝日を除く）
●受付場所 役場 保健福祉課こども未来係

◆申込書および添付書類は役場保健福祉課で
配布します。
(町ホームページからもダウンロードできます）
◆必要事項を記入し、雇用証明書等と一緒に
提出してください。同居の祖父母等が65歳
未満の場合は、祖父母等の雇用証明書も必
要です。
※現在学童保育を利用している人は、所属
クラブで受け付けます。
問

保健福祉課 こども未来係

TEL 0952-84-7116

油の流出事故に注意！！
町内で油類が水路等に流出する事故が多発しています。
その多くは、うっかりミス や 管理の不
備 によるものです。
油の流出は土壌汚染や水路・河川の水質汚濁ばかりでなく、
農業や漁業にも深刻な問題を引き起
こします。
以下のことを守り、
油の流出事故を防ぎましょう。

1.給油中は、その場を離れない！
2.バルブやコックのゆるみ、閉め忘れに注意！
3.定期的に配管等の点検、清掃を実施する！

※オイルマット等の処理費用は原因者負担となります。
※油の流出で海産物や農産物に被害が生じた場合、
その賠償を
求められることがあります。

水路等に油を流出させたり、
流出しているのを発見した場合は、
役場等の行政機関に連絡してください。
問

有明海岸堤防付近でごみを燃やさないで！
近年、
有明海岸堤防付近での不法なごみ焼却による火災が多数発生しています。
草などに燃え広がり重大な火災につながる恐れがありますので、
ごみの不法投棄や
焼却をしないでください。

問

伝言板
●日時
●場所
●内容

おはなし会

参加無料

※新型コロナウイルス対策のため、マスク着用でご来場ください。
状況によっては、人数制限をする場合があります。ご了承ください。
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ありあけおはなしキャラバン代表 片渕

農村整備課 農村整備係 TEL 0952-84-7122
総務課 危機管理・防災係 TEL 0952-84-7111
生活環境課 廃棄物対策係 TEL 0952-84-7118

CSF(豚熱)およびASF(アフリカ豚熱)を拡げないために

12月19日（日）10:00〜11:15
有明公民館 １階 大和室
人形劇「ブレーメンのおんがくたい」
大型絵本、パネルシアターなど

問

生活環境課 環境係 TEL 0952-84-7118

TEL 090-1080-1844

不特定多数の人が出入りし、イノシシ等の野生動物が出現するおそれのある
場所では、ごみの放置をやめましょう。また、生ごみ等は適切に処理し、野生動物
の接触防止に努めましょう。
イノシシ等が出現するおそれのある場所に行った後は、きちんと靴の汚れを
落としましょう。
不審に死亡したイノシシを発見した場合は、役場農業振興課までお知らせく
ださい。

問

農業振興課 振興係 TEL 0952-84-7121
広報白石 R3・12
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令和4年度

白石町会計年度任用職員等募集

●パートタイム会計年度任用職員
（週38時間45分未満勤務）

募集対象
種

・一般事務員 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 若干名
・学童保育支援員 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 30人程度

職

種

・保育園保育士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5人程度
・保育園保育士補助 ‥‥‥‥‥‥‥ 若干名

・ゆうあい図書館図書業務員 ‥‥‥‥ 3人程度

・学校給食調理員 ‥‥‥‥‥‥‥‥ 20人程度

・ふくどみマイランド公園管理員 ‥‥ 1人

・学校司書補 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 8人程度
・白石町総合センター管理人 ‥‥‥ 2人
・有明公民館管理人 ‥‥‥‥‥‥‥ 2人
・保健師 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2人程度
・看護師 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1人程度
・管理栄養士 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 2人程度
・介護支援専門員（短時間）‥‥‥‥ 2人

任用期間
令和4年4月から令和5年3月までの間

●短期間・随時勤務（免許・資格要件あり）
原則として白石町内に居住し、短期間の雇用に適
している人

免許・資格要件
保健師・看護師（准看護師を含む）・歯科衛生士・
管理栄養士・助産師の資格
マイクロバス運転手は中型（8ｔ限定なし）以上免許

種

・保健師（随時勤務）‥‥‥‥‥‥‥ 8人程度
・看護師 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 3人程度
（准看護師を含む）（随時勤務）
・歯科衛生士（随時勤務）‥‥‥‥‥ 4人程度
・管理栄養士（随時勤務）‥‥‥‥‥ 3人程度
・助産師（随時勤務）‥‥‥‥‥‥‥ 1人程度
・マイクロバス運転手（随時勤務）‥ 2人

（月平均8回程度 土日の勤務あり）
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・その他、目的の趣旨に照らして校長が必要と認める校務・指導補助

●フルタイム（資格要件あり）
（週38時間45分勤務）

・教育職員免許状を有するまたは取得見込みの人
・将来に向けて教員を目指している人のほか、児童生徒の学校生活面での個別対応の支援および
事務的支援に対し経験・技術がある人
町教育委員会および各学校備え付けの様式に、必要事項を記入のうえ、履歴書を添えて町教育
委員会に提出してください。
様式は町ホームページからもダウンロードできます。
注意事項

登録であり採用ではありません。各学校で必要とするスクールアシスタントを登録者から採用
します。
なお、採用に際しては、履歴内容や面接等による審査のうえ決定します。

資格要件

詳しくは、町教育委員会学校教育課へお問い合わせください。

介護支援専門員・保健師・看護師・社会福祉士
いずれかの資格

職

1日7時間、週28時間が限度

対 象 者 ・この目的の趣旨を理解し、積極的に取り組む意欲がある人

令和4年4月から令和5年3月までの間

種

問

介護支援専門員・保健師・看護師・社会福祉士
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 5人程度

任用期間
令和4年4月から令和5年3月までの間
■募集期限 令和4年1月14日（金）まで
■応募方法 市販の履歴書に、必要な事項と希望
職種(1つ）を記入し、白石町役場総
務課（2階）に持参してください。
（一般事務員・ゆうあい図書館図書
業務員は、パソコン使用経験の有無
を明記してください。）
■採用方法 書類審査と面接によります。
面接日は、募集締切後、通知します。
■勤務条件等の詳細は、12月中旬以降、町ホームペ
ージおよび役場総務課職員係窓口でお知らせします。
※勤務条件に応じて、各種保険・厚生年金等の加入が
あります。

確定申告 〜雑損控除等の計算相談会を開催します〜
令和3年8月の大雨で被害を受けられた方に対し、心からお見舞い申し上げます。
なお、災害で住宅や家財などに損害を受けた時は、確定申告で雑損控除等により所得税の全部
または一部を軽減することができます（事業用の資産は対象になりません）。
そこで、令和3年分の確定申告に向け、雑損控除の計算相談会を開催します。
12月15日（水）
午前の部 10:00〜12:00 / 午後の部 13:00〜16:00
場 所
白石町役場 １階会議室１
持ってくるもの
1 被害を受けた土地、家屋の所有者、取得時期、取得価格、面積の分かるもの
（売買契約書、登記簿謄本、固定資産課税明細書など）
2 被害を受けた家財、車両の取得価格、取得時期の分かるもの（売買契約書、領収書等）
3 被害を受けた資産に対する修繕費、取り壊し費用、除去費用などの分かるもの（領収書、
請求書、見積書）
4 被害を受けた資産について、保険金や補助金を受け取った場合金額の分かるもの
5 り災証明書
※損害額より大きい保険金を受領した場合など、軽減措置が受けられないこともあります。
武雄税務署でも随時相談を受け付けています。
日 時

問
問

学校教育課 教育総務係 TEL 0952-84-7128

武雄税務署からのお知らせ

間

令和4年4月から令和5年3月までの間

・学校事務補助

登録方法

任用期間

（介護予防事業、介護予防支援計画作成業務の実務経験がある人）

募集対象

・学校行事における指導および準備・運営補助

勤務時間

・学校用務員 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 9人程度

・学校給食センター配送補助員 ‥‥ 1人

・授業や補充学習などの指導補助

原則として白石町内に居住している人
ゆうあい図書館図書業務員については、できれば司
書資格をお持ちか、図書館で勤務した経験のある人

（夏季休業中も2週間程度の業務を予定）
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主な業務
・個別の支援を必要とする児童生徒への対応補助

・保育園看護師 ‥‥‥‥‥‥‥‥‥ 1人

期

（学校教育支援員）を町内の小中学校に配置しています。

（週38時間45分勤務）

・学校給食センター業務員 ‥‥‥‥‥ 3人

職

町教育委員会では、教育活動の充実と、児童生徒の健全な育成の手助けを行うスクールアシスタント

募集対象

原則として白石町内に居住している人

職

●フルタイム会計年度任用職員

スクールアシスタント（学校教育支援員）の登録を受け付けています

総務課 職員係 TEL 0952-84-7111

武雄税務署 個人課税部門 TEL 0954-23-2128
税務課 町民税係 TEL 0952-84-7113

広報白石 R3・12
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令和4年白石町成人式のお知らせ
■日時 令和4年1月4日(火)
受付12:00から 開式13:00
■場所 有明スカイパークふれあい郷「自有館」多目的ホール
■対象 平成13年4月2日〜平成14年4月1日生まれで、次のいずれかに該当する新成人
①令和3年12月1日現在で町内に住所がある人
②町内の小学校および中学校を卒業した人
※上記以外で希望する人（町内の小中学校に在籍したことがある人）は、
事前に連絡をいただくと参加可能です。

1月1日(土)〜 3日(月)

※休業期間中は『すべてのごみ』の収集
を休みます。
休業期間中の『ごみ』は、次の出し日
まで各家庭で保管をお願いします。

※年末年始は特にごみの持ち込み件数が多い
ため大変混みます。混雑防止のため、時期
をずらしての搬入、可燃と不燃の仕分けを
お願いします。

※日曜日は搬入できません。

◆し尿汲み取り

ただし、第2日曜日は家庭用のみ受け付けます。

12月30日(木)〜 1月4日(火)

※今後の感染症拡大等の状況の変化で、内容等の変更や式典を中止する場合があります。
生涯学習課 生涯学習係

◆さが西部クリーンセンター
ごみ受け入れ

1月1日(土)〜 3日(月)

◎入場時の検温、手指消毒、マスク着用にご協力ください。
◎事前に接触確認アプリ(COCOA)のインストールをお願いします。
◎保護者や友人等の新成人以外の人は入館できません。
◎介助等配慮が必要な場合は事前にご連絡ください。

問

町民の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

◆『ごみ』収集

新型コロナウイルス感染症対策として以下のことにご協力をお願いします。

当 日 は 、式 典 の 様 子 を
YouTube｢白石町役場｣
チャンネルでライブ配信す
る予定です。チャンネル検索
またはQRコードをご利用
ください。

年 末 年 始 環 境 業 務 休 業 のお 知らせ

TEL 0952-84-7129

福吉区自主防災会が設備・備品等を整備しました
町内の自主防災組織である福吉区自主防災会が、
自治宝くじの助成金であるコミュニティ助成事業を活用し、
発電機やバルーン型投光機等を整備しました。
「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
されており、
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。

※年末のし尿汲み取りは大変混みますの
で、12月20日(月)までに指定の業者へ
必ず申し込みをお願いします。休みの
日の対応はできません。
※し尿汲み取り許可業者
（株）
エムズクリーンサービス 0952-84-2953
（株）
三協環境開発
0954-65-5035
（有）
原田衛生社
0952-82-2213
問

生活環境課 廃棄物対策係 TEL 0952-84-7118

問

総務課 危機管理・防災係
12月

TEL 0952-84-7111
1月

白石町役場
白石町総合センター・健康センター
福富ゆうあい館
有明公民館

白石町役場の業務は、
12月29日（水）〜1月3日（月）に
休業しますが、この期間中の出生
届・死亡届・婚姻届などは、庁舎東
口にある守衛室で受け付けます。

有明スカイパークふれあい郷
町内社会体育施設・学校教育施設
ゆうあい図書館
いこカー・予約制いこカー
あいのりタクシー
白石町社会福祉協議会・ゆめてらす
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2日
(日)

3日 4日
(月) (火)

申込方法
注意事項
応募期限

申込書と広告原稿を添えてご応募ください。
申込受付後、原稿を審査のうえ、掲載の可否を決定します。
なお、応募が多い場合は抽選とします。
広告掲載の決定を受けた広告主は、別に定める日までに版下
原稿（電子データ）の提出と広告料の納付をお願いします。
令和4年1月14日（金）
問

①
②
③

ごみ収集カレンダー

27日 28日 29日 30日 31日 1日
(月) (火) (水) (木) (金) (土)

3枠【①②③】
募集件数
※指定ごみ袋とごみ収集カレンダー両方に掲載
掲載料（広告料金） 5万円（年額）
広告掲載物 令和4年度に作成・販売する 令和4年度ごみ収集カレンダー
指定もえるごみ袋（特大袋） （町内全地域）
規格および （縦6㎝×横36㎝）
（縦6㎝×横10㎝）
320,000枚（予定）
8,000枚（予定）
作成枚数
前年度分在庫終了
令和4年4月1日から
掲載期間
（令和4年5月）から
令和5年3月31日まで
作成分の在庫終了まで

もえるごみ特大袋

指定ごみ袋・ごみ収集カレンダーの
有料広告を募集します!
会社・団体等のＰＲにご活用ください！

生活環境課 廃棄物対策係

①

②

③

TEL 0952-84-7118
広報白石 R3・12
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〜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
11月4日、白石町総合センターで「第13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、6月から活動している「須古地区地域づくり協議会」
の活動状況の報告と、10月31日に開催した「六角地区地域
づくり住民参加ワークショップ」の情報を共有しました。
また、地域づくり協議会を推進していくための基礎となる
提言書の内容を協議し、委員の皆さんから活発な意見をいた
だきました。
いただいた意見を集約・反映し、よりよい提言書を作成し
ていきます。

六角地区地域づくり協議会設立準備委員会

体温測定器寄贈

佐賀県スポーツ協会 スポーツ功労者表彰

前県内一周駅伝杵島郡監督

小野 勉︵沖小路︶

Topics

佐賀県公式野球審判協会審判員

11月22日、グランデはがくれで令和3年度(公財)佐賀県スポーツ協会スポーツ功労者表彰式が開催され、
永年にわたりスポーツ振興にご尽力された3人が受賞されました。

清則︵六府方区︶

総合戦略課 白石創生推進係 TEL 0952-84-7132

▲ありがとうございました

受賞おめでとうございます！

西山

人口減少や高齢化等のため地域の活力低下の課題を抱えている地域で、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に対して、県・町から補助金を交付します。
■対象事業 下記の事項を全て満たすもの
・人口減少や高齢化が進み、活力が低下している地域を対象とした取組
・地域の活性化を目的とする取組
・自立運営を見込んで新たに立ち上げる事業、または既存の事業の拡充を行うもの
■対象事業の例
・伝統行事や祭りの地域交流イベント
・農産物等の地域資源の掘り起こし
・地場産品を活かした特産品開発 など
※地域の活性化を目的とする取組が広く対象になります
■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
※補助金の申請を検討している団体は、総合戦略課白石創生推進係までご相談ください。

広報白石 R3・12

武雄法人会

前杵島郡バレーボール協会会長

令和4年度「さが未来アシスト事業費補助金」事業のお知らせ

Topics

渕 彰︵原田︶

10月31日、六角小学校体育館で「第1回六角地区地域づく
り住民参加ワークショップ」（主催：六角地区地域づくり協
議会設立準備委員会）を開催しました。
当日は六角地区の区長や民生児童委員、消防団などを含む
住民の皆さんをはじめ中学生や佐賀大学生など約80人が集ま
り、11班に分かれて「私だけが知っている地域のアレコレ教
えたい！」をテーマに意見を交換しました。
皆さんからは「駅やバス停、病院、商業施設などがあるの
で利便性が良い」「学校施設があるので通いやすく、子育て
しやすい」という意見のほか、「冠水に見舞われる」などの
▲ワークショップの様子
困っていることなど、六角地区へのたくさんの思いが共有で
きるワークショップとなりました。
問 総合戦略課 白石創生推進係 TEL 0952-84-7132
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生徒を守るために

10月25日、公益社団法人武雄法人会（馬渡洋三会長）から町内中
学校に体温測定器を寄贈していただきました。
武雄法人会では、毎年11月の「税を考える週間」に合わせて、地
域貢献活動を行っており、武雄税務署管内の中学校にも寄贈されて
います。
いただいた体温測定器は、各中学校での新型コロナウイルス感染
対策に活用させていただきます。

▲話し合いの様子

問

Topics

道徳教育の推進に尽力
佐賀県教育委員会教育長表彰受賞

11月1日、グランデはがくれで佐賀県教育委員会教育長表彰の表
彰式が行われ、有明南小学校の井手奈緒子教諭が教育長表彰を受賞
されました。
井手教諭は特別活動主任や研究主任として、児童の主体性や道徳
性を高める教育に取り組まれました。子どものよさややる気を引き
出す指導が高く評価され、今回の受賞となりました。
▲受賞おめでとうございます

Topics

子どもたちの安全・安心を守るために
白石町民生児童委員協議会 旗・ベスト作成

白石町民生児童委員協議会では、民生委員・児童委員が子どもた
ちの登下校の見守り時に着用する旗とベストを作成しました。民生
委員・児童委員は、地域で生活する誰もが安心して生活できるよう、
暮らしを見守るボランティアです。
今後、子どもたちの登下校を見守る際はこの旗とベストを着用し、
子どもたちの安全・安心を守っていきたいと思います。
問 保健福祉課 福祉係

TEL 0952-84-7116
広報白石 R3・12
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Topics
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大雨の被災地へメッセージ

Topics

東北の中学生から応援メッセージ

8月豪雨が発生したことに伴い、郵便局としてできる被災地支援として福島県国見町立県北中学校の生
徒が書いた応援メッセージが白石郵便局に届けられました。
応援メッセージは、白石郵便局と六角郵便局に展示した後、
白石町役場にも展示しました。
「小さいときに東日本大震災を経験し、九州地方の皆さん
から応援メッセージや支援してもらい復興できた」「東日本
大震災で互いに助け合うことの大切さを実感した。また災害
で大変な思いをするかもしれないが、家族や友人と助け合っ
て乗り越えてほしい」「普通の暮らしでは気づけなかった小
さな幸せに気づいて頑張ってほしい」などのメッセージをい
ただきました。
▲応援メッセージ
県北中学校の皆さん、心温まるメッセージありがとうございました。

Topics

子どもたちが楽しく遊べるように
杵島建設業協会青年部ボランティア

奉仕活動で地域に貢献
白石町シルバー人材センター

広報白石 R3・12

12月26日に京都市で開催される全国高校駅伝に、白石高校陸上競
技部長距離女子が出場します。10月31日に開催された県大会で3年
連続9回目の優勝を果たし、都大路への出場を決めました。
11月22日には優勝メンバーが田島町長を表敬訪問し、全国大会出
場を報告しました。主将の山口さんは「佐賀県の代表として責任と自
覚を持ち、支えてくれた人たちに結果で恩返しができるように全員で
頑張りたい」と全国大会に向けた決意を表明しました。
選手の皆さんの力強い走りを期待し、応援をお願いします。
▲全国大会頑張ります

Topics

Topics

11月5日、白石町シルバー人材センターのメンバーによる清掃
ボランティア活動が行われ、白石中央公園周辺のごみ拾いや除草
作業などをしていただきました。
シルバー人材センターでは、年齢にかかわらず多くの皆さんが
自身の生きがいづくりのために活動し、庭木の剪定など地域社会
に貢献されています。メンバーの皆さんありがとうございました。
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全国高校駅伝出場

ふくどみラージボール卓球クラブが好成績
佐賀県ラージボール卓球選手権大会

▲優勝した馬場・笹川ペア

▲ありがとうございました

清掃ボランティア

白石町シルバー人材センターでは、メンバー（60歳以上）を
募集しています。
白石町シルバー人材センター事務局 TEL 0954-65-4680

白石高校長距離女子

10月24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（級別混合ダブルス）が行われ、ふくどみラージボー
ル卓球クラブの馬場喜壽さん・笹川由美子さんペアがC級（3･4位
グループ）で優勝しました。
ふくどみラージボール卓球クラブの優勝は、7月に開催された男
子団体戦の優勝に続いての好成績で、笹川さんはラージボールを初
めて3年未満での快挙です。
ふくどみラージボール卓球クラブは、週3回（火・水・土午後）
福富社会体育館で大会や健康づくりのために練習に励んでいます。
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。

10月23日、あかり保育園砂場の砂入れ替え作業がありました。
砂の入れ替えは毎年行っていますが、今年は（一社）杵島建設業
協会青年部の皆さんのボランティアで行われました。
作業後は子どもたちも楽しく遊ぶことができています。建設業
協会青年部の皆さんありがとうございました。

Topics

3年連続都大路へ

昔ながらの稲刈りを体験
有明東小学校稲刈り体験学習

11月5日、有明東小学校の5年生が小学校前の圃場で、自分たちが
植えたもち米の稲刈りを体験しました。
児童たちは、最初は手間取っていましたが、コツをつかむと競い
合ったように時間いっぱい刈っていました。
また、刈り取った稲は足踏み式脱穀機を使って脱穀し、昔ながら
の稲刈りを体験しました。
今回収穫したもち米は1月の全校もちつき会で使用する予定です。
▲きれいになりました

▲鎌を使って稲刈り体験

広報白石 R3・12
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Topics
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町営住宅入居者募集のお知らせ

白石町をテーマに研究活動

■募集する住宅

白石高校フィールドワーク

10月27日、白石高校普通科キャンパスから白石町をテーマに
研究活動している「ちいき」グループが白石町役場を訪問しました。
「ちいきの廃棄野菜を減らそう」「白石町の魅力を発信しよう」
の2テーマを調査している中で疑問に思った点などを職員に質問
しました。質問の中には、高校生からの提案もあり、職員と真剣
にやり取りをしていました。
白石高校では4月から環境・ちいき・温暖化などの分野に分か
れて研究しており、今後は研究の成果を12月に発表し、3月に
レポートにまとめる予定です。

Topics

▲高校生と意見交換

白石町総合計画審議会

問

・12月15日（水）〜28日（火）

・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

■応募に必要な書類
・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）
（入居希望
・税の滞納がないことを証明するもの
者全員分の完納証明書、
非課税証明書など）

・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

町民の皆さんの意見をもとに

10月20日に第4回、11月10日に第5回白石町総合計画審議会
を開催しました。
審議会では商工業振興、観光振興、男女共同参画社会の構築、
学校教育、町民参画の推進の分野など11の施策分野について委員
の皆さんから意見をいただきました。
商工業振興の分野ではアフターコロナ対策や後継者問題、観光
振興の分野では道の駅の有効活用、学校教育の分野では中学校の
再編や教育内容の充実など各施策について意見をいただきました。
いただいた意見を集約し、次期総合計画への記載や施策への反
映を行い、次回審議会で計画の素案を示します。
※審議会内容の詳細については順次ホームページで公開しています。

■募集期間

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

・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

▲話し合いの様子

企画財政課 政策調整係 TEL 0952-84-7112

・上区住宅 1戸
白石町大字福富449番地1
昭和50年建築（簡易耐火構造平屋建）
3DK、非水洗トイレ、浴槽・ボイラー持ち込み
※単身入居可（ただし、60歳以上またはその他一定の
要件を満たす人のみ）

※11月30日（火）までに応募があった場合、
12月の募集戸数が変わることがあります。
詳細は問い合わせるか、ホームページをご覧
ください。
※入居申し込みには所得制限などの要件があり
ます。また、上区住宅以外は、単身での入居
申し込みはできません。
※連帯保証人が必要です（町内に居住し、入居
者と同程度以上の収入があり、税金等に滞納
がない人）。
※入居要件の詳細は町ホームページでも確認で
きます。
問

建設課 建築住宅係 TEL 0952-84-7124

使い忘れにご注意を！

「しろいし応援団」生活サポート事業

使用期限

しろいし商品券

町
長

令和3年12月31日（金）まで！
議
長

10月分
3年度累計
10月分
3年度累計

0件

0件
0円

0件
0円
0件

0円

0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

2件
0件
0円 10,000円

0件
0円

1件
11件
5件
0件
10,000円 55,000円 100,000円
0件

0件

2件
0件
10,000円

0件
0円

0件
0円
0円

0円
0件

0円
0件

0円
0件

0件
0円

17件
0円 165,000円

0件
0円

2件
0件
0円
6,000円

2件
10,000円

0件
0円

0円

4件
0円 16,000円

この商品券を手元にお持ちの人は、
使用期限までにご使用ください。
商品券が使えるお店は、町ホームページ
をご確認ください。
問 役場総合戦略課 TEL 0952-84-7132
白石町商工会 TEL 0952-84-2043
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璃の香苗木代補助の受付は終了しました
広報白石10月号および行政放送でお知らせしていた璃の香（レモン）の苗木代補助（新規農産物作
付拡大推進事業）は、申し込み分が予算額に達したため、今年度の受付を終了します。
皆さんのご理解をよろしくお願いします。

問 商工観光課 観光係

TEL 0952-84-7123

広報白石 R3・12
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［有明南小学校］
家

home
education
COLUMN

庭

教
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笑顔いっぱい
生き生きと学び合う南っ子

ズ❼

自分で考え、選び、行動できる子どもに

■創 立：明治13年
■校 長：武富 通
■児童数：107人（R3.5.1現在）
■住 所：白石町大字深浦5581番地1
■HPアドレス
https://www.education.saga.jp/hp/ariakeminami-e/

子育て応援サークルはぐはぐ代表 田中知子

「津波てんでんこ」という言葉をご存じですか？
「津波はあっという間にやってくるから、周囲のものをかまうよりも、各自てんでばらばらに逃げ
なさい。」という三陸地方に言い伝えられている言葉です。東日本大震災の後、岩手県釜石市で約
3,000人の子どもたちが無事に避難を遂げたことは「釜石の奇跡」と言われました。その「避難訓練」
の様子をテレビで見たことがあります。放送が流れ、身を守ったあと、「てんでんこ！」と口々に叫
び、子どもたちは、全速力で校庭へ飛び出し、校門を開け坂道を駆け上っていきました。避難先は決
まっているのですが、そこへ向かうルートはバラバラです。「クラスで」とか「友だちと」ではなく、
自分の命を守るために一心不乱に逃げていました。
釜石市の防災・危機管理アドバイザーとして勤めている群馬大学名誉教授 片田敏孝さんは、「想定
を信じるな」「その状況において最善をつくせ」「率先避難者たれ」という 避難三原則 を提示し、
子どもたちに伝え続け、何度も訓練を重ねてこられました。東日本大震災が起こった際、子どもたち
は家に帰っていて状況はバラバラだったにも関わらず無事だったのには、自分で判断して意思決定し、
行動できる「力」があったからと話されています。
子どもたちが自分たちの意思で判断できるようになるには、「自分で考えて、自分で選択して、自
分で決める」という経験が必要です。そのことによる失敗や成功の積み重ねが子どもたちの生きる力
を育んでいきます。失敗は悪いことでなく、その次の手立てを考えるために必要な源になります。災
害時だけでなく、生きていく上で必要な力です。しかしながら、子どもたちの日常をふり返った時、
子どもたちが主体的に考え、選び、決める機会はどれくらいあるでしょうか。「自分で考えて。」
「自分のことは自分で決めて。」と大人から言われることがあったとしても、それまでにどのくらい
自分で決めて行動することを認められてきているでしょうか。
「好きなお菓子を買ってあげるよ。」と言ったら、身近にいるお子さんはすぐに行動できますか？
私には8才、10才の子どもがいますが、「何個？」「何円以内？」「本当になんでもいいの？」と聞
いてくると思います。それは、年齢が高くなり先が見通せるようになった成長でもありますが、今ま
での経験からくるものだなと思います…。「選んでいいよ」と言われたから、考えて決めたにもかか
わらず、「それは虫歯になりやすいからダメ。」「ご飯食べられなくなるからもう少し小さいものに
して。」「それはお菓子というよりオモチャでしょ！！」と後から口出しされたり否定されたり、説
得されて半ば強引に決められた苦い経験です。これでは自分で好きなお菓子を選んだことにはなりま
せん。
大人は子どもたちよりも経験値が高いので、求められてもいないのについつい「こうした方がいい
よ」とアドバイスをしたくなったり、子どもが「失敗しないように」と先回りして手を出したり口を
出したりしてしまいます。しかしながら、その「手」や「一言」が、「失敗」する経験だけでなく自
分で考えて行動したことによる「成功」経験すら奪ってしまっているかもしれません。このようなこ
とが日常的に繰り返されることが、子どもたちの主体性はおろか自分で考えることすら面倒くさいと
諦めてしまったり、「誰かがしてくれるだろう」と受け身になってしまったりすることにつながるの
かもしれません。
子どもたちの年齢が高くなっていくと、「進路」や「就職先」など大きな選択が迫られることが増
えてきます。そんな場面で、自分で「選択」し「行動」できる人になっていてほしい！
そのために、私たち、身近な大人が子どもたちの判断を見守ること、先回りしないこ
とが「自分で考え、選び、行動できる力」を育んでいくのではないでしょうか。そん
なことを自分自身に言い聞かせながら、行動していこうと思います。
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学校教育は今

有明南小学校の合言葉は、「笑顔でCha! Cha! Cha!」です。
Chance……… ピンチもチャンス！機会や出番を逃さず、まずやってみる。
Challenge……トライ＆エラー！あきらめずに繰り返し挑戦する。
Change……… ライバルは「昨日の自分」！他人と比べず、自分史上最高を追う。
南っ子のチャレンジをご紹介します。
◇南っ子チャレンジ！その1 お弁当の日
ふだんは愛情いっぱいのお弁当をおうちの人に作ってもらうのが当たり
前ですが、子どもたちが自分で作ることで、「食への関心と自立・感謝の
心・家族のコミュニケーション」をねらいとして取り組んでいます。子ど
もたちの実態や家庭の事情に合わせて、3つのコースがあり、「おにぎり
を自分で作ったよ。」「玉子焼きを焼いたよ。」「おかずを自分で詰めた
よ。」などなど、取り組みやすいものからチャレンジしています。
【完璧コース】できるだけ子どもの力だけで作る。
【おすすめコース】親子で一緒に台所に立って作る。
【ベーシックコース】おうちの人が作ってくれたおかずを子どもがお弁
当箱に詰める。
◇南っ子チャレンジ！その2 家庭学習がんばり週間
有明中の定期考査に合わせて「小学生も中学生に負けないようにがん
ばろう！」ということで設定しています。目標時間は、1年生20分から
学年が上がるごとに10分増え、6年生は70分が目標です。どの学年も、
ほとんどの子が目標時間を突破！まずは、「決まった場所で決まった時
間に集中して取り組むこと」ができるようになることがめあてです。そ
こから、さらに主体的に学ぶ力へと高めていってほしいと思います。学
年に応じて自主学習にもチャレンジしています。
◇南っ子チャレンジ！その3 校内かくれんぼ
コロナ禍で行事が中止や縮小になってしまいがちですが、「学校生活
を楽しくするためにみんなで遊ぼう大会をしよう」について代表委員会
で話し合いが行われ、「校内かくれんぼ」が企画されました。高学年が
鬼役となり、いろいろと隠れる場所を工夫して、ドキドキワクワク大い
に盛り上がりました。自分たちの生活をよりよいものにしようと、知恵
を出し合い、実践することを通して、子どもたちの自主性が育まれてい
きます。まさに子どもたちが創り出した新たな取り組みとなりました。
その他にも、南っ子は、学校での学習はもちろん、家庭でのお手伝い、習い事・社会体育、趣味など、様々
なことにがんばっています。南っ子の「笑顔でCha! Cha! Cha!」を学校・家庭・地域でこれからも応援して
いきます。

広報白石 R3・12
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本
を
読
も
う
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図書館情報

●12月の休館日 ・12月5日〜1月10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

開館時間：10:00〜18:00

ガラスの海を渡る舟

寺地 はるな 著 PHP研究所

「みんな」と同じ事ができない兄と、
何もかも平均的な妹。2人は祖父の
遺言をきっかけに、ともにガラス工
房を引き継ぐことになり…。
大阪・空堀商店街にあるガラス工
房で兄弟が過ごした愛おしい10年
間を描く。

写真図解でわかるチェーンソーの使い方
石垣 正喜 著 全国林業改良普及協会

チェーンソーの持ち方、姿勢、エンジ
ンのかけ方、刃の目立てから、チェーン
ソー操作や伐木のトレーニング、安全対
策まで、写真図解で紹介する。

有明公民館

図書室
図書紹介

TEL 0954-65-313 5
開館時間：8:30〜22:00

あなたが生まれてきた理由
高橋 佳子 著 三宝出版

年末年始 12月27日（月）〜1月4日（火）

1月 /10日（月・祝）/11日（火）

●ゆうあい図書館 おはなしの部屋

12月のおはなし会
11日（土）・25日（土） 10:30〜

年末年始に返却する場合は、次の点にご注意ください。

★本・雑誌は「返却ポスト」に返却してください。
★CD・ビデオ・DVDなど、壊れやすいものは、
1月5日以降に図書館のカウンターへ返却してください。

わたしの気になるあの子

朝比奈 蓉子 作 水元 さきの 絵 ポプラ社
「女の子らしくしろ」と
口うるさい祖父に反感を覚
える瑠美奈は、ある日、ク
ラスメイトの詩音が坊主頭
で登校してきたことに衝撃
を受け…。
「多様性」をテーマにし
つつ、人を思うこと、助け
あうことを綴った物語。

なぜあなたはその人生を生きているのか。
なぜあなたが今ここにいて、その現実と向
き合っているのか。それを解き明かす原因
と結果の法則『因果律』がある。それを知
って歩むとき、あなたの本当の物語が紡が
れ、あなたがあなたになった理由が明らか
になってゆく。あなたの使命が何だったの
かわかるかもしれません。

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。

白石町役場に
本棚を設置しました
本
を
読
も
う
！
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12月 /6日(月)/13日(月)/20日(月)/23日(木)

白石町役場玄関ホールにゆうあい図書館の本棚を
設置しています。
本はゆうあい図書館の除籍本です。ご自由にお取
りください。
また、ゆうあい図書館の新刊案内や利用案内も置
いています。ぜひご利用ください。

ろふかたしんからみち

トヨタマヒメ（豊玉姫）

てんめい

きもん

佐賀藩の直営で干拓された六府方新搦地の鎮護のために、天明5年（1785）8月、鬼門（北東）の地に建立
かんせい
ほこら
りゅう
された石祠が、現在の東六府方区・龍神社の前身になります。建立から8年後の寛政5年（1793）に再建され、
現在は本殿裏に移設されている石祠（町重要文化財）には、御祭神は
「豊玉姫之尊」
（トヨタマヒメノミコト）
と記
され、龍神社々務所発行パンフレットには
「豊玉姫命」
（トヨタマヒメノミコト）
と表記されています。
りゅうおうざき
かいどう
むるしま
また、龍王崎先端に鎮座する竜王・海童神社（江戸時代後期‐19世紀の「白石南郷室島村」絵図には
「龍王」
わたつみ
と表記）
も、
父海神豊玉彦命
（トヨタマヒコノミコト）
と共に娘豊玉姫命が御祭神として祀られています。
「尊」
と
「命」
は、
いずれも高貴な方に尊敬の意を表わして添える語です。
うみさちやまさち
このトヨタマヒメが登場する話として、御存知の方も多いと思われますが、
「海幸山幸」があります。
この話の原
わどう

こ じ き

ようろう

にほんしょき

かみよ

点は、和銅5年（712）成立の『古事記』上巻と養老４年（720）成立の『日本書紀』神代下 第10段に見られます。
あらすじは両者ほぼ同じですが、呼び名とその漢字表記が異なります。
ここでは、
『日本書紀』に基づく呼び名を
使用してその内容を記してみます。
弟ヒコホホデノミコト
（彦火火出見尊‐山幸）
は、交換した兄ホノスソリノミコト
（火闌降命‐海幸）
の釣針を失
くし怒りを買ったが、
シホツツノヲヂ（塩土老翁）の教えにより海神の宮に行くことができた。海神トヨタマビコの
もてなしを受け、失くした釣針も取り戻せた。海神の娘トヨタマビメと結婚し3年間住んだが、故郷のことを思って
嘆いた。海神はヒコホホデノミコトに呪力の有る玉を与え、故郷に帰した。
トヨタマビメは、妊娠を告げ、必ず訪れ
うぶや
るから海辺に産屋を作って待つように頼んだ。
故郷に帰ったヒコホホデノミコトは、海神からもらった玉により兄を従えた。
トヨタマビメは約束どおり、妹タマ
ヨリビメ
（玉依姫）
と一緒に海辺に行った。出産前にトヨタマビメは、出産する姿を決して見ないでとヒコホホデ
たつ
ノミコトにお願いした。
しかしヒコホホデノミコトは我慢できず、密かに盗み見ると、
トヨタマビメは龍（第10段別
やひろのわに
わ に
やひろ
書には八尋の大熊鰐、
または八尋大鰐）
となっていた。
かや
トヨタマビメは恥じて、産まれた子を草に包んで海辺に捨てて、海神の宮に帰ってしまった。その子を、
ヒコナ
ギサタケウガヤフキアヘズノミコト
（彦波瀲武鸕鷀草葺不合尊）
と名付けた、
という内容です。
この名は、産屋を
う
なぎさ
う
ふ
鸕鷀
（鵜）
の羽を草として葺いていたが、
屋根の頂上部分を未だ葺き合わせないうちに生まれ、
草に包まれ波瀲
に捨てられた子、
という意味です。
神代下 第11段には、後にヒコナギサタケウガヤフキアヘズノミコトは母トヨタマビメの妹タマヨリビメを
妃とし、四人の男子、
ヒコイツセノミコト
（彦五瀬命）、
イナヒノミコト
（稲飯命）、
ミケイリノノミコト
（三毛入野命）、
カムヤマトイハレビコノミコト
（神日本磐余彦尊）
が産まれた、
とあります。四男のカムヤマトイハレ
じんむ
ビコノミコトは、後の神武天皇にあたります。
県内でトヨタマヒメを主祭神とする神社として
は、嬉野市嬉野町に豊玉姫神社が鎮座していま
す。その縁起や何故内陸部にあたる嬉野に創建
されたのか不明ですが、その立地の故からか美
肌の女神としても信仰されています。町内に鎮座
する龍神社及び海童神社は、
トヨタマヒメが海神
の娘であることから、海・水の女神として、言い換
えれば龍神社は上述のとおり干拓地の鎮護神と
東六府方区・龍神社「豊玉姫之尊」
竜王・海童神社
して創建され、海童神社は海上交通の安全や豊
石祠（白石町重要文化財）
漁の神として創建されたと考えられます。
<参考文献他>
・坂本太郎他校注 日本古典文学大系67『日本書紀』上、岩波書店、昭和56年
・青木和夫他校注 日本思想体系１『古事記』岩波書店、昭和57年
・佐賀県立図書館所蔵「白石南郷室島村」絵図

生涯学習課生涯学習係
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消費生活情報

12

188

消費者ホットライン…局番なし

くらしのカレンダー 12/ 5▶1/ 10

December
2021

簡単に稼げて高収入！？うまい話には注意！
事例1

5

インターネットで「チャットで相談にのるだけ」とのアルバイトを見つけて副業サイトに登録した。個

※11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。

6

7

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

人情報交換のために有料の手続きが必要といわれ、次々と手続料を支払わされた。
事例2
高収入のアルバイトをインターネットで検索しサイトに登録したが、収入は得られず月額サイト利用

8

●日本語交流会
元19：30〜21：00

9

10

11

◆消費生活相談
10：00〜16：00

◆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

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

17

18

料だけを支払わされている。
事例3
「荷受代行」をしていたら、自分名義でスマートフォン6台を購入されていた。

12

13

19

20

14

15

16

●交通安全パレード
町内全域
8：30〜12：00
●駐在員会
大 9：00〜

＜ひとこと助言＞

◆消費生活相談
10：00〜16：00
★1歳6ヵ月児健診
〈受付〉12：45〜13：30
［R2.4〜5月生］
母子健康手帳・問診票・尿

★
「簡単に稼げる」
「気軽に始められる」
と強調するインターネット広告やSNSの情報を安易に信じない
ようにしましょう。
「手数料」
「登録料」
を請求されたら注意しましょう。
★
「荷受代行」
はアルバイトを装っていますが、
目的は消費者の名義で不正に携帯電話を購入することで

21

★2歳6ヵ月児歯科健診
〈受付〉12：50〜13：30
［R1.4〜5月生］
母子健康手帳・問診票
（希望者へのフッ化物塗布実施）
●日本語交流会
元19：30〜21：00

あり、
携帯電話が犯罪に使用される恐れもあります。
身分証明書・銀行口座等の個人情報を安易に伝え
ないようにしましょう。
★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）

26

27

2

3

22

◆法律相談
ゆ 10：00〜12：00
★2ヵ月児相談
13:00〜13：30
［R3.10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

28

29

4

5

★3歳6ヵ月児健診
〈受付〉12：45〜13：15
［H30.4月生］
母子健康手帳・問診票・尿

23

24

30

31

6

7

◆消費生活相談
相 10：00〜16：00
★乳児健診
13:15〜13：40
［R3.8月生］
母子健康手帳、健やか親
子21アンケート
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●おはなし会
ゆ おはなしのへや
10：30〜

1 元日

■白石町消費生活相談のご案内■
白石町の開催日は毎週木曜日です。
白石町

江北町・大町町

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

日時：12月 2日（木）・ 9日（木）
16日（木）
・23日（木）
日時：火曜日・水曜日
10:00〜16:00
10：00〜16：00
（12:00〜13:00は昼休み）

場所：役場庁舎1階 相談室１
電話 0952-84-7123

場所：江北町公民館 談話室
電話 0952-86-5615

20
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1月の相談日

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
23
30

17
24
31

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

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

★保健行事予定
◆相談会
●町行事予定

保健福祉課
健康づくり係

0952８４-７１１６
月 日
12月 5日
12日
19日
26日
31日
1月 1日
2日
3日
9日
10日

曜 6日
日
日
日
日
金・大晦日
土・元旦

日
月
日
月・成人の日

当
武岡病院
古賀小児科内科医院
カタフチ医院
順天堂病院
藤崎医院
原田内科医院
副島医院
有島病院
戸原内科
溝口医院

番

施

8
◆法律相談
交 10：00〜12：00

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

10 成人の日

都
※合により変更になる場合があります︒

※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。

2

1

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）

1

●人権相談・行政相談
健 9:00〜12：00
●成人式
ふれあい郷自有館
〈受付〉12：00〜

日曜・祝日在宅医

当日は電話での相談も受け付けています。
「消費生活相談」と伝えてください。

（12:00〜13:00は昼休み）

12月の相談日

相 役場1階相談室1

会 役場1階会議室2

ミ 役場１階ミーティング室1

交 白石町交流館

大 役場3階大会議室

ゆ ゆうあい館

健 白石町健康センター

元 元気のたまご

総 白石町総合センター

有公

有明公民館

設

江北町
江北町
白石町
大町町
江北町
白石町
白石町
白石町
大町町
白石町

0952-86-3013
0952-86-2533
0952-87-2233
0952-82-3161
0952-86-3231
0952-87-3737
0952-84-2205
0954-65-4100
0952-82-2051
0954-65-2046
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情報EXPRESS
職業訓練受講生募集（2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 令和4年2月2日（水）〜8月26日（金）
（水）
まで
■募集期間 12月22日
■入所選考 令和4年1月7日（金）
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

准看護科学生募集
武雄看護学校では、
令和4年度の准看護科入学生
（一般入学試験：後期）
を募集します。

■募集人員

35人
【高校推薦・社会人
（前期・後期）
・
一般入試（前期・後期）合わせて】
■受験資格 中学校卒業以上の学歴がある人
（月）
〜28日
（金）
■願書受付期間 令和4年1月17日
9：00〜16：00
（土）
■試験日 令和4年2月5日
■試験会場 武雄看護学校
■問合せ先 武雄看護学校 TEL 0954-23-7171

公益財団法人あすのばでは、入学・新生活を迎える
子どもたちに、入学・新生活応援給付金を届ける事業
を行っています。
返済不要・成績不問です。
■受付期間 11 月 22 日（月）〜 12 月 17 日（金）
※原則オンラインでの申し込みです。郵送の場合
は 12 月 13 日（月）消印有効です。
■対象者 お子さんの学年や家庭の状況など、申し
込み要件があります。詳細はあすのばホームペー
ジでご確認ください。
※申し込み要件に当てはまらない人が申し込んだ
場合、
「非該当」となり給付できません。必ずホー
ムページで要件をご確認ください。
■給付 選考のうえ、令和 4 年 3 月中に給付します
（選考の結果、不採用となることもあります）。
給付までの詳しいスケジュールや給付予定人数は
今後あすのばホームページでお知らせします。
■問合せ先 「入学・新生活応援給付金」ページ内
お問い合わせフォームからご連絡ください。
TEL 03-6277-8199
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第2回がん遺族つどいの会
「がん」で大切な人を亡くされた人が、それぞれの想い
を語り合うつどいです。当日は、親睦・交流会を行ったあ
と、音楽鑑賞などがあります。参加をお待ちしています。
■日時 令和4年1月8日（土） 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 がんで大切な人を亡くされた人
（10人程度）
■参加費 無料
■申込方法 居住市町名、氏名、電話番号、参加人数
を電話でご連絡ください。
電話：0120-246-388
（月〜金曜日 9：30〜13：00 14：00〜16：30）
■申込締切 令和4年1月5日（水）
■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

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 12 月 12 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。

放送大学4月入学生募集

働きながら介護をされている人へ

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〜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。
ただいま第1期（4月入学）の学生を募集してい
ます。資料を送付しますので、気軽にお問い合わせ
ください。
■出願期間 第1回 令和4年2月28日まで
第2回 令和4年3月1日〜15日
■申込・問合せ先
放送大学佐賀学習センター
TEL 0952-22-3308

令和4年度ゆめさが大学鹿島校 学生募集
楽しく学んで、仲間も増える。シニアのための学
習講座です。
■応募資格 おおむね60歳以上の人
■募集定員 50人
■開講日 木曜日（おおむね週1回）
■受講期間 令和4年4月から2年間
（年間30日開講、60講座）
■講義内容 現代社会の動き、ふるさとを知る、シ
ニアの健康管理、工芸実習、見学研修、地域活動の
基礎知識など
■主な会場 鹿島市民交流プラザ「かたらい」
■年間経費 受講料36,750円／消費税含む
■応募締切 令和4年3月22日（火）必着
■申込・問合せ先 ゆめさが大学事務局
TEL 0952-31-4165
URL https://sagachouju.jp

仕事と介護の両立のために、要介護状態の対象
家族を介護するための介護休業や、介護休暇、勤務
時間の短縮等があることをご存じですか？
プライバシーを守って対応いたします。まずは
気軽にご相談ください。
■問合せ先
佐賀労働局雇用環境・均等室
TEL 0952-32-7218

高齢者活躍応援セミナー
■日時 令和4年1月18日（火）13：30〜16：00
■場所 メートプラザ佐賀
■内容 人手不足等の現状と将来において企業が
高齢者を活用し、
活躍させるために必要な働き方
改革について知るセミナー
※内容は状況により変更になる場合があります。
■受講対象者 県内在住で原則60歳以上または受
講後シルバー人材センタ−に入会希望する人、
「シルバー人材の活用」
に興味がある企業の担当者
■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
10月末現在

犯罪発生件数
うち窃盗犯

枝豆の塩こうじつくね

発酵食品とは、
大豆・米・麦・魚などを細菌などの微生物の働きによって、
うまみ成分であるアミノ酸やアルコール・乳酸などが生成された食品を指
します。
身近なものでは、
みそや納豆・キムチ・ヨーグルトなどです。
発酵食品は保存性を高めるだけでなく、うまみ成分や栄養価をアップさ
せたり、
腸内環境を改善して免疫力を高める効果もあるといわれています。
・鶏ミンチ …………320g
・塩こうじ ………大さじ 1
・しょうが
( すりおろす ) …小さじ 1/2
・こしょう ……………少々
・片栗粉 …………大さじ 1
・むき枝豆 ……………60g
・油 ……………小さじ 2
A 酒 ･…………大さじ 2
水 ………………40ml
・サラダ菜 …………4 枚

自転車盗
万引き
車上ねらい
空き巣、忍込み等
オートバイ盗

81件
58件
8件
15件
4件
12件
1件

前年比
前年比
前年比
前年比
前年比
前年比

−2件
−7件
−7件
＋7件
−3件
＋3件
＋1件

前年比
自転車や車、自宅等に確実な施錠をお願いします。

「発酵食品を取り入れましょう」

■材料：4人分

窃盗犯の主なもの

あすのば入学・新生活応援給付金のご案内

看護職再就業支援セミナー
佐賀県看護協会では、
看護職者の人材確保を目的に
看護職再就業支援事業を実施しています。
【看護職再就業支援技術セミナー（採血・注射）】
■日時 令和4年1月14日（金） 9:30 〜 12:30
■定員 8 人程度
■申込締切 12 月 24 日（金）
■問合せ先
（公社）佐賀県看護協会 TEL 0952-51-3511

情報EXPRESS

カン おいし
タン

い

健康レシピ

■作り方
①鶏ミンチ・塩こうじ・しょうが・こしょう・片栗粉・
むき枝豆をボールに入れ、
よく混ぜる。
②①を8等分し、
油を敷いたフライパンで焼く。
(焦げやすいので火加減に注意する。
)
③両面焼いたら、
酒と水を入れ、
ふたをして2〜3
分蒸す。
④サラダ菜を敷いて盛り付ける。
（1人分：エネルギー 197kcal 塩分 0.7g）

第2次白石町食育推進計画で毎月19日を｢しろいし食育の日｣と定めました。
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12月に誕生日を迎えるお子さんを紹介します

もとやま る り

（平成29年12月3日生まれ）
4歳のお誕生日おめでとう！
お喋りたくさん！元気百倍なるり。
これからも笑顔いっぱい大きくなってね(^^)

かわさき りん

きのした ゆ り

本山 瑠莉 ちゃん 4歳

木下 優莉 ちゃん 5歳

（平成28年12月4日生まれ）
ゆりちゃんお誕生日おめでとう！
お姉ちゃんたちと仲良く、元気に大きく
なってね。
ゆりちゃんだいすきだよ♡

川﨑 凛 ちゃん 5歳

（平成28年12月13日生まれ）
お誕生日おめでとう。
優しさいっぱい、
笑顔いっぱいのりんちゃんが大好きで
す。
いつもありがとう！

2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
1月1日（土）〜7日（金）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

広報白石 R3・12

ろい

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

7,751世帯 （−13） 広報白石 2021.12 No.204 令和3年12月3日発行
22,146人 （−49）
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
10,483人 （−30）
tel.0952-84-2111（代） fax.0952-84-6611
11,663人 （−19）
R3年10月末現在（対前月比）
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し

※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。

URL http://www.town.shiroishi.lg.jp/
再生紙を使用しています
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