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令和3年分所得税の確定申告が始まります新成人の門出を祝って万歳三唱

［写真］令和4年白石町成人式（16ページ）



令和3年分確定申告相談日程表
■期　　間　2月16日（水）～3月15日（火）（土日・祝日は2月27日の日曜開設日のみ開設）
■場　　所　白石町役場　3階大会議室　（申告会場直通電話　0952-84-3922）
■受付時間　8:30～11:00  、13:00～16:00
　※水曜日（2月16日、3月2日、3月9日）は19:00まで受付
　※新型コロナウイルス感染症対策のため、地区ごとに受付日、受付時間帯（午前・午後）を指定しています。
　　できる限り日程表の割りあて日にご来場ください。

の令 和 3 年 分 所 得 税 (住民税) 確 定 申 告 が 始 ま り ま す

①消費税の申告
　消費税は、自書申告もしくは武雄税務署で申告してください。
　※役場の確定申告相談会は所得税・住民税のみを対象としていますのでご了承ください。
②自宅でも確定申告ができます！
　国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って入力すれば、自宅で申告書
　が作成できます。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からもぜひご利用ください。
　作成した申告書は書面で提出するか、パソコンやマイナンバーカード読取対応のスマートフォンを利
　用して電子送信することもできます。電子送信の方法や用意するものは国税庁ホームページをご覧く
　ださい。
③武雄税務署での確定申告は入場整理券が必要です！
　武雄税務署の確定申告会場を次のとおり開設します。入場には「入場整理券」が必要です。当日会場で
　も配布しますが、LINEアプリ（国税庁LINE公式アカウントを友だち追加）でも事前発行ができます。
■会　　場　武雄税務署会議室（武雄市役所庁舎5階）
■開設期間　2月7日（月）～3月31日（木）※土日・祝日を除く。申告・納期限とは異なりますのでご注意ください。

■受付時間　9:00～16:00　※制限人数に達し次第、早めに受付を終了する場合があります。

④税務署の閉庁日対応
　税務署の閉庁日における所得税・消費税の申告の相談・申告書受付等を次のとおり行います。
■会　　場　メートプラザ佐賀　※税務署庁舎での閉庁日の申告相談は行っていません。

■開設期間　2月20日（日）、2月27日（日）
■受付時間　9:00～16:00

 1 ．源泉徴収票（給与・賃金、年金等）
 2 ．農協や生命保険会社等から個人年金や生命保険の満期金・解約金など
　　 を受け取った人は各支払証明書
 3 ．事業の収支内訳書・所得の算出できる資料、経費の領収書等
 4 ．社会保険料控除証明書（町から郵送した国保税の納付証明書等）
 5 ．（一般生命・個人年金・介護医療・地震）保険料の控除証明書
 6 ．医療費通知、医療費控除の明細書
　 （※病院や薬局等の領収書の提出のみでは申告できませんのでご注意ください。）
 7 ．寄附金（ふるさと寄附金含む）の領収書等
 8 ．申告する人のマイナンバーカードまたは通知カードと運転免許証等の
　　 顔写真付きの身分証明書
 9 ．扶養親族等がいる場合は、その扶養親族等のマイナンバーカードまた
　　 は通知カード
10．障害者手帳（身体、療育、精神）
11．印鑑（認印で可）
12．本人名義の預金通帳
13．昨年の確定申告書の控え
14．税務署から郵送された確定申告のお知らせハガキ
15．国や町等から新型コロナウイルス関連の給付金、交付金を受給した
　　 人は金額がわかるもの（決定通知書や通帳等） 

　確定申告で医療費控除を受ける人は、支払った医療費の
内容をもとに必要事項を記載した「医療費控除の明細書」
の添付が必要です。
※領収書の提出または提示だけでは、医療費控除を受ける
　ことはできませんのでご注意ください。
　医療保険者が発行する「医療費通知」を確定申告書に添
付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化す
ることができます。「医療費控除の明細書」を作成してい
ない場合、混雑を避けるため相談を断る場合があります。
事前の作成にご協力をお願いします。
※医療費控除で申告した医療費の領収書は自宅で5年間保
　管してください。
※「医療費控除の明細書」様式は町ホーム
　ページにもありますのでご利用ください。   

 

申告相談に持参するもの 医療費控除についてお知らせ

確定申告会場での新型コロナウイルス感染症対策

日月 曜 午前（8:30～11:00） 午後（13:00～16:00） 16:00～19:00

　
　

■地区ごとに受付日を設けます
　地区ごとに受付日、受付時間帯（午前・午後）を指定しています。
　できる限り日程表の割りあて日にご来場ください。
■入場人数の制限
　相談会場に入場できる人数を制限します。順番がくるまでは車などでお待ちいただく場合があります。
　混雑緩和のため、できる限り少人数での来場をお願いします。※待機場所や順番は受付で案内します。
■消毒・飛まつ対策
　相談会場の各所に消毒液を設置し、会場の机や椅子は随時、消毒作業を行います。
　職員との間にはアクリルボードを設置します。
■電子申告コーナーは設置しません
　新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、会場内に電子申告コーナーは設置しません。
　パソコンやスマートフォン等を利用し、自宅での電子申告をお願いします。

来場者へのお願い

税務署からのお知らせ

■検温
　相談会場の受付で検温を行い、37.5度以上の熱がある人は当日の相談をお断りさせていただきます。
　※体調不良・発熱などの症状がある場合は来場をご遠慮ください。
■マスク着用
　特別な事情がある場合を除き、マスクの着用をお願いします。
■事業収支内訳書（決算書）は事前に作成を！
　事業収入がある人は、必ず事業収支内訳書を作成してご来場ください。作成していないと、確定申告
時に通常の2～3倍の時間を要します。混雑を避けるため事前の作成にご協力ください。
　収支内訳書（決算書）の用紙は申告会場や税務課窓口に用意していますのでご利用ください。
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鳥巣、喜佐木、福吉、東深通
三町、船野、嘉瀬川、内堤

小島、久治、湯崎、川津、岡崎、下蓑具
休み
休み

馬田、神辺、法蔵寺、宮田
深通、郷移東・西、秀移、福富移、廿治移北・南 

休み
五反田、秀新村、揚田、屋形通

中廿治、廿治新村北・南、西郷、網代
休み

（日曜開設日）　白石地域
北川、栄町、駅通、郷西
上廿治、廿治町北・南
秀津、東郷上、東郷移

大戸、伊ヶ代
中郷北・南

休み
休み

多田、江越、吉村、今泉東、今泉西
西分、一の篭、二の篭、沖小路、道目

遠江下、太原下、遠江搦、太原搦、新観音
旭通、太原上、遠江上、遠江中、太原中

田中小路、北揚、八の割、弥平搦、築切搦、新拓
休み
休み

新昌、天神、中南、只江、大井
（予備日）白石地域

沖清、新興、廻里、高町
中区、日登、大和、干拓
新盛、西南、興亜、共栄

休み
休み

上区、東上、新通、中央、大西
南区、辺田

休み
戸ヶ里

廻里津、新明（1A・2A）
休み

（日曜開設日）　福富・有明地域
東六府方区
東区、六ヶ里

下区
住ノ江区

上田野上、下田野上、島津、新明（3A・4A）
休み
休み

北区、久治、新開
室島、竜王、新明（1B・2B）
百貫、古渡、大谷、牛間田

古賀、坂田、白岩
深浦、原田

休み
休み

六府方区、新明（3B・4B）
（予備日）福富・有明地域

全地域

全地域

全地域

医療費控除の明細について
（町ホームページ）

2
月

3
月

問 税務課 町民税係　TEL 0952-84-7113

①～④について詳しくは
国税庁ホームページ　https://www.nta.go.jp
武雄税務署 個人課税部門　TEL 0954-23-2127
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　税の申告における医療費控除の手続きで「医療費控除の明細書」を作成する必要がありますが、このお知
らせを添付することで、「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができます。医療機関などからの
請求書が遅れているなどの理由で記載していない場合は、別途領収書に基づいて「医療費控除の明細書」へ
の記載が必要になります。
　また、「患者負担額」の欄には、自己負担相当額が記載されています。「支払った医療費の額」と実際に
負担した額が異なる場合は、自身で額を訂正し申告してください。
※領収書に基づいて「医療費控除の明細書」を作成した場合や自身で額を訂正した場合は、領収書を確定申
　告期限から5年間保存する必要があります。
※佐賀県国民健康保険の「医療費のお知らせ」にはその世帯で国保に加入している人全員分の医療費が記載
　され、世帯主宛に送付されます。また、11月および12月診療分の「医療費のお知らせ」は3月上旬頃に送
　付する予定です。

　令和3年度の国民年金保険料は、月額16,610円です。
　保険料は、日本年金機構から送付される納付書で、金融機関・郵便局・コンビ二・電子納付で納めること
ができます。また、クレジットカードによる納付やスマートフォンやパソコンを利用しての納付、便利でお
得な口座振替もあります。
　日本年金機構では、国民年金保険料を納付期限までに納めていない場合、電話・書面・面談で早期に納め
てもらうよう案内をしています。
　未納のまま放置すると、強制徴収の手続きによって督促を行い、指定された期限までに納付が無い場合は、
延滞金が課されるだけではなく、※納付義務のある人の財産が差し押さえられることがありますので、早め
の納付をお願いします。
　所得が少ないなど保険料の納付が困難な場合は、免除制度や猶予制度がありますので、武雄年金事務所ま
たは住民係へ相談してください。
※ 納付義務のある人とは被保険者本人、連帯して納付する義務を負う配偶者および世帯主のことです。

　令和4年度から口座振替およびクレジットカードによる国民年金保険料の前納を希望する人や、振替方法
の変更を希望する人は2月中に手続きをお願いします。
　金融機関届出印や口座名義人等の誤りがある場合、振替手続きが間に合わないことがありますので注意し
てください。

　令和3年中に国民年金保険料を納付した人へ、日本年金機構から令和3年分の社会保険料（国民年金
保険料）控除証明書が送付されています。
　国民年金保険料は、所得税および住民税の申告で全額が社会保険料控除の対象となります。この社会
保険料控除を受けるためには、納付したことを証明する書類の添付が義務付けられています。
★確定申告の手続きの際は、必ずこの証明書や領収証書の添付が必要です。無くした人は武雄年金事務所
または住民係へお尋ねください。

《国民年金保険料の2年前納のメリット》
メリット1：2年間で1万5千円程度の割引となります。
メリット2：2年前納した分は全額がその年の社会保険料控除の対象となります。
　　　　　（各年分の保険料に相当する額を各年に控除する方法と選択できます）

　●前納の手続きに必要なもの
　　口座振替の場合…預貯金通帳、金融機関届出印、年金手帳
　　クレジットカードの場合…クレジットカード、年金手帳
　●前納の申込期限
　　2月28日（月）

所得税および町県民税の申告に関するお知らせ 国民年金保険料は納付期限までに納めましょう！
1．医療費のお知らせ

　医療費控除の申告手続きでは、「令和3年中（1月～12月）に支払った医療費などの総額」から「保険金
などで補てんされる金額」を差し引くこととされており、国民健康保険および後期高齢者医療制度では、
「高額療養費」などの対象となった場合の支給額が「補てんされる金額」となります。
　令和3年分の申告で医療費控除を予定し、令和3年中に支払った医療費に対する「高額療養費」などの支給
額が分からない人は、住民課保険係へお問い合わせください。

○医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

（注）保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きます
　　　ので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

2．医療費控除の補てんされる金額

　令和3年中（1月～12月）に納付した国民健康保険税および後期高齢者医療保険料は、申告における社会
保険料控除の対象となります。
　国民健康保険税および後期高齢者医療保険料の納付証明書は、対象者に1月下旬に送付しています。
　令和3年分の申告で社会保険料控除を予定している人で、納付証明書をお持ちでない人は、税務課納税係
または住民課保険係へお問い合わせください。
※医療費控除の申告に関することは、武雄税務署にお問い合わせください。
※特別徴収（年金天引き）で納付した人は、通知対象外です。

3．社会保険料控除用の「納付証明書」

令和3年中に支払った
医療費の総額

「高額療養費」、「高額介護合算療養費」などが対象となります

保険金などで
補てんされる金額

「10万円」または
「総所得金額等の合計
額の5％」のいずれか
少ない方の金額

医療費控除額
（最高200万円）－ － ＝

➡

毎月支払

現金納付
クレジットカード

口座振替

16,610円

16,610円

16,610円

―

―

99,660円
98,850円
（810円）

98,530円
（1,130円）

16,560円
（50円）

199,320円
195,780円
（3,540円）

195,140円
（4,180円）

398,400円
383,810円
(14,590円)

382,550円
（15,850円）

毎　　月
（翌月末納付）納付方法 毎　　月

（当月末納付）
６ヵ月
前納

１年
前納

2年
前納

前納の場合、こんなにお得です！（令和3年度参考）

※カッコ内の金額は割引額
※令和4年度の国民年金保険料は、16,590円です。

前
　
納

「社会保険料（国民年金保険料）控除証明書」が送付されています

　前納を希望する場合は、早めの手続きを！

問
日本年金機構 武雄年金事務所　TEL 0954-23-0121
住民課 住民係　TEL 0952-84-7115

問

●確定申告に関すること 　　　　　　　●国民健康保険税の納付証明書に関すること
　武雄税務署　TEL 0954-23-2127　　　　 　　税務課 納税係　TEL 0952-84-7113
●医療費のお知らせに関すること       　　　　　●後期高齢者医療保険料の納付証明書に関すること
　住民課 保険係　TEL 0952-84-7115      　　　住民課 保険係　TEL 0952-84-7115
　佐賀県後期高齢者医療広域連合 業務課
　TEL 0952-64-8476

保険証種類
国民健康保険
後期高齢者医療

送付時期
2月上旬
2月下旬

内　容
医療費のお知らせ（5月～10月診療分）
後期高齢者医療費のお知らせ（9月～12月診療分）
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新型コロナワクチン3回目接種が始まりました
1月26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  ※接種可能時期が変更になった場合など変更することもあります

接種体制   接種は完全予約制です。

対　　象
接種可能時期

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

① 医療従事者等や高齢者施設等の入所者等
② ①以外の高齢者（65歳以上の人）
③ ①以外の64歳以下の人

１月

8ヵ月経過後

2月

7ヵ月経過後

3月以降

6ヵ月経過後
7ヵ月経過後

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。2月2日から実施。モデルナのみ

令和3年6月

7月

8月

9月

発送済

1月末から順次

2月に順次

3月に順次

　使用するファイザーおよびモデルナワクチンは薬事承認で、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回目でファイザーワクチンを接種した人が、3回目でファイザーワクチンを接種した場合とモデルナワク
チンを接種した場合のいずれにおいても抗体価は十分上昇しています。（厚生労働省）
※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。

※個別接種医療機関や予約方法、ワクチンの安全性など詳細は接種券に同封するチラシでご確認ください。
※接種は強制ではありません。接種券に同封するワクチンの説明書等をよく読んで接種を判断してください。
※1・2回目の接種も引き続き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）

　この年代の男性は、過去に公的に予防接種が行われていないため、自分が風しんにかかり、家族や周囲
の人たちに広げてしまうおそれがあります。
　あなた自身と、これから生まれてくる世代の子どもを守るために、ぜひクーポン券を使って風しん抗体
検査を受けましょう！

◎無料クーポン券の有効期限　令和4年3月31日（木）
　対象者には令和3年4月にクーポン券を送付しています。
　紛失等の場合は役場保健福祉課で再発行しますので、身分証明書を持参のうえ申し
　出てください。
　※すでに抗体検査が済んでいる場合は再度受ける必要はありません。
　※抗体価が低い人は必ず予防接種を受けましょう。（接種費用も無料です）

受動喫煙とは…
　たばこには、本人が吸っている煙だけでなく、他の人が吸っているたばこから立ちのぼる煙
やその人が吐き出す煙にも、ニコチンやタールなど多くの有害物質が含まれています。
　本人は吸っていなくても、身の回りのたばこの煙を吸わされることを受動喫煙といいます。
日本国内では、年間1万5千人が受動喫煙で死亡しており、健康への影響は深刻です。
　今年も、防煙教育の一環で、町内3中学校の1年生が受動喫煙防止のための防煙標語を作りま
した。各校から選ばれた標語を紹介します。

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

■ 通知の対象となる人
　　令和3年10月に処方された先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた場合に、1ヵ月あた
　りの自己負担額の軽減が一定額以上見込まれる人が対象となります。
　※必ずしも全員に届くわけではありません。

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

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

■ ジェネリック医薬品の使用のメリットは？
　　医療の質を落とさずに、自己負担額と増大し続けている医療費を抑制することができます。

風しん抗体検査はお済みですか？

なくそう！望まない受動喫煙

昭和37年4月2日～昭和54年4月1日生まれの男性の皆さん

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

問 佐賀県後期高齢者医療広域連合　TEL 0952-64-8476
問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

ジェネリック医薬品に関するお知らせ

生きてほしい　だからお願い　吸わないで
あと1本　もう1本が　命取り
1年で16万　タバコやめたら　家族旅行

白石中学校　馬渡 結菜
有明中学校　島ノ江 莉未
福富中学校　田島 空美

検査料無料接種券が届いたら予約できます

①以外の高齢者
2回目接種時期 3回目接種券発送時期

令和3年6月

7月

8月

9月

①以外の64歳以下の人

発送済

1月末から順次

2月末から順次

3月末から順次
（注意）接種券右上に記載している3回目接種可能日は、2回目接種日から「8ヵ月経過日」を記載していますが、
　接種券が届いたらすぐに予約・接種ができます。（ただし、必ず6ヵ月経過してから接種してください。）

　3回目接種ができる人は、原則2回目接種が終了し
た日から下表の期間が経過した18歳以上の人です。

6ヵ月経過後

8ヵ月経過後
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(補足：国が目標とする
　　　 受診率は60%です)

　全国のデータを見てみると、令和元年は約567万人だったがん検診受診者数が、コロナ禍の令和2年には
約394万人となり、約173万人（30.5％）も減少しています。（日本対がん協会調べ）
　白石町でも受診率が低下しており、がんの発見が遅れてしまう可能性があります。

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

◎検診日：2月15日（火曜日）　◎場　所：白石町総合センター

◎持参するもの
検診料金、昨年6月に送付した
住民健診通知（持っている人）
※今年度受診できる検査が不明の
場合はお問い合わせください。

40歳以上(昭和57年3月31日以前に生まれた人
で、令和2年4月１日～令和4年2月14日の期間に
乳がん検診を受けていない人)
※乳がん検診は2年に1回の検診です。
対象者には1月下旬にハガキを送付しています。

要予約（詳細はハガキに記載）

20歳以上
(平成14年3月31日以前に生まれた人で、
令和3年4月1日～令和4年2月14日の期
間に子宮頸がん検診を受けていない人)

レディースデー検診のお知らせ
(乳がん・子宮頸がん・骨粗鬆症検診)

女性の医師・技師による、
女性のための検診です。
ぜひ受診しましょう。

乳がん
がん検診

対象者は、町の助成でお得にがん検診を受けることができます！

●個別検診（乳・子宮・胃内視鏡）

●毎日健診（健康づくり財団・武雄杵島地区医師会）
　詳細は8ページをご覧ください。

子宮頸がん

700円

マンモグラフィー検査
(視触診なし)

細胞診検査
※30～44歳で対象者はHPV検査(無料)併用可

1,000円

9:00～11:00 10:00～11:00

佐賀県健康づくり財団
佐賀県健診・検査センター

受診場所

特定健診・30代健診
各種がん検診
（ピロリ菌検査以外）

集団健診
の各料金

検診名 料金

電話で毎日
健診希望と
伝えてくだ
さい。

予約方法

0952-37-3314
平日8:30～17:00

予約先　

6月14日～3月31日

武雄杵島地区医師会
検診センター

特定健診・30代健診
各種がん検診
（子宮・乳がん以外）

集団健診
の各料金

0954-22-3414
平日10:00～16:006月14日～3月31日

期間

検診名

対象者

料金 200円
痰：500円 1,000円 1,000円500円 500円 700円

肺がん検診 胃がん検診
（エックス線） 大腸がん検診 前立腺がん検診 乳がん検診

（2年に1回） 子宮頸がん検診

予約不要

令和4年3月末で45歳、50歳、55歳、60歳、65歳の人
対象者には1月下旬にハガキを送付しています。

予約不要

骨粗鬆症検診

500円

レントゲン撮影

9:00～11:00

特定健診、控えていませんか？ 今年度のがん検診はお済みですか？

特定健診の会場や医療機関では換気や消毒を行うなど感染防止対策に努めています。

生活習慣病の多くは自覚症状がありません。
病気にならないようにするため、悪くならないようにするためには、定期的に
健康診断を受けることが大切です。

▼身体の状態が分かります
　今の健康状態に問題がないか、少しずつ危険な状態に近づいていないか、早めに知ることができるため、
　適切な対応が可能となります
▼病気の芽を見つけることできます
　自覚症状のない生活習慣病の予防や重症化を防ぐことができます
▼長い人生において、健康を維持することができます
　日本人の平均寿命はおよそ男性81歳、女性87歳です。毎年特定健診を受けることで、老後も元気に過ご
　すことができます
▼医療費の節約ができます
　生活習慣病はいったん発症すると長期間の治療が必要となります。肉体的負担や家計への負担を減らすた
　めにも、健康を維持することが大切です

50

45

40

35

30
H26年度

6.3 4.7

12.4
8.5

10.5
7.7

11.9
8.5

14.7
12.3

41

42.6

42.8

35.3

41.2
42

43.1

38.4

白石町 佐賀県

H29年度 H30年度 R1年度 R2年度

特定健診受診率の推移

【白石町】令和元年度と令和2年度の受診率の変化

特定健診を受けることで

あなたはどこで受診しますか？

令和元年度
令和2年度

受
診
率(

％)

(

％)

新型コロナウイルス感染症
の影響で、健診受診者が減
少しています

●毎日健診　特定健診・がん検診が、同時に受診できます！

国保特定健診

検診名
1,000円

料金 受診場所
医療機関へ直接予約

予約方法
6月14日～3月31日 県内登録医療機関　

期間
●個別健診　下記の健診は、医療機関で受診できます。

※詳しくは住民健診ガイドブックをご覧になるか、健康づくり係までお問い合わせください。

問 保健福祉課 健康づくり係　
TEL 0952-84-7116

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

がんは早期発見によって死亡
率が下がるものもあります。
発見可能ながんを見逃さない
ように、1年に1回、必ずが
ん検診を受けましょう。

0

3

6

9

12

15

胃 肺 大腸 乳 子宮

40歳以上 20歳以上

検診名
子宮頸がん検診
乳がん検診
胃内視鏡検診

料金
2,000円
1,400円
4,000円

期間
3月31日まで
2月28日まで
2月28日まで

受診場所
県内登録医療機関
織田病院
武雄杵島地区登録医療機関

予約方法
医療機関へ直接予約
役場での事前申請後に医療
機関へ予約

41.6

36.4

対 象 者

検診料金

検診方法

受付時間

申込方法

対 象 者

検診料金

検診方法

受付時間

申込方法
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　勉学意欲がありながら、経済的理由で修学が困難な学生や生徒に学資金を貸し付けます。

問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

住民税非課税世帯等へ臨時特別給付金を給付します 白石町育英資金貸付のご案内
　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。

　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について、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。

　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準備ができ次第、案
内（確認書）を送付します。確認書に必要事項
を記入し、提出してください。

　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。

給付金の支給額

支給対象と支給方法

支給対象となる世帯（いずれかにあてはまる世帯）

1世帯あたり10万円

問 学校教育課 教育総務係　TEL 0952-84-7128

世帯全員の令和3年度
「住民税均等割が非課税」 

の世帯

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)

申請・支給手続き等は現在準備中です。
　申請や支給の時期・手続き方法は詳しく決まり次第、町ホームページや
　広報白石などでお知らせします。

DV被害者の給付金支給について

　「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・役場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。

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

　出願資格
　・大学（短大、大学院含む）、高等専門学校、高等学校および専修学校の専門課程に進学・在学する人
　・保護者が白石町に居住していること
　・学資の支払いが困難と認められる人（所得の基準があります）
　・高等学校進学以外は成績の基準があります

　貸付額　
　・大学生………………在学1年間につき　36万円
　・高等専門学校生、高等学校生、専修学校生（専門課程）…在学１年間につき　18万円
　・育英資金は無利子
　・貸付金は、卒業して1年後から10年以内に返還（この返還金が後輩への貸付金となります）
　・他の奨学金との併用可

　申込方法
　育英学生願書に次の必要書類を添えて、教育委員会学校教育課へ提出してください。
　・令和3年度の所得証明書および納税証明書（生計維持者分［父母の分等］）
　・出身学校長の推薦調書（成績証明書）※高等学校進学の場合は成績証明書不要

　受付期間　　3月1日（火）～4月15日（金）
　　　　　　　8:30～17:15（土日・祝日を除く）
　・願書は、教育委員会学校教育課に用意しています。
　　また、町ホームページからダウンロードできます。

　※受付期間終了後に審査を行い、貸付を決定します。

統計調査員募集中！統計調査員募集中！
統計調査の「登録調査員」を募集しています。登録後は統計調査が実施される際、

事前に従事可能であるか確認の連絡をします。都合が悪い場合は断っても構いません。
（年度により調査地域・募集人員等が異なるため、登録後すぐに調査のお願いをするとは限りません）

問 総務課 広報情報係　TEL 0952-84-7111

調査員の仕事の流れ
①調査員説明会への出席　
②担当する地域の確認
③調査票の配布と記入依頼・回収　
④調査票の点検、整理、提出
（調査期間は約2ヵ月で、自分のスケジュールに

　合わせてできる仕事です）

応募資格
・町内在住の20歳以上の人
・責任を持って調査に従事できる人
・秘密保持に信頼のおける人
・税務・警察・選挙に直接関係ない人

調査員報酬
調査の種類や件数に応じて支払われます。
（報酬額は国の基準によります。3～7万円程度）

登録方法
随時受付中です。
興味がある人はお気軽にご連絡ください。
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問 生活環境課 下水管理係　TEL 0952-84-7118

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

住ノ江コンポ・アトムコンポ の価格を改定します

所有地の適切な管理 をお願いします

　白石町では、資源の循環型社会の取り組みの一環として農業集落排水（下水道）で発生する汚泥を堆肥化し、
道の駅しろいし・しろいし特産物直売所・菜海ありあけで販売しています。　
　近年、堆肥化施設の維持管理費の増加等で価格を維持することが困難な状況になっているため、4月1日か
ら価格を改定します。
　今後も下水道事業へのご理解とご協力をお願いします。

　生い茂る雑草等は近隣の皆さんに迷惑をかけるだけではなく、害虫発生やごみの不法投棄、火災の原因とな
る恐れがあります。
　清潔で安全な生活環境を守るため、所有する土地や建物の周囲の定期的な除草や剪定をするなど適正な管理
をお願いします。

問 生活環境課 廃棄物対策係　TEL 0952-84-7118

問 総務課 広報情報係　TEL 0952-84-7111

ごみ減量化・リサイクル推進標語コンクール
入賞者 が決定しました

　佐賀県西部広域環境組合では、管内の小学4年生を対象に「私たちにできるごみの減量・リサイクル」
をテーマに標語コンクールを行いました。
　2,013人の応募の中から、優秀賞に福富小学校の石隈汰一さん、入選に有明東小学校の井﨑凌雅さんが
選ばれました。入賞者の皆さんおめでとうございます。

　マイナンバーカードは身分証明書として利用できるほか、健康保険証としても利用
できるようになりました（一部の医療機関等を除く）。今年1月1日からはマイナポイ
ント第2弾が始まっており、白石町でのカードの申請数も増えています。
　年度末に向けて窓口が混雑する前に、早めに申請しませんか？

※新型コロナワクチン追加接種の集団接種会場や確定申告会場などで、申請について
　お声かけする場合があります。ご了承ください。

マイナンバーカードの申請はお早めに！

始まりました！

マイナンバーカードを申請しましょう！
申請からマイナンバーカードの取得までには
1ヵ月程度かかります。
マイナンバーカードを受け取ったら、次の
ステップへ！

マイナポイントの予約・申込をしましょう！
役場や郵便局などの手続きスポットのほか、お持
ちのスマホでも、簡単に予約・申込ができます。
好きなキャッシュレス決済サービスを選んで、
予約・申込が完了したら、次のステップへ！

決済サービスでチャージや買い物をしましょう！
選択したキャッシュレス決済でチャージ、または買い物
をすると…

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

①マイナンバーカードの新規取得等で

②健康保険証としての利用申込で

③公金受取口座の登録で

5,000円分
7,500円分
7,500円分

最大20,000円分の
マイナポイントが
もらえます。

最大5,000円分がもらえます。
（利用額の25％）　　　　　　　　　　

❶

❷

❸

ここでは、①マイナンバーカードの新規取得の場合を紹介します。

※1　②・③によるマイナポイント付与は準備ができ次第開始予定です。詳細が決まりましたらお知らせします。
※2　③のマイナポータルからの登録時期は、今年春ごろの予定です。

住ノ江コンポ（5㎏）
アトムコンポ（5㎏）
住ノ江コンポ直接販売（予約制）バケット2杯（約1㎥）

価格改定前（3月31日まで）

120円（税込）

120円（税込）

600円（税込）

価格改定後（4月1日から）

150円（税込）

150円（税込）

800円（税込）

優秀賞　「一ひねり　あなたの知恵で　生きるゴミ」　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福富小　石隈 汰一

入選　　「資源ゴミ　フル活用で　大かくめい」　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　有明東小　井﨑 凌雅
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 in  Shiroishiまちのわだい

白石のランナーが活躍Topics

　12月28日、全国学校給食甲子園で準優勝に輝いた白石中学
校の川田孝子栄養教諭と白石町給食センターの古賀綾子調理員
が山口祥義佐賀県知事と落合裕二教育長を表敬訪問しました。
　川田栄養教諭は「白石町や佐賀県には、全国に誇れる食材や
料理がある。それらや学校給食を全国にPRすることができて大
変うれしかった」と報告しました。
　献立の一つである「しろいしてんぺ入り混ぜ御飯」のおにぎ
りを試食した山口知事は「おいしい。国スポのメニューに入れ
てみようか」と絶賛しました。

　1月2日～3日に開催された「箱根駅伝」に順天堂大学3年の
平駿介選手（有明中・白石高出身）が出場しました。
　平選手は1区（21.3㎞）を走り、「個人としては悔しさの残る
結果となりました。来年は皆さんに喜んで貰えるような結果で走
りたいと思いますので、これからも温かいご声援よろしくお願い
します」と述べました。
　また、昨年12月26日に開催された「全国高校駅伝」に白石高
校（女子）が出場しました。4区で前田穂乃香選手（有明中出
身）、5区で山口咲栄選手（白石中出身）が出走し、22位という
立派な成績を収めました。男子は鳥栖工業高校が出場し、廣滝
拓音選手（白石中出身）が5区で出走し、区間7位の力強い走りを
見せました。
　白石町出身のランナーたちの今後の活躍を期待しています。

　1月8日、福富多目的運動広場で「令和4年白石町消防出初式」を開催しました。
　この行事は消防団員の団結力や士気の向上、町民
に対する防火・防災意識の普及を図るために、毎年
年始に行われる恒例行事です。昨年は、新型コロナ
ウイルス感染症の影響で中止となったため、今回は
規模を縮小して2年ぶりの開催となりました。
　当日は、町内消防団・消防署など総勢100人程度
の関係者が集まり、防災・防火への誓いを新たにし
ました。

　町内の郵便局では、地域貢献活動として、小学生への手紙教室や
本の読み聞かせなど様々な活動をされています。
　今回、地域貢献活動の一環として、町内の保育園年長児が書いた
「小学生になって頑張りたいこと」と「郵便局のキャラクターのぬ
りえ」を町内の各郵便局に展示されています。ひらがなを覚えたば
かりの園児たちが、一生懸命書いています。2月中旬ごろまで展示
されていますのでぜひご覧ください。（郵便局によっては早く終了
するところもあります。）

箱根駅伝・全国高校駅伝

知事に準優勝を報告Topics
全国学校給食甲子園準優勝　知事表敬訪問

社会を明るくする「優しさ」Topics

　12月27日、ホテルニューオータニ佐賀で第71回「社会を明
るくする運動」作文コンテストの表彰式が行われました。
　このコンテストは、小・中学生を対象に日常生活で体験したこ
とを基に、犯罪や非行などに関して考えたことや感じたことを作
文に書くことを通じて、「社会を明るくする運動」に対する理解
を深めてもらうために募集されたものです。
　白石町からは、北明小学校5年の池田優奈さんの『社会を明る
くする「優しさ」』が、小学生の部1,804編の応募の中から最
優秀賞（佐賀県推進委員会委員長賞）に選ばれました。
　池田さんは作文の中で、「思いやりを持つこと、あたたかい言葉をかけることはとても大切なこと。
初対面の人にも同じような態度で接する努力をしたい」と思いをつづりました。

「社会を明るくする運動」作文コンテスト　最優秀賞受賞

防災・防火への誓いTopics
白石町消防出初式

▲受賞おめでとうございます

▲店頭で啓発活動

「誰か」のこと　じゃない。Topics
第73回人権週間

▲箱根駅伝に出場（順天堂大学：平駿介選手）

▲準優勝を報告しました

▲防災を誓いました

▲園児の抱負

しょうがくせいになって、がんばりたいことTopics
町内郵便局　保育園児抱負とぬりえ展示

　12月4日～10日の人権週間に、白石町人権擁護委員による人
権啓発運動を行いました。広報車での町内の巡回や、物品配布な
どの啓発活動を通して、人権を尊重することの大切さを周知しま
した。
　白石町では毎月「人権相談」を行っています。人権擁護委員は、
法務大臣が委嘱した民間のボランティアです。人権問題、いじめ
や家庭内暴力に関する悩みごとがありましたら、気軽にご利用く
ださい。相談は無料で、秘密は固く守られます。

問 総務課 総務係　TEL 0952-84-7111
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　1月4日、ふれあい郷自有館で令和4年白石町成人式を行い、251人が成人を迎えました。
　今年も新型コロナウイルス感染症対策をしたうえで、新成人のみ入場して行いました。
　式では新成人を代表して黒木智文さん、荒木陸さん、小野優樹さんの3人が現在の心境や将来への決意
など意見発表をしました。
　また、溝口大晟さんが「多くの方々への感謝の気持ちを忘れず、成人としての決意を忘れず、力強く・
やさしく・たくましく生きていくことを誓います」と謝辞を述べました。
　式典後には福富太鼓が披露され、大迫力の演奏で新成人の門出を祝いました。
　新成人たちは久しぶりの友人との再会を楽しみ、新成人としての決意を新たにしていました。

白石小学校区 六角小学校区 記念品贈呈

意見発表

須古小学校区 北明小学校区 有明西小学校区 有明南小学校区アトラクション：福富太鼓

福富小学校区 有明東小学校区

白石地域代表
黒木 智文さん

有明地域代表
小野 優樹さん

福富地域代表
荒木 陸さん

謝辞
溝口 大晟さん
（福富地域）
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 in  Shiroishiまちのわだい

介護予防の推進に貢献Topics

　11月21日、熊本県菊池市で「第5回九州のお
米食味コンクール」が開催され、九州各県から計
1150検体のお米が出品されました。
　このコンクールは、全国の消費者や流通関係者
へ九州産米のPRの推進、九州産米の地位向上、
九州管内の米生産農家の良質米づくりへの生産意
欲を高めるために実施されています。
　白石町からは、白浜学さん（品種：さがびより）
が7位、岩石学さん（品種：さがびより）が21位
に選ばれました。

　12月22日、アバンセでサポーティア事業功労者の表彰式が行
われました。白石町からは介護予防事業の推進に貢献された溝口
登代美さん（上廿治）、林田悦子さん（今泉西）、江島純子さん
（馬田）の3人が受賞されました。
　サポーティア事業とは、サポーティア活動（介護予防ボランテ
ィア活動等）を行うことで、自身の介護予防を推進し、健康で生
きがいを感じながら元気に暮らすことを目的としています。この
事業の中で、3人は数多くの活動をされ、お住まいの地域に通い
の場であるサロンを立ち上げられたことが高く評価され、今回の
受賞となりました。

サポーティア事業功労者表彰

子どもたちに夢をTopics

　12月19日、白石のまちづくり会GROUP-S

による「サンタに逢えるクリスマスinしろいし」

が行われました。子どもには「夢」を家庭に

は「明るい笑顔」を届けたいと今回で16回目と

なり、町内各地45世帯85人の子どもたちに一足

早いクリスマスプレゼントと夢を届けました。

　子どもたちはサンタさんへ手紙を書いたり、

玄関前でサンタさんが来るのを楽しみに待って

いました。サンタさんが登場すると笑顔でプレ

ゼントを受け取っていました。

GROUP-S サンタに逢えるクリスマスinしろいし

美味しい米づくり推進のためにTopics
九州のお米食味コンクールin菊池

　1月11日、大町町・江北町・白石町のし尿や浄化槽汚泥を

処理する新たな施設「杵島地域汚泥再生処理センター」が完

成し、関係者に公開されました。新処理棟のお披露目式では

3町の首長がテープカットで完成を祝い、関係者40人程度が

出席しました。

　新処理棟は地上2階、地下1階建てで、1日にし尿47kℓ､

浄化槽汚泥28kℓを処理でき､処理過程で肥料にできるリン

（リン酸マグネシウムアンモニア）を生成する設備を備えて

おり、全国でも数少ない資源化施設となっています。この後、

性能試験を経て､4月1日から本格稼働を開始する予定です｡

杵島郡3町でのし尿・汚泥新処理施設完成Topics
杵島地域汚泥再生処理センター完成式

▲サンタさんありがとう

▲きれいになりました

▲新処理棟が完成しました

美化活動ありがとうございますTopics
佐賀農業高校　ボランティア活動

▲おめでとうございます

▲白浜学さん ▲岩石学さん

母子保健推進活動に貢献Topics
母子保健推進会議会長表彰

　12月23日、佐賀農業高校の生徒が全校ボランティ

ア活動を行いました。これは、地域の清掃奉仕活動を

行うことで、思いやりの心や社会貢献の精神などの育

成を目的に実施されています。

　活動は役場周辺で行われ、駐車場西側の庭園や中央

公園の落ち葉掃き・草取りなどをしていただきました。

佐賀農業高校の皆さんありがとうございました。

　11月4日、岩手県で健やか親子21全国大会が行われ、外尾美津子さん

（川津）が母子保健推進会議会長表彰を受賞されました。

　外尾さんは、白石町母子保健推進員として永きにわたり、地域の身近

な相談役として赤ちゃん訪問などを通し、町の母子保健推進活動に大き

く貢献されました。

▲おめでとうございます
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　令和4年度交通災害共済の加入申し込みを始めました。
　申込書（白石町民専用・三枚複写）とパンフレットは駐在員等を通じて配布しています。また、町内の郵便
局や白石町役場会計室にも準備しています。
　もしもに備えて、家族皆さんで加入しましょう。詳細は、パンフレットや町ホームページをご覧ください。

申込は「ゆうちょ銀行」「郵便局」「白石町役場会計室」で

交通災害共済交通災害共済

婚活サポーターを募集しています婚活サポーターを募集しています

活動内容活動内容

加入申し込みを始めました加入申し込みを始めました令和4年度令和4年度

問 総務課 危機管理・防災係　TEL 0952-84-7111

問 住民課 住民係　TEL 0952-84-7115

共済期間
掛金

交通災害共済の概要

申込方法

令和4年4月1日～令和5年3月31日
1人500円

交通事故での死亡や10日以上の入院・通院などの交通災害にあった人に見舞
金を支給する相互扶助制度

白石町民専用申込書に記入のうえ、九州管内のゆうちょ銀行・郵便局または
白石町役場会計室で申し込んでください

　住民基本台帳法第11条第3項及び第11条の2第12項の規定で、閲覧状況を下記のとおり公表します。

住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況を公表します

令和3年1月1日～令和3年12月31日閲覧分

請求機関名称
または申出者の氏名

野村総合研究所

朝日新聞社

日本放送協会
(NHK)

総務省

ゆうちょ財団

内閣府大臣官房
政府広報室

大阪商業大学

請求事由または
利用目的の概要

「日常生活に関するアンケー
ト調査」対象者抽出

「新聞およびWeb利用に関す
る総合調査」対象者抽出

「テレビ放送に関するアンケ
ート」対象者抽出

「通信利用動向調査」対象者
抽出

「くらしと生活設計に関する
調査」対象者抽出

「社会意識に関する世論調査」
対象者抽出

「健康と暮らしについての
調査」対象者抽出

大字深浦
15歳～79歳男女

大字福富下分
15歳以上男女

大字福田
18歳以上男女

20歳以上男女

大字遠江
20歳以上男女

大字遠江
18歳以上男女

大字廿治
20歳～89歳男女

閲覧の年月日 閲覧件数閲覧に係る
住民の範囲

3 6 23

3 6 23

3 6 24

3 7 12

3 10 13

3 11 17

3 11 2

39件

23件

20件

172件

20件

15件

11件

　12月17日、白石町役場で「第14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。
　平成30年度から約4年間にわたって協議を続けてきた地域
づくり検討委員会も今回が最後の開催ということで、五十嵐
委員長から田島町長へ「協働によるまちづくりに関する提言
書」が提出されました。
　今回提出された提言書をもとに、町では協働による地域づ
くり協議会の設置を推進し、「参加と協働で築く町民主体の
まち」を目指していきます。

白石町協働による地域づくり検討委員会

　12月12日、白石町総合センターで「第2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
準備委員会）」を開催しました。約80人の地域住民が参加し、
今回は各世代に分かれて「私が暮らしたい六角地区」について
話し合いました。
　10代～20代のグループからは「普段、あまり出会うことの
ない世代の人とたくさん話ができた。少子化の今だからこそ、
どの世代の人とも接していかなくてはいけないと思った」とい
う感想を始め、各世代からたくさんの意見や思いを聞くことが
できました。

※検討委員会や準備委員会の様子は、ホームページでも随時お知らせしていきます。

　町では、結婚を希望する男女を応援するボランティアとして、新しくお手伝いをして
いただく婚活サポーターを募集します。

・結婚希望者への相談支援や情報提供
・サポーター同士の情報交換会への参加
・イベント開催のサポート

応募条件応募条件
　婚活事業に熱意と理解があり、地域の人への
結婚相談や引き合わせ、情報提供等を積極的に
推進していただける人

任期任期
令和4年4月～令和6年3月（2年間）

応募方法応募方法
　町ホームページ掲載の申込書に必要事項を
記入のうえ、3月4日（金）までに総合戦略課
白石創生推進係へ提出してください。

六角地区地域づくり協議会設立準備委員会

白石町町民協働によるまちづくり

問 総合戦略課 白石創生推進係　TEL 0952-84-7132

問 総合戦略課 白石創生推進係　TEL 0952-84-7132
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「冬の講座」受講者募集のご案内令和3年度

楽しくて新しい体験をしてみませんか？皆さんの参加をお待ちしています。

〈注意事項〉

・応募多数の場合は抽選とします。

・新型コロナウイルス感染症拡大のため中止または延期する場合があります。

・各講座とも申込先でのみの受付となります。

・電話が混雑する場合があります。ご了承ください。

・収集した個人情報は講座の運営のみに利用し、それ以外の目的に利用することはありません。

親子で作る「消しゴムはんこ」

申　込　先 生涯学習係　0952-84-7129

日　　　時　   2月27日(日)　10:00～12:00

2月  9日（水）10:00～
2月17日（木）15:00

町内小学5～6年生と保護者
※親子での参加となります。

場　　　所 白石町総合センター　集団指導室

参　加　料　   500円　　定員 　親子10組（20人）

準　備　品　   カッター、彫刻刀

講　　　師 江口　智子　氏

申 込 期 間

対　象　者

はがきサイズの消しゴムを適当なサイズにカットし、
好きな絵を書いたトレーシングペーパーを消しゴムに
写し、デザインカッターや彫刻刀で削ります。親子で
一緒にオリジナルはんこを作ってみませんか。
※デザインカッターは準備します。カッター、彫刻刀
　が無い人はご相談ください。

春の素敵な寄せ植え

申　込　先 有明公民館係　0954-65-3135

日　　　時　   3月10日(木)　13:30～15:00

2月  9日（水）10:00～
2月25日（金）15:00

白石町に在住または勤務している人

場　　　所 有明公民館

参　加　料　   1,500円　　定員 　　10人

講　　　師 （有）フラワーウッド

申 込 期 間

対　象　者

春に楽しめる寄せ植えをしてみませんか？
初めての人も実際に体験しながら、講師からわかりや
すく寄せ植えのポイントを説明します。
ぜひ、気軽に参加してください。

中止のお知らせ
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、次の行事を中止します。町民の皆さんのご理解

をお願いします。

　・2月  6日（日）　令和3年度　白石町人権フェスティバル

　・2月12日（土）　令和3年度　第22回　歌垣の里･白石　三十一文字コンテスト表彰式

　ゆうあい図書館では、図書館に配架している雑

誌の最新号のカバーに広告掲載を希望する広告主

を募集します。多種多様の雑誌の中から業種に関

連する雑誌を選択することで、そのジャンル(分野)

に関心の高い層をターゲットとした広告ができ、

広告効果が期待できます。

　情報発信やPRの場としてご活用ください。

募集対象：企業や商店、組織・団体等

　　　　　（※個人は対象外）

掲載期間：令和4年4月1日～令和5年3月31日

申込方法：「ゆうあい図書館雑誌有料広告掲載申込書」

　　　　　  に掲載しようとする広告の原稿等を添え

　　　　　て、お申し込みください。

掲載料金：　　　　　　　　　　　　（ 年 間 ）

※雑誌タイトル等は、ゆうあい図書館ホームページに掲載して

　いる「有料広告掲載対象雑誌リスト」でご確認ください。

　詳しくは、ゆうあい図書館にお問い合わせください。

ゆうあい図書館雑誌スポンサーを募集します
雑誌カバーに広告を出しませんか？

　第1階層（29誌）

　第2階層（16誌）

　第3階層（17誌）

6,000円

9,000円

12,000円

「乳和食でおいしく減塩」

ミルク茶わん蒸し
　一汁三菜を理想とする和食は、いろいろな食材を摂取することができ栄養バランスに
優れ、健康食として注目されていますが、塩分を多くとってしまいがちなのが欠点です。
　和食に牛乳を加えることで、牛乳のコクとうま味をプラスし、無理なくおいしく減塩
することができます。

■作り方
①卵を溶きほぐし、牛乳を少量ずつ混ぜながら注ぎ入れ、
　めんつゆを加える。
②器にしいたけ、かまぼこを入れ、①を注ぎ、三つ葉をのせて、
　1個ずつラップをする。
③フライパン(または鍋)に約2センチの高さまで水を入れ、
　②を入れふたをし、強火で2～3分、卵液の色が白っぽく
　なり、表面が固まったら火を弱め、とろ火で7～8分蒸す。 （1人分：エネルギー　111kcal　塩分　0.9g）

■材料：4人分
　……………………………………2個
　………………………………320ml

　…大さじ1と小さじ1
　……………2枚

　………………40g
　………………4本

・卵
・牛乳
・めんつゆ（3倍濃縮）
・しいたけ (1/4 カット )
・かまぼこ (3ミリ厚 )
・三つ葉 (3センチ長さ )

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。

健康レシピ

カ おいしい
ン
タン

問 生涯学習課 生涯学習係　TEL 0952-84-7129

問 ゆうあい図書館　TEL 0952-87-2171
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消費者ホットライン…局番なし188消 費 生 活 情 報

3月の相談日
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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。

2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）

2月の相談日
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「光回線をアナログ回線に戻せば料金が安くなる」
という勧誘にご注意ください！

■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

 ＜ひとこと助言＞
★大手通信会社の名前を出していても、実際は関係のない事業者が勧誘をしているケースがあります。
　電話や訪問などで勧誘を受けた際には、相手方の事業者名や契約内容をしっかり確認することが大切   
　です。
★光回線をアナログ回線に戻すと利用料金が安くなる場合がありますが、事業者からの勧誘を受けて、
　消費者が知らないうちにアナログ回線への変更には必要のないサービスの契約を結んでいるケース
　があります。勧誘を受けた際には、費用やサービス内容、解約条件などをよく確認し、必要ないと思っ
　たらきっぱり断りましょう。
★光回線契約をアナログ回線に移行する手続きは、第3者に依頼する必要はなく、消費者自身で手続き
　可能です。現在の契約先や回線事業者に問い合わせましょう。
★少しでも不安に思ったり、トラブルに遭った場合は、白石町役場商工観光課や佐賀県消費生活セン
　ター等にご相談ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（消費者ホットライン188）

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

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

事例
大手通信会社のサポートセンターを名乗る事業者から「電話を光回線からアナログ回線に戻さないか」
と電話があった。今は誰もインターネットを使っていないので、ちょうどいいと思い契約した。しかしそ
の後、毎月サポート料金として約3千円引き落とされていることが分かり、確認すると1年縛りでサポー
ト契約をしているとのことだった。解約を申し出ると、今解約するとキャンセル料が発生すると言われ
た。どうしたらよいか。

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

・2月15日（火）～28日（月）

問 建設課 建築住宅係　TEL 0952-84-7124

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

・上廿治住宅　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）

※1月31日（月）までに応募があった場合、2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。

■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）

12月分
0件

0件
0円

0件
0円0円

1件
10,000円

0件
0円

12件
60,000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

0件
0円

18件
170,000円

3年度累計

12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

広報白石 R4・2　 25広報白石 R4・224



　　教育は自他共栄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日本習字講師　稲富ひとみ

　子供は地球の宝物！その大切な子供たちに文字の指導を続けています。
　今は、パソコンの文字がほとんどで、手書きの文字が少なくなっていることを寂しく思
います。そんな中、思いがけずに手紙が送られてくると、とても嬉しいものです。自分の
文字で自分の想いを届ける！忘れてはいけない大切なことです。
　文字を覚えたての子供が、一生懸命に書いた文字は誰が見ても微笑ましく感動します。
子供たちの作品展をすると、見に来ていただいた方からは、「元気をもらいました」と、
皆さんが笑顔になって帰っていかれます。文字の力ですね。見てもらった子供たちも、ま
た頑張ろうという気持ちになってくれます。
　特にお家の方に見てもらい自分の頑張ったところを褒めてもらったときは特に嬉しそう
です。やはり、家族の方の関わり（いつも自分を見てくれていると感じさせること）が大
切ではないでしょうか。
　子供たちは本来、絵を書いたり、落書きが大好きです。鉛筆の正しい持ち方や動かし方
を教えてあげると「書きやすい！楽に書ける！」と夢中になって時間も忘れて書いていま
す。特に、初めて見る筆で書くときは、興味津々です。「ドキドキする～」と、緊張しな
がらも楽しそうです。
　幸い、教室では低学年の子から高学年の子が一緒に練習していますので、自然と先輩や
お友達の作品が目に入ります。それが刺激になって、次の練習の目標に繋がっていると思
います。
　習字の練習で大切なことは、「見る」「聞く」「書く」と言われています。これを、指
導者の立場からいえば、子供たちのことをよく見てあげて、少しの変化にも気づいてあげ
ること。どんな話にも耳を傾けてあげること。一緒に手を取り書いてあげること。子供た
ちと同じ目線で見て、一緒に悩み、考えてあげること。これが子供たちの成長には大切な
ことだと考えています。
　何回書いても、思うようにいかないことの方が多い、とても地味で根気のいる練習です
が、お稽古をしているうちに、「あっ！間違えた、もう一枚書いてみる！」と新しい紙を
準備する子が出てきます。そういう時はチャンスです。「上手になっている時だよ」と、
ほめてあげて、やる気を引き出し、根気強く続けられるように導いていくことを心掛けて
います。
　たとえ、頑張った結果が思い通りに出来なかったとしても目標に向かって努力したこと
が大切だということも伝えていきたいと思っています。
　タイトルにある「自他共栄」は、柔道家の故古賀稔彦先生がよく口に
されていた言葉です。自分の持っている力を世の中のために使いなさい！
信頼し助け合いながら共に成長していくこと。
　私自身も子供たちからたくさんのことを学んできました。これからも
お習字を通して、共に学び共に成長していきたいと思います。

home
education
COLUMN

家　庭　教　育　コ　ラ　ム
シリー

ズ❾

［白石中学校］
■創　立：昭和37年

■校　長：中村　数寛

■児童数：263人（R3.12.24現在）

■住　所：白石町大字遠江143番地1

■HPアドレス

https://www.education.saga.jp/hp/shiroishi-j/

学校教育は今

学力の向上
指導方法の工夫・改善と、きめ細かな指導により、
基礎・基本の確実な定着をめざしています。
そのための校内研究にも取り組んでいます。

　各学年に1台ずつ設置された検温器(サーモマネージャー)で体温を確認しながら、子どもたちは日々の授
業や部活動などに励んでいます。
　また、10月29日には文化発表会・合唱コンクールを、11月15日・16日には3年生の修学旅行も実施し
ました。いずれも、新型コロナウイルス対策を行っての実施でした。
　一人一台端末(タブレット)の活用も始まりました。万が一休校になったとしても、学力の保証ができるよ
う、これからも新型コロナウイルスへの対策を講じていきます。

生徒指導の充実
「立ち止まって、元気に挨拶」を中心に、望まし
い生活習慣の定着と規範意識の高揚をめざしてい
ます。

「教学一如・師弟同行」 「時を守り、場を整え、礼を正す」

心の教育
道徳科の授業を軸に、認め合い・支え合う素直な心の育成を
めざしています。

教職員の資質向上
チームワーク・フットワーク・ネットワークの
実践で、信頼される教師をめざしています。

「認め合い・支え合う」

「信頼される教師へ」

『夢実現　知恵と情熱で共に伸びる白中生』
学 校 教 育 目 標

～感動　感謝　思いやりの心を軸に～

令和3年度は、上記目標達成に向け、以下の重点項目4つに取り組んでいます。

コロナ禍に負けず、頑張っています

広報白石 R4・2　 27広報白石 R4・226



煮じゃあ（煮菜）

くんち ろっかく いなさ

　令和３年12月４日、認定ＮＰＯ法人21世紀構想研究会主催第16回全国学校給食甲子園において、白石町学
校給食センターが準優勝（野口医学研究所賞）を受賞されました。その際のメニューの中に、郷土料理「煮じゃ
あ」が含まれていました。
　「煮じゃあ」は、主に秋のお供日（白石町では10月19日の妻山・六角・福富・稲佐各神社の例祭日）に食べられ
る郷土料理です。『白石地方の方言』（平成３年）には、「里芋、ちくわ、小豆などをごった煮にした、佐賀地方の家庭
料理。※主に供日料理としてつくられる。」ものが「にじゃあ」とあるように、旧白石町では「にじゃあ」と発音するの
が一般的なようです。
　『佐賀の方言』上巻（昭和45年）には、「煮ツケ。「煮コロガシ」ともいう。鹿島地区などで多く使われる。」ものが
「ニジャー」とされ、『佐賀の郷土料理』（昭和59年）では、塩田町の「煮じゃー」が紹介され、『佐賀弁一万語』
（平成７年）には、「（煮菜）煮つけ。煮ころがし（鹿島）。お供日のがめ煮に似たもので、竹輪、小豆、いりこ、などを加
えたもの（江北）。」が「にじゃー」とされています。これらを見ると、鹿島市・塩田町・江北町では「にじゃー」と発音
するのが一般的とすることができるでしょうか。ただ、『佐賀の郷土料理』では、江北町の代表的な郷土料理として
「煮じゃあ」が紹介されています。
　『佐賀県の民俗』下巻（昭和49年）には、旧白石町大字福吉での聞き取りで「特別の祝の時の献立」のなかに、
「供日（氏神祭日）」の料理として「にじゃー（味噌汁に小豆・ごぼう・れんこん・いものこ・こんにゃく等を入れ、味付
けの小魚や具を混ぜたもの）」が、同じく旧有明町大字深浦での聞き取りでは、「祝儀の時の食品」のなかに「煮じ
ゃー」が挙げられています。「煮じゃー」の具体的な具材が分かりませんが、「煮じゃあ」と同じと考えてよいでしょう。
　佐賀方言の特徴の一つとして、単語の長音化が指摘されています。例えば、「今日」を「きゅー」、「菜：おかず」を
「しゃー」と発音するなどで、「今日のおかずは鯛と大根だよ」を「きゅーのしゃーは、ちゃーとじゃーこんよ」と発音し
ます（『佐賀を「知る」、「発見する」、「好きになる」佐賀巡り』）。「煮じゃあ」は漢字で書くと「煮菜」で、文字通りおか
ず・副食物を煮込んだ食品のことです。「菜」は方言で「しゃあ」や「しゃー」と発音し、「煮菜」の発音が「にじゃあ」
や「にじゃー」となります。どちらの発音になるかは、地域や世代の違いによるものでしょう。
　ちなみに、広島県福山市には、畑から収穫した季節の食材を使った郷土料理「煮じゃあ」があります。「煮菜（に
ざい）を備後地方の方言で「煮じゃあ」と」呼ぶそうです（福山市ホームページ）。
　さて、白石町の「煮じゃあ」の具材として赤貝、小豆などの豆類、れんこんが欠かせないものとされていますが、
「小豆は必ず入れんば」とか、「赤貝の入っとらん煮じゃあは「煮じゃあ」じゃなか」とか言われます。「煮じゃあ」の
具材も、上記のようにその発音の仕方と一緒で、作る世代、家庭や地域毎の違いがあるのでしょう。
　冒頭に記したように、「煮じゃあ」は主にお供日という「ハレ（晴れ）」という特別の日に食べられる郷土料理で
すが、何時から食べられるようになったのか、とよく聞かれます。これに関しては、現時点では明確な答えを出すこ
とができません。政治的・軍事的な事件や災害の発生などは、公的・私的に記録されることが多く、後世において
何時と確認することができますが、民俗的な行事・習慣等は記録されることが少なく、その起源とされるものは地
元の有名な人物や歴史的事象に関連付けて語られる、いわゆる伝承に過ぎないのが
大半です。

VOL.200

〈参考資料〉
・志津田藤四郎『佐賀の方言』上巻　佐賀新聞社　昭和45年

・佐賀県教育委員会編『佐賀県の民俗』下巻　昭和49年

・『佐賀の郷土料理』佐賀県栄養保健推進協議会　昭和59年

・『白石地方の方言』白石史談会編集・発行　平成３年

・福山　裕『佐賀弁一万語』佐賀新聞社　平成７年

・佐賀県中学生郷土学習資料『佐賀を「知る」、「発見する」、

　「好きになる」佐賀巡り』佐賀県教育委員会　平成30年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生涯学習課生涯学習係

白石中学校所属川田孝子栄養教諭提供

●2月の休館日

ゆうあい図書館

図書紹介

はなちゃんのみそ汁
安武信吾・千恵・はな 原作　講談社

図書紹介

図書室
有明公民館

2月

3月

/7日(月)/11日(金･祝)/14日(月)/21日(月)
/23日(水･祝)/24日(木)/28日(月)
/7日(月)

開館時間：10:00～18:00

開館時間：8:30～22:00

・2月5日～3月10日

TEL 0952-87-2171

TEL 0954-65-3135

　がんで残り少ない命を覚悟し
た母親が5歳の娘に伝えたのは、
ひとりでも生きていけるための
力！親子の深い絆が描かれてい
ます。映画化、ドラマ化された
感動の実話を絵本でお伝えしま
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
2月のおはなし会　
12日（土）・26日（土）　10:30～

60歳からのスマホ品格レッスン
増田 由紀 監修　主婦の友社

1日1ページで頭がよくなる!小学生の教養
高濱 正伸 監修　永岡書店

　科学・文化・世界・発明・芸術・文学・自然や科学など、9ジ
ャンルに分け、1項目1ページでマンガやクイズなどとともに、
教養として覚えておきたいポイントや豆知識などを紹介する。日
本の偉人34人も収録。

就活ザムライの大誤算
安藤 祐介 著　光文社

　内定という“勝利”を得るた
めに、就活対策に全精力を注ぎ
大学生活を送る蜂矢徹郎。とこ
ろが、そううまくはいかない。
自由奔放な同級生との出会いや
謎のおじさんとの同居などでペ
ースは乱されてばかり。どうな
る就活!?

　スマホが楽しくなる基本の
操作法からメールの送受信、
写真の撮り方・送り方、アプ
リの使い方、ネットショッピ
ングやメルカリ、LINEの使い
方まで、豊富な画面写真でわ
かりやすく解説します。大人
のスマホマナーも掲載。

白石町役場に本棚を設置しています

問 ゆうあい図書館　TEL 0952-87-2171

　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。
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Februaryくらしのカレンダー 2/5▶ 3/10

※1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
2月  6日
11日
　13日
20日
23日
27日

  3月  6日

日
金・建国記念の日

日
日

水・天皇誕生日
日
日

川崎整形外科医院
白浜医院
森外科医院
高島病院
池上内科
古賀病院
坂本内科医院

大町町
白石町
白石町
白石町
白石町
江北町
大町町

0952-82-5551
0954-65-5006
0954-65-2059
0954-65-3129
0952-87-2107
0952-86-2070
0952-71-3060

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～

★健康クッキング教室
　　  〈受付〉9：15～
　事前申込者
◆消費生活相談
　　10：00～16：00相

16 1917 18

20 21 22 23 24 25

27 28

建国記念の日

天皇誕生日

●認知症カフェ　
　おれんじ茶屋
　老人福祉センター
　10：00～11：30
★3歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉12：45～13：15
  　［H30.6月生］
　母子健康手帳・問診
　票・尿

★2ヵ月児相談
 　   〈受付〉13:00～13：30
　　［R3.12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
　　［R3.10月生］
　母子健康手帳、健やか親
　子21アンケート

相

26
◆法律相談
　　10：00～12：00
★2歳6ヵ月児歯科健診
　　　〈受付〉12：50～13：30
  　［R元.6～7月生］
　母子健康手帳・問診票
（希望者へのフッ化物塗布実施）

相

交

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

1 2 3 4
◆消費生活相談
　　10：00～16：00
★健康クッキング教室
　　  〈受付〉9：15～
　事前申込者

相

5

6 7 8 9 10
◆消費生活相談
　　10：00～16：00相

相

◆女性のための
　総合相談
　　10：00～16：00

◆消費生活相談
　　10：00～16：00
★1歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉12：45～13：30
  　［R2.6～7月生］
　母子健康手帳・問診
　票・尿

●駐在員会
　楽習館研修室
　9：00～
★レディースデー検診
　 　〈受付〉9：00～11：00
　※子宮頸がんのみ
　　10:00～11:00

◆人権相談・行政相談
　　 9:00～12：00

ゆ

ゆ

EXPRESSEXPRESS
職業訓練受講生募集（4月入所生）

■募集科名・定員
　ものづくりベーシック科　※15人
　電気設備施工科　　　　　　15人
　※ものづくりベーシック科は、1日4時限の短時間訓練です。
■訓練期間　（ものづくりベーシック科）
　　　　　　　4月5日（火）～7月27日（水）
　　　　　　（電気設備施工科）　　　　
　　　　　　　4月5日（火）～9月28日（水）
■募集期間　2月28日（月）まで
■入所選考　3月8日（火）
■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

総合相談
　家庭や職場・地域などでの悩みを、誰にも話せず
一人で悩んでいませんか。皆さんの様々な悩みに
ついて相談員が一緒に考えます。相談内容は厳守
しますので、安心して電話してください。
【女性総合相談】
　TEL 0952-26-0018
　火曜～土曜   9：00～21：00
　日曜・祝日   9：00～16：30
　※女性相談員が応じます。

【女性のための巡回相談】
　町でもアバンセの女性総合相談員が相談を受け
付けています。
　相談日　毎月第2金曜日　10：00～16：00
　　　　　（2月の相談日は9日（水）です）
　場　所　白石町役場1階　相談室1

【男性総合相談】　
　TEL 080-6426-3867
　電話　毎週水曜日　19：00～21：00
　面談　第4土曜日　 14：00～16：00
　※男性相談員が応じます。面談は要予約です。
■問合せ先　
　佐賀県DV総合対策センター（アバンセ内）
　TEL 0952-28-1492

情報

犯罪発生件数
うち窃盗犯

95件
66件

前年比  －4件
前年比

前年比  

－6件
9件
18件
5件
14件

　－8件
前年比  ＋10件

 前年比 －2件
前年比 ＋4件

窃
盗
犯
の
主
な
も
の

自転車盗
万引き
車上ねらい

1件 前年比 ＋1件オートバイ盗
空き巣、忍込み等

12月末現在

自転車や車、自宅等に確実な施錠をお願いします。

ゆ

●おはなし会
　　 おはなしのへや
　10:30～
ゆ

日曜・祝日在宅医 ※都合により変更になる場合があります。

一般質問をYouTubeで動画配信！

問 議会事務局　TEL 0952-84-7126

問 長寿社会課 高齢者係　TEL 0952-84-7117

　令和3年12月議会の一般質問をスマートフォンやタブレットで視聴できる
ようになりました。
　それぞれの議員の質問の様子を見ることができます。議会だより第67号の
QRコードを読み取ってご覧ください。

「還付金詐欺」多発中！
●役場職員を装い「介護保険料の還付がある」という電話が白石町内にたくさん
　かかっています。
●役場から個人にATMを操作するよう電話することは絶対にありません。
●一人で判断せず、必ず身近な人や役場、白石警察署に相談してください。

総
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再生紙を使用しています 〔編集／印刷〕誠文堂印刷広報白石 R4・232

●世帯
●人口
　男性
　女性

（0）
（－1）
（－1）
（0）

7,755世帯
22,121人
10,473人　
11,648人　

R3年12月末現在（対前月比）

広報白石 2022.2 No.206 令和4年2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/

2月に誕生日を迎えるお子さんを紹介します

◎送付先 kouhou@town.shiroishi.lg.jp※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
3月1日（火）～7日（月）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）

4月生まれの子どもの写真を募集します♪

3歳の誕生日おめでとう
晟くんの元気でみんな笑顔
ありがとう大好きだよ。

1歳のお誕生日おめでとう☆
お姉ちゃんと仲良く保育園がんばっ
てね！どんどん大きくな～れ☆

藤田 晟大 くん 3歳
（平成31年2月1日生まれ）

ふじた せいだい

大串 おと ちゃん 1歳
（令和3年2月16日生まれ）

おおぐし

まきちゃん、4歳のお誕生日おめでと
う♪立派に成長しましたね。いつまで
も大好きなお兄ちゃんと仲良くね！

門田 茉季 ちゃん 4歳
（平成30年2月18日生まれ）

かどた   ま  き

1歳のお誕生日おめでとう！ニコニ
コ笑顔が可愛い杏ちゃん(^^)家族み
～んな大好きだよ☆

さくらお誕生日おめでとう☆
これからも白石弁でしゃべって
周りば笑わせてばい。

田中 杏奈 ちゃん 1歳
（令和3年2月20日生まれ）

たなか  あんな

日出島 さくら ちゃん 4歳
（平成30年2月27日生まれ）

ひでしま

お誕生日おめでとう。はる君の笑
顔に家族皆癒されてます。お姉
ちゃんと一緒にいっぱい遊んです
くすく大きくなってね！

大串 悠真 くん 2歳
（令和2年2月28日生まれ）

おおぐし はるま

  しろいしキッズ
  しろいしキッズ
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