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新型コロナワクチン3回目接種新監督のもと未来へとつなぐ襷リレー

［写真］郡市対抗県内一周駅伝
　　　（1区→2区：鳥栖警察署前中継所）

３



新型コロナワクチン3回目接種のお知らせ
2月22日現在

問
杵藤地区新型コロナウイルスワクチンコールセンター　TEL 0120-947-694
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

【3回目接種券発送スケジュール】

【3回目に接種するワクチン】（厚生労働者省リーフレットから抜粋）

【接種体制】  接種は完全予約制です。
実施場所 使用ワクチン 予約方法および接種日等

個別接種

集団接種

2回目接種時期 3回目接種券発送時期

町内個別接種
実施医療機関

白石町総合
センター

ファイザー
およびモデルナ

各医療機関に直接予約してください。接種時期によって使用す
るワクチンの種類が異なりますので、予約時にご確認ください。

杵藤地区新型コロナウイルスワクチンコールセンターに電話
またはWEBで予約してください。3月の予約受付中。モデルナのみ

令和3年8月31日まで

9月  1日～  7日

9月  8日～14日

　　9月15日～21日

発送済み

3月  8日（火）

3月15日（火）

3月22日（火）

▷1・2回目に接種したワクチンにかかわらず、ファイザー社または武田/モデルナ社のワクチンを使用します。
▷3回目接種後7日以内の副反応は、1・2回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンでも、一部の症状の出現率
　に差があるものの、概ね1・2回と同様の症状が見られました。
▷また、1・2回目と異なるワクチンを接種する「交互接種」でも抗体価は十分上昇しています。
※集団接種は必要数を確保しやすいモデルナワクチンを使用して進めていきます。
　早く接種できるワクチンから接種することをお勧めします。

※接種は強制ではありません。接種券に同封している説明書などをよく読んで接種を判断してください。
※引き続き1・2回目の接種も個別接種医療機関で実施しています。（集団接種は3回目接種のみ実施）

　　 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。
　コロナ禍で献血の機会が減少している今、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。

★佐賀県赤十字血液センターからのお知らせ

献血バスが来ます

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

接種券が届き次第予約できます
※今後も2回目接種から6ヵ月経過した人に順次発
　送します。
　接種券は接種日まで無くさないように大切
　に保管してください。

日時　3月28日（月）
　　　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】

子どもインフルエンザ予防接種費用の助成申請はお済みですか？
武雄杵島地区以外の医療機関で予防接種を受けた人へ

子どもインフルエンザ予防接種費用助成の申請期限は、3月31日(木)です。
●助成対象
　武雄杵島地区以外の医療機関で、令和3年10月1日～令和4年1月31日にインフルエンザの予防接
　種を受けた0歳～中学3年生

●申請に必要なもの
　接種費用領収書（原本）、接種済証（母子健康手帳も可）、通帳（申請者名義のもの）

●助成金額
　0歳～12歳まで・・・・（1回目）1,000円、（2回目）1,000円
　13歳以上の中学生・・・2,000円

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

不妊治療に係る助成金の申請期限のお知らせ

　助成金の申請は、治療が終了した日の属する年
度内（3月31日（木）まで）に必ず行ってくださ
い。4月以降に提出した場合は助成できません。
　ただし、令和3年2月1日～3月31日に終了し
た検査・治療に限り、5月31日（火）まで申請が
可能です。
※ご不明な点は、早めに県内各保健福祉事務所へ
　ご相談ください。

　白石町不妊治療助成事業は、原則、治療が終了
した日の属する年度内に申請してください。
　ただし、1月から3月までに終了した治療のみ、
県の決定通知日の翌日から起算して60日以内の
申請も受け付けます。

　今年度（令和3年4月1日～令和4年3月31日）に終了した検査・治療の申請期限が近づいています。

3月は「自殺対策強化月間」です
　～変化に気づく・耳を傾けねぎらう・支援先につなげる・温かく見守る～
きっとあなたの力になって、一緒に解決してくれる場所があります。

問 杵藤保健福祉事務所 母子保健福祉担当　TEL 0954-23-3174
保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

佐賀県への申請 白石町への申請

【佐賀こころの電話】　0952-73-5556（平日9:00～16:00）
【佐賀いのちの電話】　0952-34-4343（毎日24時間対応）
【佐賀県自殺予防夜間相談電話】　0120-400-337（毎日23:00～5：00）

電話で相談するのが不安な人はSNSで相談することもできます。
LINEやチャットで相談できます。

悩んでいる人・周りで悩みのある人、ひとりで抱えこまず、まずはご相談ください。

厚生労働省　SNS相談

を検索

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

2回目接種から6ヵ月経過した18歳以上の人が接種できます。
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問 長寿社会課 障がい福祉係　TEL 0952-84-7117

障害児(者)のための手当について
　障害のある人や障害児を養育する人に対して、次のような手当が支給されます。
　令和4年度の支給額は下記のとおりです。

　身体または精神に中程度以上の障害がある20歳未満の児童を監護・養育する保護者などに対し支給
　● 手当額 1級（重度）該当児童1人につき月額　52,400円 

　　　 2級（中度）該当児童1人につき月額　34,900円 
　　　　　　　　　（年3回に分けて支給） 

■特別児童扶養手当■

　重度の障害で、日常生活に常時介護を必要とする在宅の障害児(20歳未満)本人に支給
　● 手当額　月額　14,850円　（年4回に分けて支給）

■障害児福祉手当■

　著しい重度の障害で、日常生活に常時特別の介護を必要とする在宅の障害者(20歳以上)本人に支給
　● 手当額　月額　27,300円　（年4回に分けて支給）
　〈留意事項〉
　所得額が基準額を超過している場合や本人が施設等に入所している場合は受給できません。
　詳しい制度の内容は障がい福祉係へお問い合わせください。

■特別障害者手当■

　●加入資格
　障害者を扶養している県内在住の保護者（父母・祖父母・兄弟姉妹･その他親族）で、次の要件を満たしている人
　　①年齢が65歳未満（毎年度4月1日現在の年齢）であること
　　②特別の疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること

　●障害のある人の範囲
　次のいずれかに該当する人
　　①知的障害　②身体障害者手帳所持者で1級から3級までに該当する障害
　　③精神または身体に永続的な障害のある人(統合失調症、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)
　　　 で、その障害の程度が①または②と同程度と認められる人
　　※障害の程度によっては、加入できない場合があります。

　●年金の支給額
　　加入者が死亡し、または重度障害になったときは、その月から心身障害者または心身障害児に対し、生
　涯にわたって年金が支給されます。
　　1口加入者　…月々　20,000円　
　　2口加入者　…月々　40,000円　　※加入限度は、心身障害者または、障害児1人につき2口までです。

　●掛金の月額

心身障害者の保護者の皆さんへ心身障害者扶養共済制度のお知らせ

問 長寿社会課 障がい福祉係　TEL 0952-84-7117

　障害者および障害児を扶養する保護者等が掛金を納付し、万一死亡したり、重度の障害者となった場合
に、障害者本人に対し終身年金を支払う制度です。

加入時年齢
35歳未満
35歳以上40歳未満
40歳以上45歳未満
45歳以上50歳未満

掛金月額（1口あたり）
  9,300円
11,400円
14,300円
17,300円

加入時年齢
50歳以上55歳未満
55歳以上60歳未満
60歳以上65歳未満

掛金月額（1口あたり）
18,800円
20,700円
23,300円

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のお知らせ

作ろう！マイナンバーカード

　新型コロナウイルス感染症が長期化する中、様々な困難に直面した皆さんが、速やかに生活・暮らしの
支援を受けられるよう、令和3年度住民税非課税世帯等に対して臨時特別給付金を給付します。

　昨年10月からマイナンバーカードが健康保険証として使えるようになりました。
また、オンラインサービス『マイナポータル』で自分が服用している薬の情報や特
定健診、後期高齢者健診の結果などが確認できます。
　マイナンバーカードの取得推進のため、後期高齢者医療保険に加入し
ている75歳以上の人で、マイナンバーカードを申請していない人に、3
月中に申請書とリーフレットが届きます。
　申請書に必要事項を記入のうえ写真を貼って同封の封筒で郵送する
か、QRコードからインターネットで申請すると、マイナンバーカード
を作ることができます。
　マイナンバーカードができ上がるまでに1ヵ月程かかりますので、早めの申請をお願いします。
　詳しい内容はリーフレットをご覧になるか、住民課へお問い合わせください。

　基準日（令和3年12月10日）において世帯全員の
令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯。
　ただし、住民税が課税されている人の扶養親族等の
みからなる世帯を除きます。
　対象と思われる世帯には案内（確認書）を
送っていますので、中身を確認して返信して
ください。
　確認書の発行日から3ヵ月以内に早めに返信
をお願いします。

　申請時点で住民登録のある市区町村に申請することにな
ります。
　ただし、住民税が課税されている人の扶養親族等のみ
からなる世帯を除きます。
　申請期限：令和4年9月30日（金）
※住民税非課税相当とは、世帯員全員のそれぞれの年収見込額が市
　町村民税均等割非課税水準以下であることを指します。（適用さ
　れる限度額は、町ホームページをご覧になるかお問い合わせくだ
　さい。）

新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少で
給付を申請した場合、不正受給（詐欺罪）に問われる
場合があります。

給付金の支給額

DV被害者の給付金支給について

支給対象と手続き方法等

1世帯あたり10万円

いずれかにあてはまる世帯
1世帯1回限り。また、①と②の重複受給はできません。

①世帯全員の令和3年度
「住民税均等割が非課税」の世帯

②新型コロナウイルス感染症の影響を受けて
令和3年1月以降の収入が減少し

「住民税非課税相当」の収入となった世帯(家計急変世帯)

　配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている人は、住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金を自身が受給できる可能性があります。早めにご相談ください。

給付金をかたった「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
　「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の給付のため、ATMの操作をお願いすること、手数料
の振り込みを求めること、キャッシュカードの暗証番号をうかがうことは絶対にありません。
　自宅や職場などに国や県、市町村の職員などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察
署か警察相談専用電話(＃9110)にご連絡ください。

問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

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

料金後納
郵　　便

75歳以上の皆さまへ
マイナンバーカード交付申請書　在中

佐賀県後期高齢者医療広域連合
〒840－0201

佐賀市大和町大字尼寺1870番地
佐賀市大和支所3F
TEL（0952）64－8476
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対象者

第1号被保険者 第2号被保険者 第3号被保険者

届 出 先

保険料の
納付方法

自営業者・農林漁業者・
学生・無職の人など 原付バイク（125㏄以下）

農耕作業用小型特殊自動車（トラクター、コンバイン、乗用田植機、
乗用管理機など）
その他の小型特殊自動車（フォークリフト、ショベルローダーなど）

軽三輪、軽四輪

軽二輪（125㏄超250㏄以下）
小型二輪（250cc超）

白石町役場　税務課　町民税係
電話 0952-84-7113

軽自動車検査協会佐賀事務所
電話 050-3816-1754

佐賀運輸支局
電話 050-5540-2082

役場住民課住民係
および最寄りの年金事務所

勤務先で事業主が届出 扶養している配偶者の勤務
先経由で届出

会社員や公務員など厚生年
金や共済組合に加入してい
る人

月額　16,610円(令和3年度)
月額　16,590円(令和4年度)
自身で納付が必要です。

給料から天引きされた本人負
担分と事業主負担分を合わせ
て勤務先が納付します。

保険料を本人や配偶者が直接
負担することはありません。
配偶者の加入する年金制度全
体で負担します。

厚生年金や共済組合の加入
者(第2号被保険者)に扶養さ
れている配偶者

こんなときは届出

付加保険料制度について

軽自動車の廃車や登録手続きのお知らせ

令和3年分所得税の確定申告は3月15日までです

車両の種類 届け出先

国民年金は、日本に住んでいる20歳以上60歳未満のすべての人が加入する制度です。

加入の仕方は3種類。サラリーマンも学生もみんな国民年金の加入者です。

　軽自動車税（種別割）は、4月1日現在で軽自動車を所有している人に課税されます。
　次に該当する人は、3月までに各届け出先で手続きをしてください。
　　①使用していない車があるが、廃車手続きが済んでいない人
　　②他人に車を譲ったが、名義変更をしていない人
　　③町外に転出し、車も町外で所有しているが、軽自動車登録上の住所変更をしていない人
　　④白石町に転入し、車も白石町で所有しているが、軽自動車登録上の住所変更をしていない人

　役場で開催している令和3年分所得税の確定申告相談会は3月15日（火）で終了します。役場で申告を
予定している人は早めにご来場ください。

　また、次のような事情で3月15日（火）の納期限
までに申告することが困難な人は、税務署で申告・
納付期限の延長を申請することができます。4月
15日（金）までに武雄税務署での申告をお願いし
ます。
※3月16日(水)以降は役場での申告受付は行いません
　ので、ご注意ください。

　なお、武雄税務署で確定申告をする場合は「入
場整理券」が必要です。詳しくは武雄税務署へお
尋ねください。

・新型コロナウイルス感染症に感染した人
・発熱の症状があるなど、新型コロナウイルス感
　染症に感染した疑いがある人
・新型コロナウイルス感染症の患者に濃厚接触し
　た疑いがある人
・基礎疾患があるなどで新型コロナウイルス感染
　症に感染すると重症化するおそれがある人

◎よくある質問
　問：原付バイクを4月10日に廃車しましたが、5月に納税通知が送られてきました。 
　答：軽自動車税（種別割）は4月1日現在で軽自動車などを所有している人に課税されます。4月2日以降
　　　に廃車の手続きをした場合、その年の1年間分の税金がかかります。軽自動車税（種別割）は、自動
　　　車税のような月割課税制度ではないため、税金の還付はありませんのでご注意ください。 
　問：トラクターだけでなく、コンバインなども公道を走らないのに軽自動車税の対象となるのですか。 
　答：小型特殊自動車に該当する車両（最高時速35キロメートル未満のもの）であれば、軽自動車税の対
　　　象となります。そのため、公道走行の有無にかかわらず、ナンバープレートの交付を受けてください。

■農耕作業用トレーラのナンバー取得について
　小型特殊自動車に該当する農耕作業用トレーラは、農林水産省の「農作業機を装着・けん
　引した農耕トラクタの公道走行ガイドブック」が示す条件を満たす場合は、軽自動車税種別
　割の課税対象となり、ナンバープレートの取得が必要です。ガイドブックは、農林水産省の
　ホームページでご確認ください。

　次のようなときには、役場への国民年金の届出が必要です。届出をしないと、将来受け取る年金額が少
なくなったり、障害年金などの給付を受けられなくなったりする場合があります。将来の年金受給権を確
保するためにも届出は忘れずに行いましょう。
●会社などを退職して厚生年金を喪失したとき
　60歳になる前に会社などを退職したときは、退職した日が分かる離職票などの書類をご持参ください。
●配偶者が会社などを退職したとき
　配偶者が退職し、会社員や公務員などの被扶養配偶者でなくなったときは、配偶者が離職した日が分か
　る離職票などの書類をご持参ください。
●会社員である配偶者の扶養から外れたとき
　自分の収入が増え、被扶養配偶者でなくなったときは、扶養から外れた日が分かる書類をご持参ください。
※20歳になったときは、日本年金機構から加入したことのお知らせと納付書が送付されます。
（厚生年金に加入している人には届きません）

　付加保険料制度は、第1号被保険者等が国民年金の一般保険料に加えて付加保険料（月々400円）を納
めることで、受給する年金額を増やすための制度です。
　付加年金額（年額）は「200円×付加保険料納付月数」で計算し、2年以上受け取ると支払った付加年
金保険料以上の年金が受け取れます。

　付加保険料を納めるためには、申し込みが必要です。申し込みをした月分から付加保険料を納めること
になります。
　詳しくは、住民係または武雄年金事務所へお問い合わせください。

例）20歳から60歳までの40年間付加年金保険料を納めていた場合の年金額
200円×480月（40年）＝96,000円（年額）が付加年金額として老齢基礎年金に上乗せされます。

問 税務課 町民税係　TEL 0952-84-7113

問 武雄税務署 個人課税部門　TEL 0954-23-2127問 住民課 住民係　TEL 0952-84-7115
武雄年金事務所　TEL 0954-23-0121

▲ガイドブック

武雄税務署で申告・納付期限の延長申請が可能な人
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  新設「白石中学校」の校章を募集しています

2022 白石町CSW　　　　 職場体験の受入れ事業所を募集します！キャリア・
スタート・
ウィーク

　おれんじ茶屋は、認知症の人やその家族が気軽に参加できる集いの場です。お茶やコーヒーを飲みな
がら参加者同士でゆったりおしゃべりするカフェタイムや、楽しいレクリエーションをします。
　保健医療専門職と日頃の悩みや困りごとの個別相談もできます。
　お気軽にご利用ください。

場　　所：白石町役場　会議室
費　　用：100円（お茶菓子代）
参加方法：事前に電話予約
　　　　（定員10人）
　　　　　電話：0952-84-7117　
対 象 者 ：町内在住であれば
　　　　　だれでも参加可能

　令和6年度開校の新設中学校名は「白石町立白石中学校」に決まりました。
　現在、新しい中学校を象徴する校章デザインを募集しています。白石町の特色にあふれ、新しい中学校の
シンボルとなるデザインをご応募ください。

■応募資格　町内外、年齢を問わず応募可能

■応募締切　3月31日（木）必着
　　　　　　※郵送の場合は当日消印有効

　※自作・未発表のもので、他の商標や校章の模倣でないもの
　　にしてください。
　※詳しくは町ホームページに記載の募集要項をご確認ください。

☆新規登録のお願い
　現在、白石町内では約120の事業所から「生徒
受入協力事業所」の登録をしていただいています。
今回新たに登録を考えている事業所がありましたら、
学校教育課までご連絡ください。
　応募お待ちしています。

応募期間　　4月15日（金）まで
実施予定日　8月24日（水）～26日（金）

☆CSW（キャリア・スタート・ウィーク）とは？
　キャリア教育の一環として白石町内3中学校の2年生が職場体験を行う活動です。
働く体験を通じて地域理解や地域貢献、そして、働くことについての自分の考えを
みつめる貴重な機会になると考えています。この事業は、10年以上続いていますが、
ここ2年間はコロナ禍で開催できていません。

■応募方法
【用紙での提出】
　専用の応募用紙または任意の用紙をご使用ください。
　※町ホームページからダウンロードまたは、役場学校教育
　課でも配布
【電子データでの提出】
　必要事項をEメール本文に記載するか、任意のファイルに
　入力のうえ、送付してください。なお、Eメールの件名は
　「白石中学校校章応募」としてください。また、CDや
　DVDに保存して、持参または郵送しても構いません。

問 学校教育課 新しい学校づくり係　TEL 0952-84-7128

問 長寿社会課 高齢者係　TEL 0952-84-7117

問 学校教育課　TEL 0952-84-7128

  開催日
4月  8日（金）
5月13日（金）
6月10日（金）
7月  8日（金）
8月12日（金）
 9月  9日（金）
10月14日（金）
11月11日（金）
12月  9日（金）
 1月13日（金）
 2月10日（金）
 3月10日（金）

  内　容
大人の塗り絵教室
みんなでストレッチ
昔懐かし紙芝居
ちぎり絵体験
ホワイトボードレクリエーション
あの頃を振り返る回想法
簡単折り紙作り
やってみよう！頭の体操
楽しく歌って童謡レクリエーション
昔の遊び体験
ボールレクリエーション
認知症ミニ講話

  開催時間

10：00
〜

11：30

認知症
のこと

話しま
せんか

？　

2019年実施の様子

　家電4品目（テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機）は、所定の金額を支払い、
リサイクルすることが法律で定められています。家電4品目を処分する場合は、以下の手順に従って処分し
てください。「もえないごみ」や「粗大ごみ」で出したり、さが西部クリーンセンターへの直接搬入もで
きません。

買い替えの場合は、新しい家電を購入する販売店に、処分する家電を引き取ってもらいます。
※販売店に引き取りの義務があります。

処分する家電を購入した販売店が分かっている場合は、購入した販売店に処分する家電を引き取って
もらいます。※販売店に引き取りの義務があります。
処分する家電を購入した販売店が分からない、または引っ越し等の理由で遠方にあり、運搬が非常に
難しい場合は、次のいずれかの方法で排出をお願いします。

③【指定引取場所へ直接搬入】
　町や販売店に頼まず、指定引取場所に直接持ち込むこともできます。
　指定引取場所一覧は、家電リサイクル券センターのホームページ【https://www.rkc.aeha.or.jp/】
　で確認できます。収集運搬手数料はかかりませんが、リサイクル料金は必要となります。郵便局で
　リサイクル料金を支払って、指定引取場所へお持ち込みください。

②【町での収集】
　郵便局でリサイクル料金を支払い、役場 生活環境課までご連絡ください。家電1台につき、2,500円
　の収集運搬手数料がかかります。

①【販売店での回収】
　町内の販売店でも回収を行っています。回収の依頼、リサイクル料金・収集運搬手数料の問い合わ
　せは近くの販売店へお願いします。

いらなくなった家電4品目は「正しく」リサイクル！

　令和4年度版の『ごみポスター』を3月中旬以降に配布します。
家庭にある古いポスターと貼り替えをお願いします。
※ごみポスターは、1年間大事に活用してください。

【ごみ減量化のお願い】
　リサイクルできる資源物(ペットボトル・カン・ビン)が「もえるごみ」「もえないごみ」で
廃棄されています。
　捨てればごみ、分ければ資源、分別収集にご協力をお願いします！

「ごみポスター」を貼り替えましょう

問 生活環境課 廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118

問 生活環境課 廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118

【家電リサイクル法の対象品】

テレビ

買い替えの場合

買い替え以外の場合

エアコン 冷蔵庫・冷凍庫 洗濯機・衣類乾燥機

※都合により、日程等を変更することがあります。
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問 白石消防署　TEL 0952-84-3283

問 杵藤地区消防本部 予防課危険物係　TEL 0954-23-0129

　ガソリンスタンド等でガソリンを容器（携行缶）で購入する場合、
本人確認と使用目的の確認が義務付けられています。本人確認の際には、
免許証等の提示を求められることがありますので、皆さんのご理解と
ご協力をお願いします。
※本人確認と使用目的の問いかけに応じない場合は、販売を拒否される
　場合があります。

春は乾燥が続くうえに、１年の中でも特に風が強い季節です。
火が付きやすい環境と、燃え広がりの原因になる強風という条件が揃うため、全国的に
春は火災が多く発生しています。火の元には十分注意してください。

【ガソリンの取り扱いに注意してください】
・ガソリンの引火点は、－40℃で、小さな火源でも爆発的に燃焼します。
・ガソリンの蒸気は空気よりも重く、低所に溜まりやすく、離れたところにある火源
　(ライター等の裸火、静電気、電気スイッチの火花等)によって引火する危険性が
　あります。
・ガソリンを入れる容器は、消防法令の基準に適合した容器を使用してください。
・セルフスタンドでは、購入者が自らガソリンを容器に入れることはできません。

□寝たばこは絶対にしない、させない

□ストーブの周りに燃えやすいものを
　置かない

□こんろを使うときは火のそばを離れ
　ない

□コンセントはほこりを清掃し、不
　必要な電源プラグは抜く

□火災の発生を防ぐために、ストーブやこんろ等
　は安全装置の付いた機器を使用する

□火災の早期発見のために、住宅用火災警報器を
　定期的に点検し、10年を目安に交換する

□火災の拡大を防ぐために、部屋を整理整頓し、
　寝具、衣類及びカーテンは、防炎品を使用する

□火災を小さいうちに消すために、消火器等を
　設置し、使い方を確認しておく

□お年寄りや身体の不自由な人は、避難経路と
　避難方法を常に確保し、備えておく

□防火防災訓練への参加、戸別訪問などにより、
　地域ぐるみの防火対策を行う

✓ ✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

総務省消防庁作成の資料（一部抜粋）

　2月6日は、海からの贈り物である海苔に対する感謝の気持ちを
込めて「海苔の日」と定められています。
　白石町水産振興連絡協議会では、海苔の日に合わせて、町内の
園児へ佐賀海苔（白石町産）をプレゼントしました。この取り組
みは、日本一の海苔産地である佐賀県で生まれ育つ子どもたちに
「佐賀海苔の美味しさ」を知ってもらい、海苔に含まれる栄養で
元気いっぱいに育ってもらいたいとの願いを込めています。
　園児たちは受け取った海苔を手にして、嬉しそうにしていました。

　2月18日、第62回郡市対抗県内一周駅伝大会が開催され、杵島
郡チームで白石町の選手が活躍しました。
　今年も新型コロナウイルス感染症の影響で、3日間予定していた
大会を1日だけに限定して開催されました。
　全11区間のうち6区間を白石町の選手が出走し、チームや地域
のために力を尽くし、襷をつなぐランナーのひたむきな走りを見
せてくれました。杵島郡チームの皆さんお疲れ様でした。

　町内のコミュニティ組織である遠江搦集落が、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、置き型エアコンやテ
レビ、ハロゲンライトなどを整備しました。
　「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いて、
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。

佐賀海苔で元気いっぱいにTopics
園児へ佐賀海苔プレゼント

▲受賞おめでとうございます
（写真中央：香月さん、右：蓮根部会黒木部会長）

レンコンの大規模経営を確立

遠江搦集落が設備・備品等を整備しました

Topics
佐賀農業賞　受賞

▲ふくたこども園キリン組（5歳児）

チーム一丸！粘りの走りTopics
郡市対抗県内一周駅伝

問 総合戦略課 白石創生推進係　TEL 0952-84-7132

　1月27日、佐賀市で「第48回佐賀農業賞」の表彰式が行われま
した。
　白石町からは、若い農業経営者の部で香月雅雄さん・優華さん
夫妻が最優秀賞、地域農業活性化の部でJAさが白石地区蓮根部会
が優秀賞を受賞しました。
　香月さん夫妻は、レンコン・タマネギ・米・麦・大豆を栽培し、
特にレンコンは全国でもトップクラスの規模で、様々な課題を解
決しながら経営を確立されています。
　表彰式後には田島町長に受賞を報告し、香月さんは「今後も1年
間を通してレンコンを収穫できるようにしたい」と述べました。

▲7区再スタート
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 in  Shiroishiまちのわだい in  Shiroishiまちのわだい

歌垣の里・白石　三十一文字コンテスト　「愛」を短歌に詠むTopics

　第22回目を迎えた今回の三十一文字コンテストは、北は北海道から南は沖縄の全国から投稿された「愛」
をテーマとする2,626首の投稿があり、厳正な選考の結果41首が入賞しました。入賞された皆さん、おめで
とうございます。
　歌垣賞、各部門の最優秀賞短歌と町内小・中学校の児童生徒の入賞短歌を紹介します。
　また、町ホームページ（三十一文字コンテストで検索）で他の入賞短歌も掲載していますので、ぜひ
ご覧ください。

【歌垣賞】

　　ひとり住む母をしんぱいしてくれる息子よきみの独りが心配　　　  福井県　中川　　潔
【最優秀賞】

◎一般の部

　　恐竜の愛も私の愛情も育みながら地球はまわる　　　　　　　　　　大阪府　木村　由里亜
◎高校生の部

　　体育祭借り物競争真っ先に君の手を引き駆け抜けてゆく　　　     　  佐賀県　稲田　寧々
◎中学生の部

　　皿の音えんぴつの音水の音心おちつく家族の音色　　　　　　　　　佐賀県　（匿　　名）
◎小学生の部

　　呼吸きをはずしたじいちゃんもう言葉話せないけどあったかな腕     山口県　横道　　玄

中学生の部

【優秀賞】

　　夏休み父は仕事で忙しい作りおきご飯ひとり頂く　　　　　　　　　 白石中学校2年　小野　由來
【秀作】

　　五月晴れ見わたすかぎり取り入れの空気も染まるたまねぎ色に　　   白石中学校2年　香月　沙菜
　　父の背の大きさを知る白髪染め父さんももう歳をとったな　　　　　白石中学校3年　立花　眞桜
　　先生に怒られるのは愛のむちたまにはそれも腹立つけれど　　　　　白石中学校2年　森　　千夏
　　一面の黄金の稲穂風吹けば稲穂が踊り木たちも踊る　　　　　　　　 白石中学校3年　小野　凉輔
小学生の部

【優秀賞】

　　夏の雲ぼくの気持ちでできているもっと大きくわけよ広がれ　　   有明南小学校4年　島ノ江 悠生
【秀作】

　　ひいばあちゃん転ばないようにうしろからちょっとはなれてそっとついてく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有明南小学校4年　髙橋 こころ

　　草むらでこどもをせおうショウリョウバッタぼくもまけずに父にとびつく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  有明南小学校4年　梅木　悠惺

　　彦星とおり姫様がめぐりあうすてきな時間七夕の夜　　　　　　　 有明西小学校5年　稲冨　　絆

にほんじゅう　みんなともだち　はあとをひとつにしよう
人の心や　人のいのちを　たいせつに
わたしがいる　あんしんしてね　だいじょうぶ
いのちはね　みんなにとっても　たからもの
ともだちと　ぽかぽかの気もちで　あそぼうよ
じぶんと友だち　ちがいがあるから　おもしろいよ
ともだちの　こころが見えた　にじいろだ
君の名を　心の中でよぶだけで　気持ちはいつも　つながっているよ
気をつけよう　言葉づかい　その一言はナイフにもなるし　ばんそうこうにもなる
思いやり　みんなが笑顔に　なるまほう
しあわせは　みんなぜったい　持っている
心には　やさしくすると　花がさく
聞いてよね　聞いてくれたら　うれしいよ
いじめだめ　他人の気持ち　考えて
大丈夫？　その一言で　笑顔の輪
だいじょうぶ　その一言で　すくわれる
人々が　ちがうからこそ　今がある
じゅうよりも　じゆうがほしい　人がいる
よりそうよ　助けることで　成り立つ世界
笑い合ったり　悲しみ合ったり　できる幸せ
ゲームでも　スマホでも　たいせつなものは　人のぬくもり
言わないで　心が傷つく　その言葉
自分から　誰かを助ける　思いやり
いいのかな　見て見ぬフリの　そこのキミ
その言葉　面と向かって　言えるかな？
いじめると　いじめたあなたも　傷がつく
「いじめ」はね　周りから見たら　「みじめ」だよ
やめようよ　見てみぬふりと　無関心
人と人　手をとりあって　築く世界
我がまち白石　どんどん育て　思いやりの芽
言の葉は　みえないけれど　こころに積もる
こころにも　「お疲れ様！」と　一休み
勇気だし　挙げたその声　見捨てない　そんな社会に　私はしたい
「人」として　「人」と向き合う　大切さ
ＳＮＳ　指先ひとつで　変わる未来
性別や世代に似合う　らしさより　あなたらしさを知りたいな
手をつなぐ　いのちをつなぐ　みんなのわ♡
家事仕事　性別何も関係ない　家庭の中から変えていこう

人権を尊重し、安心して暮らせる白石町にTopics

　今年の人権標語は小・中学生や一般の人から2,464点の応募があり、43点が入賞しました。また、
人権作文は11点が奨励賞を受賞しました。入賞された皆さんおめでとうございます。
【人権標語】　
■白石町長賞
（小学校の部）
　　ありがとう　そのひとことで　きもちがかわる　　　　　　　　　　　有明南小学校2年　光武　響生
　　えがおのわ　広げられるよ　どこまでも　　　　　　　　　　　　　　北明小学校4年　　川﨑　遥陽
　　誰にでも　優しくしよう　差別なく　自分が変われば　世界も変わる　六角小学校6年　　土井 友里絵
（中学校の部）
　　気づいてる？　相手の気持ち　自分の行為　　　　　　　　　　　　　福富中学校2年　　森口　龍清
（一般の部）
　　見えますよ　マスク越しでも　やさしい笑顔　 　　　  　　　　　　　白　石　地　域　  溝口 すみ子
■特選　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

白石町優秀人権標語・人権作文の紹介 三十一文字コンテスト作品紹介

うたがき み　そ　ひと　も　じ

須古小学校1年
六角小学校2年
白石小学校2年
北明小学校2年
福富小学校1年
有明東小学校2年
有明西小学校2年
須古小学校4年
六角小学校4年
白石小学校4年
福富小学校3年
有明東小学校4年
有明西小学校3年
有明南小学校4年
須古小学校5年
白石小学校6年
北明小学校6年
福富小学校6年
有明東小学校6年
有明西小学校6年
有明南小学校6年
白石中学校1年
白石中学校2年
白石中学校3年
福富中学校1年
福富中学校3年
有明中学校1年
有明中学校2年
有明中学校3年
白　石　地　域
福　富　地　域
福　富　地　域
有　明　地　域
有　明　地　域
有　明　地　域
有　明　地　域
有　明　地　域
有　明　地　域

永石　唯斗
福田　煌輝
藤井　由奈
井上　晴翔
林　　柊仁
高尾　祐麻
田島　　葵
力武　菜月
山口　航平
秀島　一颯
森　華梨愛
本村　　唯
古賀　柚那
緒方　健二朗
東島　由佳
宰所　　凜
堤　　聖菜
山口　宗眞
森　　琉華
ﾍﾞﾝﾄﾘｰ倫ﾐｼｪｰﾙ
瀬戸口　仁
小野　絹佳
中村　百那
市原　優也
重富　璃花
藤武　想未
橋本　異睡
中野　優來
本村　和也
橋本　直子
津田　明美
川畑　優香
白濱　慶子
川﨑　一宜
木下　ゆかり
浦川　幸子
井上　智佳子
　渕　宏美

（敬称略）

（敬称略）
小
学
校
低
学
年
の
部
小
学
校
中
学
年
の
部

　 佐賀県教育長賞　　「枠」　　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　高齢者に優しくできる人に　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　里親制度について知ってほしい　　  
　　　　　　　　　　　理解と心のコントロール　　　　　　　 
　　　　　　　　　　　相手の立場になって 
　　　　　　　　　　　情報とどう付き合うか 
　　　　　　　　　　　子ども達に明るい未来を 
　　　　　　　　　　　縛り 
　　　　　　　　　　　過去の自分を越えてゆけ 
　　　　　　　　　　　いじめ撲滅を目指して 
　　　　　　　　　　　女性差別問題と男女平等 

白石中学校2年
白石中学校1年
白石中学校2年
有明中学校1年
白石中学校1年
白石中学校1年
福富中学校3年
福富中学校3年
福富中学校3年
有明中学校1年
有明中学校3年

鶴田　朔太郎
山口　聖翔
友田　心華
塘地   由依子
大串　乃愛
小野　未織
坂井　　翔
筒井　巴那
水田　了介
森　　美月
立花　　俊

小
学
校
高
学
年
の
部

中
学
校
の
部

一
般
の
部

【人権作文】■白石町奨励賞

武雄人権擁護委員
協議会長賞
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町内に所有する空き家や空き地を売りたい　または 貸農園で野菜を育ててみませんか？
愛菜農園 4月からの新規耕作者を募集します！

総合型地域スポーツクラブ

『ほっと有明クラブ』令和4年度会員募集

空き家を貸したいと考えている人はいませんか？
　適切に管理され、人が住むことができる空き家や、登記地目が「宅地」となっている空き地につい
ては、白石町空き家・空き地バンクに物件登録することで、白石町内の空き家や空き地を探している
人に向けて、広く情報発信することができます。
　また、空き家・空き地バンクに物件を登録し、その物件について売買等の契約が成立した場合は、
奨励金等を交付する支援制度があります。
　物件の登録や奨励金の交付には要件がありますので、詳細はお問い合わせください。

　野菜や花など農作物の栽培を通して、自然とふれあい、農業に対
する理解を深めてみませんか。好きな野菜を家族や友人と育てて収穫
する喜びを感じてみませんか。ストレスも発散できるかも・・・。
　町外の人も利用できます。小型耕運機も準備していますので、
ぜひご利用ください。

　　　　　　　白石町大字戸ヶ里（ふれあい郷遊喜館南側）
　　　　　　　1区画＝30㎡（全48区画）
　　　　　　　1区画のみ利用　5,000円/1区画　1年契約（更新可）
　　　　　　　2区画以上利用　4,000円/1区画　　　　〃

　※申し込みは先着順で、定員になり次第受付を終了します。
　　詳しくは農業振興課までお問い合わせください。

　「みんなで参加し、みんなで楽しみ、みんなで育てる」自主的な活動を目的とした地域住民のクラ
ブです。多世代の人とふれあって、一緒に汗を流してみませんか？　　
　※白石町に住んでいる人または、勤務している人は誰でも入会することができます。

■申込受付　　3月8日（火）～随時受付
■サークル内容
　グラウンドゴルフ　
　バドミントン（ミニテニス） 
　ヨーガ 　　　　　　　　　
　ウォーキング  　　　
■年会費　※すべてのサークルに自由に参加できます。
　小・中学生　1,300円（会費500円+保険料  800円） 
　高校・一般　2,350円（会費500円+保険料1,850円） 
　65歳以上　  1,700円（会費500円+保険料1,200円） 
（注）令和4年4月1日と申込手続きをする日のいずれか遅い日
　　の年齢を基準とします。

■申込先　入会申込書に必要事項を記入し、
　年会費と一緒に有明公民館窓口に提出して
　ください。  　　　　　　　
※入会申込書は有明・白石・福富各公民館に準備し
　ています。 
※高校生以下の加入は、保護者の承諾が必要です。
（申込書裏面）  
※原則、受付後の年会費は返金しません。

毎週水・土曜日  
毎週月曜日 
毎週水曜日　受講料/月3,000円
月2回　水曜日 

【白石町空き家・空き地バンクホームページ】
https://www.shiroishi-town.jp/akiya/

【空き家・空き地バンク制度とは】
「空き家を売りたい、貸したい」、「空き地を売りたい」という所有者から申し込みを受けた物件を、
白石町空き家・空き地バンクホームページに掲載し、「白石町に住みたい」、「空き家や空き地を探
している」という人に情報発信する制度です。

　空き家や空き地の利活用の方法の一つとして、空き家・空き地バンク制度をぜひご活用ください。

問 総合戦略課 重点プロジェクト係　TEL 0952-84-7132

問 農業振興課 振興係　TEL 0952-84-7121

問 有明公民館　TEL 0954-65-3135

健康レシピ

カ おいしい
ン
タン

「乳製品を取りましょう」
ヨーグルトのティラミス風

　カッテージチーズを作るときや、ヨーグルトを水切りした時に下に溜まった水分
は乳清（ホエー）といい、カリウムやカルシウムなどの栄養素が含まれているため、捨
てるのはもったいない副産物です。ほのかな酸味がありますが、スープやドリンクに
入れたり、米を炊くときにも利用できます。

 

・ヨーグルト (無糖 )
・練乳
・クラッカー
・ココアパウダー
・いちご

‥‥‥‥400g
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥40g

‥‥‥‥‥‥‥‥8枚
‥‥‥‥‥‥適量

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4個

■材料：4人分

■作り方

①ボウルの上にざるをのせ、ざるにキッチンペーパーを敷き、ヨーグルト
　を入れて冷蔵庫で2・3時間おく。
②水気が切れたヨーグルトと練乳をあわせ、なめらかになるまで泡だて器
　でよく混ぜる。
③器に砕いたクラッカーを敷き、②をのせ、上からココアパウダーをふる
　いでかけ、いちごをかざる。

（1人分：エネルギー　162kcal　塩分　0.2g）

鍬、スコップ、一輪車、耕運機（使用方法は教えます）等の農具は準備しています。

●所 在 地
●区画面積
●利 用 料
　（年  間）

空き地を
売りたい人

空き家を
貸したい人、
売りたい人

空き地を
買いたい人

空き家を
借りたい人、
買いたい人
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消費者ホットライン…局番なし188消 費 生 活 情 報

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。

3月 3日（木）・10日（木）
　  17日（木）・24日（木）
10:00～16:00
（12:00～13:00は昼休み）

3月の相談日

6

13

20

27 28

7

14

21

8

15

22

9

51 2 3 4

16

23

10

17

24

29 30 31

11

18

25

12

19

26

新型コロナなどを口実にATMに誘導する
還付金詐欺に注意！

■白石町消費生活相談のご案内■
白石町の開催日は毎週木曜日です。

問 商工観光課 商工係　TEL 0952-84-7123
佐賀県消費生活センター 相談専用ダイヤル　
　　　　　　　　　 TEL 0952-24-0999

 ＜ひとこと助言＞
★「役場職員を名乗り『介護保険料の還付がある』という電話がかかってきた」という問い合わせが寄せ
　られています。役所などの公的機関や金融機関の職員が還付金手続きのためにATMの操作をするよう
　連絡することは絶対ありません。
★「お金が返ってくるのでATMに行くように」という電話があったら還付金詐欺です。相手にせず、すぐ
　に電話を切ってください。
★新型コロナを口実にしてATMへ誘導する手口もみられます。心当たりがあっても、指示された番号に
　電話はかけず、役場の担当部署に確認してください。
★不審な電話があったら、すぐに最寄りの警察や白石町役場商工観光課、佐賀県消費生活センター等に
　ご相談ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（消費者ホットライン188）

上記の日程以外でも、商工係では毎日相談や情報提供を受け付けています。
佐賀県消費生活センターでは、土日・祝日も相談を受け付けています。
（年末年始は休みです）

※相談する場合は、新型コロナウイルス感染症拡大を防ぐため、
　マスク着用のご協力をお願いします。

事例1
「3万円の還付金がある」と役場職員を名乗る電話があり、口座のある銀行名を聞かれ答えた。その後、
その銀行を名乗り「新型コロナの影響で65歳以上は銀行に入れないのでショッピングセンターの
ATMに行くように」と電話があった。不審だ。
事例2
役場職員を名乗る電話があり「介護保険料の返金がある。新型コロナの影響で返金期限が早まり手続き
は本日までだ。携帯電話と通帳を持って銀行のATMへ行き、指定の電話番号に電話し指示通りに操作す
るように」と言われたが詐欺ではないか。

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

・3月15日（火）～31日（木）

問 建設課 建築住宅係　TEL 0952-84-7124

問 企画財政課 財政係　TEL 0952-84-7112

・廻里津住宅　2戸
白石町大字戸ヶ里1663番地　
昭和53年建築（中層耐火構造3階建）
3DK、水洗トイレ、浴槽あり

・上廿治住宅　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

・下区中央住宅　1戸
白石町大字福富3450番地
平成24年建築（木造平屋建）
2LDK、水洗トイレ、浴槽あり
＊ケーブルテレビの加入が必要

■募集する住宅

■募集期間

・入居申込書
・住民票謄本（本籍、続柄の記載必要）
・令和3年度（令和2年中）所得証明書（入居希
　望者全員分）
・令和3年中の所得が分かるもの(入居希望者
　全員分の源泉徴収票、確定申告書の写し等)
・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）

※2月28日（月）までに応募があった場合、3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、町ホームページを
　ご覧ください。
※入居申し込みには所得制限などの要件があり
　ます。また、上区住宅以外は、単身での入居
　申し込みはできません。
※連帯保証人が必要です（町内に居住し、入居
　者と同程度以上の収入があり、税金等に滞納
　がない人）。
※入居要件の詳細は町ホームページでも確認で
　きます。

■応募に必要な書類

・上区住宅　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）

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中
で、住民税非課税世帯等に対し、生活・暮らしの支
援のために1世帯あたり10万円を支給します。

　ふるさと寄附金増加により返礼品配送委託料な
どに必要な費用を補正します。

　新設中学校整備に必要な費用を補正します。

補正予算のお知らせ

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金給付事業【新】

217,855千円
担当：保健福祉課　福祉係　0952-84-7116

【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。　　

●令和3年度1月補正予算
◎一般会計補正予算（第9号） 補正前の予算額

16,332,446

補正額

1,435,495
補正後の予算額

17,767,941

（単位：千円）

新設中学校施設整備費
788,000千円

担当：学校教育課　新しい学校づくり係　0952-84-7128

ふるさと応援事業費
429,640千円

担当：商工観光課　商工係　0952-84-7123

1月の町議会臨時会に提案し、可決されました。
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　　スマイル　笑顔って…
　　　　　　　　　　　　民生委員・児童委員（主任児童委員）　溝口　京子

　皆さんは一日にどれ位笑ったり、笑顔を見たり、自分で笑みを浮かべたりしていますか。
　ある子育て支援センターでの事。小さな子どもを連れて遊びに来られたお母さんは、多分
まだこの様な機会が浅い方なのか、どう遊ばせようかと幾組かの親子を見ておられました。
そして、触って遊ぶ玩具の側に子どもを降ろし、どんな動きをするのか観察の目。やっと手
に取ったオモチャを見つめるつぶらな目に、共感の声と笑顔がお母さんに起こりました。そ
れに応えるかの様に子どももニコッと満足そう。センターの先生方も声をかけられ、お母さ
んの笑顔にも余裕が出てこられたように感じました。お母さんの笑顔から子どもの笑顔へ、
そして先生方の笑顔から更にお母さんの笑顔へと伝染していきました。それを眺めていた私
も自然と笑みが。お互いに良い気分。笑顔が笑顔を呼ぶって事でしょうか。
　もう一つ印象的な事で、5歳の男の子が「できるかな」のテレビを見た後に、いきなり菓
子箱とハサミを持ってきました。そして、「こいば作りたかさね」と一言。それは、ビー玉
が転がる様におもしろい細工を作る必要がありました。私が取っ掛かりを作業し始め、次第
にこれは難だぞと四苦八苦していると、男の子は「こがんすっぎんよかとじゃなかー」と。
「そうねー、そがんすっぎんよかねー」とニッコリ返すと賛同を得た安心の笑みがこぼれま
した。筒状のものをこさえたり、転がるレーンは勿論、穴をあけたりセットしたりとテープ
が大活躍です。手荒くしたら壊れそうです。頂上から転がしたら色々な箇所を
無事クリア。ビー玉がゴールまで辿り着いた時、男の子に満面の笑みが輝きま
した。自信につながる笑顔でした。
　さて、笑顔って一人一人の持ち前なのでしょうか。スマイルは幸せな時にだ
けもたらされる表情なのでしょうか。
　スマイルサイエンス学会代表理事の菅原徹さんは、笑顔がもたらす効果を科学
的な視点から説いておられます。
　まず一つ目は、免疫力がアップする。笑いや笑顔には、ナチュラルキラー細胞
という免疫細胞を活性化させ、免疫力を高める効果があると断言。病気の予防に活
かす取り組みにも広がっている。二つ目に、口角を上げて微笑んでいるだけでも表情筋の動き
が脳に伝わり、顔のリフトアップ効果を生み、それが最強のエイジングケアになる。三つ目に、
その刺激が脳にフィードバックされるとポジティブな感情へつながっていくと言われていま
す。
　また、皆さんも人と対面した時に感じられる事でしょうが、笑顔の人を見るとちょっと気
分良くなりますよね。そこからどんな会話が進んでいくのか。硬い表情で対応するよりは良
い方向に進んでいくのではないでしょうか。
　菅原さんは、笑顔は最大のコミュニケーション術でもあると説いておられます。
　先頃いじめを苦にして自殺に至った子どもの手紙には、「笑顔を大切に思ってほしい」と記
されていたそうです。笑顔を向けて欲しかった、ただ、自分を受け止めて欲しかった、とい
うことでしょうか。笑顔って、しなやかな力があるのですね。
　こう思い描いていきますと、笑顔って私達人間に与えられた特別なもの、人間として生き
ていくための鍵ともいえるのではないかと思います。
　最後に、家族にとって子どもにとって心の基地は家庭。どうしても叱る事が必要な時もあ
るでしょう。そんな時もギュッと抱きしめてハグ、そして見つめる。それだけで十分気持ち
は伝わっていくのではないでしょうか。
　笑顔は笑顔を呼ぶ、そして笑う人には福来たるです。幸せホルモンが活性化されますよ。
　それでは、みなさん、ハイ・笑顔!!

home
education
COLUMN

家　庭　教　育　コ　ラ　ム
シリー

ズ⑩

■創　立：明治9年

■校　長：武冨　貞祐

■児童数：110人（R4.1現在）

■住　所：白石町大字堤1463番地

■HPアドレス

　https://www.education.saga.jp/hp/suko-e/

学校教育は今

「須古城下巡り」須古の歴史を！
　今年も4年生は、須古城下巡りを須古歴史観光
振興会の方のガイドで体験しました。見慣れてい
る須古城はもちろん妻山神社や吉岡邸などが、歴
史的に価値のある史跡であることを知り驚いてい
ました。

　須古には、素晴らしい自然と歴史、文化があり、子どもたちをいつも見守り励ましてくださる地域の方々
がいらっしゃいます。そのような大地に子どもたちは、根を張り、大樹となるべく成長しています。　　
　また、自分の目標を持ち、根を深く伸ばし、しっかりと太い幹の大樹へと育つよう、「保護者・地域と共
に創る学校づくり」を進めています。
　今年度は、地域の方との交流に加え、外部講師も積極的にお招きして、須古への郷土愛を育むとともに、
広い視野や多様な考え方を持つ機会を作りました。

「須古寿司作り」伝統の技を受け継いで！
　5年生が、須古寿司作りに挑戦しました。地域
婦人部の皆様に作り方を教えていただきながら、
須古寿司の由来やそこにこめられた思いを学びま
した。須古寿司作りを通して、文化や伝統の技を
受け継いでいます。

知  正しく　仁  やさしく　勇  元気よく
［須古小学校］

車いすバスケオリンピック選手の講話！
　車いすバスケのオリンピックメダリスト八島さ
んのお話を聞きました。障がいがあっても元気に
前向きに生きてこられた実体験に、子ども達は心
を揺さぶられていました。代表児童が車いすバス
ケの体験もさせてもらい、その難しさや凄さを実
感していました。

ユニセフの方の講話！
　平和集会に講師としてユニセフの方に来てもら
いました。貧困や紛争の中で厳しい生活をしてい
る世界の子どもの現実を知らされて、今の自分と
比べているようでした。子ども達を死へと誘う対
人地雷の存在を写真やレプリカを見て知り、世界
にはこんな現実があることに驚いたようです。
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　小欄「あるある文化財」は先月号にて第200号を迎えました。今回は、200号を記念して小欄のこれ
までを振り返りたいと思います。
　現在の白石町は、旧白石町・旧福富町・旧有明町の3町合併により平成17年（2005）1月1日に発
足しました。合併と同時に、町の広報紙である『広報白石』は、1月号を創刊号としてスタートしました。
　『広報白石』創刊から3か月後の4月号より、広報紙内のコーナーとしてシリーズ「あるある文化財」
の掲載が始まりました。ちなみに記念すべき第1号の題は「空飛ぶパンダ？カササギ(カチガラス)」で
した。シリーズ名「あるある文化財」は、平成17年当時、社会的に流行していたフレーズと、町内の身
近なところにはこんな文化財が「ある」ということ知ってもらいたいとのことからこの名称となりました。
　「あるある文化財」の趣旨として、白石町内に所在する、または白石町にゆかりのある文化財を紹介
してきました。その内容は、指定文化財（町・県・国）をはじめ、有形（建造物、美術工芸品）・民俗・記念
物（遺跡・動物・植物）など幅広く多岐に渡ります。
　掲載当初は、小欄は縦書き/段組みでしたが、平成26年（2014）1月号（小欄第104号）より、現在の
横書きに変更されました。しかし、題字「あるある文化財」については、平成17年の掲載当初から現在
まで変わらず使用しています。
　連載開始から今年で、18年目を迎える小欄ですが、これまでの執筆者は、本号を含め5名です。
　今後、町ホームページにおいて、過去のバックナンバーを順次公開していく予定です。
　これまでの「あるある文化財」の一覧は下記のとおりです。
　これからも白石町の文化財の魅力を発信していきます。ご期待ください。

VOL.201

号
1
2
3
4
5

6～7,9,11～15
8
10
16

17～21
22～23,46

24～31,138～139
32～35
36～41
42～45,47
48～68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

81～82
83～84
85
86
87

88～91
92
93

94～96
97

98～99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

112～113
114～119
120
121
122

題
空飛ぶパンダ？　カササギ(カチガラス)
地名「白石」はいつから？
地名「白石」について
エビス像(えべっさん)信仰について
危機一髪　堤防守った「潮塞観音」
近代化遺産の紹介①～②,③,④～⑧
白石町史跡「陽興寺の須古鍋島家御霊屋」
原田・福寿院跡の一石六地蔵
杭を残して悔を残さず(稲佐神社領須古鍋島家領境界石)
長崎街道(肥前佐賀路)①～⑤
道路元標①～②,③
石工銘のある石造物①～⑧,⑨～⑩
和泉式部生誕伝説①～④(福泉寺)
道標①～⑥
『須古附近図』①～④,⑤
中近世城館跡分布調査概報①～㉑
絹本着色鍋島茂真像 一軸 絹本着色常真院像 一軸(陽興寺)
文貞院像 一軸(陽興寺)
木造龍造寺隆信坐像1躯(陽興寺)
木造龍造寺信周坐像1躯(陽興寺)
絹本着色吉祥天曼荼羅1幅(玉泉坊)
木造太雲也大和尚椅像1躯(陽興寺)
木造龍造寺隆信坐像1躯(法泉寺)
木造龍造寺信周坐像1躯(法泉寺)
木造若宮大明神坐像1躯(法泉寺)
石造八幡菩薩祠1基(法泉寺)
龍造寺信周夫妻逆修塔(法泉寺)
石造「豊玉姫之尊」祠(龍神社)
町重要文化財「水堂安福寺の宝塔(通称、重盛の塔)」①～②
新指定町重要文化財①～②
木造鍋島勝茂坐像1躯(秀林寺)
石造鍋島勝茂廟(秀林寺)
盆燈籠献上披露書2冊(秀林寺) 
伊能忠敬白石測量200周年記念①～④
七福神の一員 弁才(財)天(杵島神社、谷神社)
石造十六羅漢像(安福寺)
肥前鳥居①～③
疑似肥前鳥居(馬洗・豊前坊)
神道裁許状①～②(鷹屋神社)
「古保ろき尓鳴かれ天はかり」(福泉寺)
盃状穴(何時、誰が、何のために？)
石灯籠(春日灯籠と神前灯籠)
佐賀県天然記念物 海童神社の楠1株・稲佐神社の楠2株
佐賀県重要文化財(彫刻) 木造神像3駆(彦嶋神社)
佐賀県重要文化財(彫刻) 木造十一面観音菩薩坐像(福泉寺)
佐賀県重要文化財(工芸品) 鰐口(東楽寺)
町重要文化財(彫刻) 聖観音立像(笹山添観音堂)
町重要文化財(建造物) 石造六地蔵
町重要文化財(歴史資料) 川﨑善重夫妻の墓誌　川﨑利右衛門の墓誌(法泉寺)
町重要文化財(彫刻) 鉄牛円心像(福泉寺)
陽興寺の伝、平井一族墓地
杵島山の狩りについて①～②
須古踊①～⑥
町重要文化財(絵画) 幽霊図(福泉寺)
町重要文化財(建造物) 陽興寺の慶長二年銘万部塔
福富に落下した隕石

号
123
124
125
126
127

128～131
132

133～134
135～136
137
140

141～142
143
144
145
146

147～148,157
149～150

151,153～154
152
155
156
158

159～160
161
162

163～164
165～169
170
171
172
173

174～175
176

177～178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

194～196
197
198
199
200
201

題
県史跡 龍王崎古墳群・県重要文化財(考古資料)龍王崎古墳群出土遺物
県史跡 妻山古墳群４号墳
県史跡 道祖谷古墳
町史跡 船野山古墳群１号墳(通称、かぶと塚)
白馬の塔(法泉寺)
観音霊場①～④
石造閻魔王坐像と石造四天王立像(世尊院)
徐福が龍王崎に？①～②
一石六地蔵①～②
町重要文化財(絵画)「幽霊図」修復記念展示について
町重要文化財(建造物)「水堂安福寺の宝塔(通称、重盛の塔)」修復保存事業
嬉野茶祖　吉村新兵衛①～②
町史跡「陽興寺の須古鍋島家御霊屋」内の供奉碑３基
町重要文化財(建造物)「水堂安福寺の宝塔(通称、重盛の塔)」保存修復完了
川津・縫ノ池の「放生池碑銘　並序」
龍造寺隆信の墓(供養塔)(東明寺)
半鐘①～②,③
鍋島茂真夫妻①～②
災害歴史遺産①,②～③
狛犬(妻山神社)
歌垣について
「節婦志を女之碑」(福富町役場跡)
多宝塔(稲佐山大師堂)
三近堂①～②
弥福寺所蔵の木造阿弥陀如来立像
八朔と面浮立(海童神社)
浪(波)切不動明王立像①～②
空海(弘法大師)伝説①～⑤
白石新四国八十八ケ所開祖　喜多和十
稲佐山大師堂の石造弘法大師坐像
嘉瀬川の築観世音石坂碑
石造役小角坐像(馬洗・豊前坊、小島城跡)
石段寄進碑①～②
英彦山信仰
陽線刻地蔵菩薩坐像板碑①～②
安福寺霊水堂
肥前鐘
佐賀県重要文化財(彫刻)木造阿弥陀如来立像(弥福寺)
六千間土居跡
電燈建設紀念碑
長崎本線
干拓堤防跡の石造不動明王立像
「后土純精標」の碑
白石町内の浮立
鬼と古墳
焼米溜池
須古城跡
佐賀県重要文化財(建造物)「石造肥前鳥居(稲佐神社)」
嘉瀬川・彦山三所権現社の肥前鳥居
多田遺跡
カササギ①～③
戸ケ里の浮立
トヨタマヒメ(豊玉姫)
交通安全身代地蔵尊
煮じゃあ(煮菜)
あるある文化財

生涯学習課生涯学習係

●3月の休館日

ゆうあい図書館

「自分を生んでくれた人」
　内村航平の母として
　内村 周子 著　祥伝社

図書紹介

図書室
有明公民館

3月

4月

/7日(月)/14日(月)/21日(月・祝)
/22日(火)/28日(月)/31日(木)
/4日(月)

開館時間：10:00～18:00

開館時間：8:30～22:00

・3月5日～4月10日

TEL 0952-87-2171

TEL 0954-65-3135 　諫早市出身で金メダリスト内村航平
選手の母、周子さんが我が子、家族、
生き方についてつづった本です。
　著者自身も学生時代は体操選手とし
て活躍し、自分流の教育哲学を披露さ
れています。

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
3月のおはなし会　
12日（土）・26日（土）　10:30～

岸辺露伴は動かない ⑴.⑵
NHKエンタープライズ

ふしぎ駄菓子屋銭天堂
日本コロムビア株式会社
　幸運な人だけがたどりつける、ふしぎな駄菓子屋「銭天堂」。
店主の紅子がすすめる駄菓子は、どれもその人の悩みにぴったり
のもの。でも、食べ方や使い方を間違えると…。幸福を呼ぶか、
不幸をまねくかはその人次第。

ふるさとに生きる ⑺
一般社団法人家の光協会

　各都道府県別に「農」を主軸
としたテーマを設定した農山漁
村ドキュメンタリー映像。
　「佐賀県編」では白石のレン
コンやタマネギ栽培に焦点を当
てながら、浮立やおくんちなど
地域の魅力的な伝統についても
紹介されています。
　「大分県編」「熊本県編」も
収録されています。

　荒木飛呂彦・原作の大ヒット
漫画「ジョジョの奇妙な冒険」
からスピンオフした傑作漫画を
初めて映像化したドラマ。相手
を「本」にしてその生い立ちや
秘密を読み、書き込んで指示を
与えることができる“ヘブンズ
・ドアー”。この特殊な能力で
遭遇する奇妙な事件に立ち向か
う。

1月分
0件

0件
0円

0件
0円0円

1件
10,000円

1件
5,000円

13件
65,000円 100,000円

0件
0円

5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

1件
5,000円

19件
175,000円

3年度累計

1月分
0件

0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

2件
10,000円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

2件
6,000円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

4件
16,000円

3年度累計

長
町

長
議

DVD
紹介

ゆうあい図書館では、本だけでなくCDやDVDも貸し出しています。
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32022
March くらしのカレンダー 3/5▶ 4/10

※2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

元

有公

ゆ

交

会

総

健

ミ

大

相★保健行事予定
◆相談会
●町行事予定

役場1階相談室1
役場１階ミーティング室1
役場3階大会議室
白石町健康センター
白石町総合センター

役場1階会議室2
白石町交流館
ゆうあい館
元気のたまご
　有明公民館

月  日 曜　日 当　番　施　設
3月  6日
13日
　20日
21日
27日

4月  3日
 10日

日
日
日

月・春分の日
日
日
日

坂本内科医院
白石共立病院
有明医院

古賀小児科内科病院
武岡病院
坂本内科医院
武岡病院

大町町
白石町
白石町
江北町
江北町
大町町
江北町

0952-71-3060
0952-84-6060
0952-84-2842
0952-86-2533
0952-86-3013
0952-71-3060
0952-86-3013

保健福祉課
健康づくり係
0952-
８４-７１１６

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15

5

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

◆消費生活相談
　　10：00～16：00相

相

16 1917 18

20 21 22 23 24 25

27 28

春分の日

★3歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉12：45～13：15
  　［H30.7月生］
　母子健康手帳・問診
　票・尿

★3歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉12：45～13：15
  　［対象者には通知済］
　母子健康手帳・問診
　票・尿

◆女性のための総合     
　相談
　　10：00～16：00
●認知症カフェ　
　おれんじ茶屋
　道の駅しろいし
　10：00～11：30

★2ヵ月児相談
 　   〈受付〉13:00～13：30
　　［R4.1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

◆消費生活相談
　　10：00～16：00
★乳児健診
   　 〈受付〉13:15～13：40
　　［R3.11月生］
　母子健康手帳、健やか親
　子21アンケート

相

26

日
曜
・
祝
日
在
宅
医

※

都
合
に
よ
り
変
更
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

★1歳児歯科健診
　　　〈受付〉12：50～13：30
  ［R3.3～4月生］で　
　予約者（希望制）
　母子健康手帳・問診票

◆法律相談
　　10：00～12：00ゆ

ゆ

●おはなし会
　　 おはなしのへや
　10：30～
ゆ

交

★子育て相談室
　「すくすく相談」
　　 〈受付〉13:15～
　事前申込者

29 30 31 1 2

3

10

4 5 6 8 97
●認知症カフェ
　おれんじ茶屋
　役場10：00～11：30

◆消費生活相談
　　10：00～16：00
★1歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉12：45～13：30
  　［R2.8月生］
　母子健康手帳・問診
　票・尿

●駐在員会
　楽習館研修室
　9：00～
●日本語交流会　
　 　19：30～21：00

★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

◆人権相談・行政相談
　　 9:00～12：00

EXPRESSEXPRESS
職業訓練受講生募集（5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　5月10日（火）～11月25日（金）
　※最初の約1ヵ月間は、本訓練に移行する前の導入訓練
　　となります。

■募集期間　3月28日（月）まで
■入所選考　4月6日（水）
■受講料　　無料　※テキスト代等は自己負担
■申込方法　最寄りのハローワークでご相談ください
■問合せ先　ポリテクセンター佐賀　訓練課
　　　　　　TEL 0952-26-9516

佐賀県がん患者・家族つどいの会
　がん患者とその家族が、それぞれの不安や思い
を語り合い、前向きになれるきっかけづくりを目
指すつどいです。
■日時　3月20日（日）13：00～16：00
　　　　（受付12：30～）
■場所　佐賀メディカルセンタービル
■対象　がん患者とその家族
■定員　20人（先着）
■内容　ハープ演奏（中村理恵さん）、親睦・交流会
　　　　（お茶菓子付き）
■参加料　無料
■申込方法　
　住所・氏名・電話番号・家族同伴の有無を電話で連絡
　受付日時：月～金曜日　9：30～13：00、14：00～16：30
■申込期限　3月17日（木）
■問合せ先　
　佐賀県がん総合支援センター「さん愛プラザ」　
　（佐賀県健康づくり財団内）
　TEL 0120-246-388
※新型コロナウイルスの感染拡大の状況で、開催が中止
　となることもあります。その場合は、健康づくり財団の
　ホームページでお知らせします。

　令和4年度の『しろいし歌垣春まつり』は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止します。

　町民の皆さんのご理解をお願いします。

※花見期間中、公園は利用可能ですが、感染状況によっては利用制限がかかる場合があります。

労福協無料法律相談会
　佐賀県労働者福祉協議会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　3月20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。

情報

犯罪発生件数
うち窃盗犯

12件
11件

前年比  

±0件

前年比

前年比
＋5件

0件
5件
0件
1件

　±0件
前年比

＋1件

 前年比

±0件
前年比

＋11件

窃
盗
犯
の
主
な
も
の

自転車盗
万引き
車上ねらい

0件 前年比

＋10件

オートバイ盗
空き巣、忍込み等

1月末現在

自宅等での確実な施錠をお願いします。

『しろいし歌垣春まつり』 中止のお知らせ

問 商工観光課 観光係　TEL 0952-84-7123

元

◆法律相談
　交10：00～12：00交

佐賀県の最低賃金額が改定されました
〈地域別最低賃金〉　　　 ［1時間］　 ［効力発生日］
　佐賀県最低賃金　　　    821円　令和3年10月6日
〈特定（産業別）最低賃金〉 ［1時間］　 ［効力発生日］
　一般機械器具製造業関係　 896円　令和3年12月31日
　電気機械器具製造業関係　 867円　令和3年12月18日
　陶磁器・同関連製品製造業  822円　令和3年12月  9日
※なお、最低賃金には賞与などの臨時の賃金、時間外・休
　日・深夜などの割増賃金、通勤手当、家族手当、精皆勤手
　当は含まれません。

■問合せ先　
　佐賀労働局労働基準部賃金室　
　TEL 0952-32-7179
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広報白石 R4・324

●世帯
●人口
　男性
　女性

（－7）
（－27）
（－10）
（－17）

7,748世帯
22,094人
10,463人　
11,631人　
R4年1月末現在（対前月比）

広報白石 2022.3 No.207 令和4年3月4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/

3月に誕生日を迎えるお子さんを紹介します

※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。 問 総務課 広報情報係　TEL 0952-84-7111

対象　町内在住、就学前まで
4月1日（金）～7日（木）の期間内に、①お子さ
んの名前（ふりがな）②生年月日・年齢③性別
④保護者名⑤住所⑥電話番号⑦コメント（50
字以内）を書いて、メールでご提出ください。
（郵送・持参不可）

5月生まれの子どもの写真を募集します♪

4歳おめでとう☆しっかり者の遥暖ちゃ
ん！プリンセス大好き。いつまでもプリ
ンセス遥暖ちゃんでいてね。

4歳のお誕生日おめでとう！
いつも元気いっぱいでみんなを笑顔にさ
せてくれてありがとう！大好きだよ！

食べることが大好きな一華ちゃん
3歳のお誕生日おめでとう。これからも
元気いっぱい大きくなってね♪

誕生日おめでとう☆すくすく成長して
くれて嬉しいです。これからも可愛い
笑顔をたくさん見せてね☆

さわちゃんお誕生日おめでとう！
笑顔が素敵なさわちゃん、毎日癒して
くれてありがとう。

4さいのおたんじょうびおめでとう！げ
んきでにこにこのひーちゃんがだいす
きだよ☆

お誕生日おめでとう。よく食べよく笑
うみおちゃんが大好きだよ！これか
らもすくすく大きくなーれ♪

2歳おめでとう☆お喋り大好き、歌う事
大好き、食べる事大好きな和瑚ちゃん。
元気いっぱい大きくなってね！

しろいしキッズ
しろいしキッズ

山
下
遥
暖
ち
ゃ
ん 

4
歳

（
平
成
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年
3
月
3
日
生
ま
れ
）

や
ま
し
た
は
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ん

木
室
絢
斗
く
ん 

2
歳

（
令
和
2
年
3
月
22
日
生
ま
れ
）

き
む
ろ

け
ん
と

小
池
紗
羽
ち
ゃ
ん 

1
歳

（
令
和
3
年
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月
24
日
生
ま
れ
）

こ
い
け

さ

わ

山
下
和
瑚
ち
ゃ
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年
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）
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島
聖
ち
ゃ
ん 

4
歳

（
平
成
30
年
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）

た
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井
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莉
ち
ゃ
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2
歳

（
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和
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年
3
月
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日
生
ま
れ
）

つ
つ
い

み
お
り

原
彩
桜
ち
ゃ
ん 

4
歳

（
平
成
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年
3
月
9
日
生
ま
れ
）

は
ら
あ
お
い

記
伊
一
華
ち
ゃ
ん 

3
歳

（
平
成
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年
3
月
15
日
生
ま
れ
）

き

い　

い
ち
か

◎送付先 kouhou@town.shiroishi.lg.jp
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