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9月10日は下水道の日です｢幸せを運ぶ鳥｣
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　　　　コウノトリについて
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下水道への接続をお願いします

■町がきれいに住みよくなります。
　下水道への接続が多い地域は、家庭からの汚れた水を水
　路に流さないため、悪臭や害虫の発生が少なくなり、住み
　やすい環境になります。
■川や海がきれいになります。
　家庭からの生活排水を処理場に集めて、きれいにしてから
　流すため、川や海を汚さず美しい自然が守られます。

接続が増えると...

■接続工事は「指定工事店」で！
　台所、風呂、トイレ等を下水道に接続する工事は、町が許可
　している「白石町排水設備指定工事店」以外での工事は
　できません。
■下水道供用開始地域は早めの接続を！
　白石町の環境改善に大きな役割を果たす下水道に早めの
　接続をお願いします。供用開始から3年以内の接続には下
　水道使用料の減免制度があります。また、対象工事費の　
　10％（最高10万円）の接続補助金制度もあります。（供用
　開始からの年数によって金額が異なります。）
※下水道地域以外に住んでいる人は、浄化槽の設置に対す
　る補助制度があります。　
　詳しくは生活環境課へおたずねください。

水洗化はお早めに

■クリーンますの清掃をお願いします！
　1ヵ月に1，2回はクリーンます（台所の水が流れてくるます）の中のかごに溜まった野菜くずやますに溜
　まった油を取り除いてください。清掃ができていないと排水管が詰まり、周囲に汚水が溢れる原因となり
　ます。清掃が困難な家庭は、清掃業者等に相談をお願いします。
■トイレには、トイレットペーパー以外のものを流さないで！
　紙おむつやティッシュペーパーは水に溶けないので水洗トイレに流さないでください。トイレや排水管が
　詰まる原因となります。流せる掃除シートにも水に溶けるものと溶けないものがあるので、パッケージ
　等を確認のうえ使用してください。流せないものを流したり、流せるものでも一度に大量に流すと詰まり
　の原因となります。ご注意ください。

排水設備を大切に

公共ますの設置はお済みですか？

下水道は私たちみんなの財産です。
ルールを守り大切に使いましょう。

問 生活環境課 下水管理係　TEL 0952-84-7118

問 生活環境課 下水整備係　TEL 0952-84-7118

９月10日は下水道の日です！

令和4年度住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金（10万円/1世帯）のご案内

■令和4年度の住民税均等割が新たに非課税となった世帯や新型コロナウイルス感染症の影響で家計急変の
　あった世帯を支援するための給付金です。
■給付金を受給するためには、手続きが必要です。

　なお、いずれの場合も公共ますの設置には受益者負担金が必要です。
　町の公共下水道事業の実施計画地域内で、公共ますの新規設置を伴う宅地分譲や新築工事を予定し
ている人は、早めに設置申請をお願いします。         
 

【確認書が届いた世帯】
　対象となる世帯には確認書を送っていますので、
内容を確認し、期限内に返信してください。
【申請書が届いた世帯】
　令和4年度の住民税の課税の有無がわからない世
帯には申請書を送っています。非課税世帯に該当す
る場合は、令和4年10月31日までに添付書類を添
えて申請してください。

　申請時点で住民登録のある市区町村に申請してください。
【申請期限】
　令和4年10月31日（月）まで
※申請時に必要な書類等、詳しくは町ホームページを
　ご覧ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響ではない収入減少
　により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。

■支給対象と申請の有無

■支給対象とならない世帯

■給付金の支給額 １世帯あたり10万円

世帯全員の令和４年度の 
「住民税均等割が非課税」の世帯

令和４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)

　令和3年度住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金をすでに受給した世帯や、確認書が送付された
世帯で期限までに確認書類が提出されなかった世帯は、支給の対象外となります。

問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

　公共下水道事業の管路整備工事が令和4年度に完了します。これに伴い、

　支給対象となる世帯（令和３年度本給付金未受給でいずれかにあてはまる世帯）

今月(9月)末までに申請
 10月～3月に申請

 令和5年度からの設置申請

令和4年度中に町で公共ますを設置
令和5年度中に町で公共ますを設置
すべて自己負担となります。

➡
➡
➡
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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

新型コロナワクチン接種について
●ワクチン接種はお済みですか？
　公費（無料）で接種できるのは9月30日までです。(延長になることがあります)

●ワクチン接種後も基本的な感染予防対策を
　とりましょう。

　8月23日現在

新型コロナウイルスに関する最新情報は、随時全戸配布チラシや町ホームページにてお知らせします。

　新型コロナウイルスの影響で、感染への不安や慣れない生活が続いていることにより多くのストレスにさ
らされ、いつも以上にこころが疲れていないでしょうか。
　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。

　電話で相談するのが不安な人は、SNS（LINE、チャット）で相談することもできます。
　　  厚生労働省　SNS相談　を検索

新規介護予防ボランティア・生活支援サポーター養成講座のお知らせ

毎年9月10日～16日は「自殺予防週間」です

町では、新型コロナウイルスワクチンの1・2回目、3回目、4回目、小児接種を町内の個別接種
実施医療機関で実施しています。        
対象者の人には、順次接種券を郵送しておりますので、同封している説明書をよく読み、早めの
接種をご検討ください。         
医療機関の空き状況は下記までお尋ねください。       
　　問合せ：杵藤地区新型コロナワクチンコールセンター　     
　　TEL　0120-947-694　9：30～17：00（土日、祝日も対応）     
※現在国においてオミクロン株対応ワクチンの接種が検討されていますが、現時点では、詳細に
　ついては未定です。         
　現在国内で使用されているワクチンは、感染や重症化を予防する効果が確認されています。  
　しかしながら、ワクチン接種の効果は時間の経過とともに徐々に低下する可能性があります。
　ワクチン未接種の人で接種ができる人は、ぜひ早期の接種をご検討ください。

　□マスクはきちんとつけられていますか？
　　・会話時は必ずマスクをしましょう！
　　・マスクは口と鼻をきちんと覆い、隙間なくフィットさせましょう。
　　・使用後のマスクの外側にはウイルス等が付着していることがあります。 
　　　マスクのひもをもって外すと清潔です。
　□以下のような場合は必ず手洗いやアルコール消毒をしましょう。 
　　・不特定多数の人との共有物を触った後
　　・食事の前後　・公共交通機関の利用後等
　□冷房をしているからと部屋を閉めきっていませんか？
　　・多人数が集まる場所や飲食を伴う場所では、定期的な換気を心がけましょう。
　□食事は黙食を心がけ、談笑は食後にマスク着用で行いましょう。
　□夏の暑さで体調を崩しやすい時期が続いています。
　　・いつもと体調が違うときは、自宅でゆっくり過ごしましょう。

　町と町社会福祉協議会では、介護予防に関する知識や実技、地域支えあいの在り方について学び、地域で
の活動を実践する介護予防ボランティア・生活支援サポーター養成講座を開催します。楽しみながら、地域
の身近なボランティアやサポーターとして活躍してみませんか？

回数

1

2

3

4

5

相　談　先
佐賀いのちの電話
佐賀こころの電話

佐賀県自殺予防夜間相談電話

電話番号
0952-34-4343
0952-73-5556
0120-400-337

時　間
毎日24時間対応

平日9：00～16：00
毎日23：00～5：00

日　程

 10月17日(月）

10月24日(月）

10月31日(月）

11月  7日(月）

11月14日(月）

■対象者　40歳以上で介護認定を受けていない白石町民ならどなたでも
　　　　　参加できます
■会　場　白石町役場　3階　大会議室　
　　　　　※11月7日(月)のみ、福富ゆうあい館で開催します　
■日　時　下記日程（全5回）　9時30分～11時30分
■申込み　9月22日(木)までに電話でお申し込みください

内　　容
前　半

①ボランティアについて
②町内サロンの紹介
①かせすっけん事業について
②かせすっけん体験談紹介

①レクリエーション(ニュースポーツ)
②今後のボランティア活動について

注）マスク着用、飲み物持参、運動ができる服装でお越しください。会場までの送迎はありません。

白石町健康体操

白石町健康体操

認知症サポーター養成講座

白石町の現状について

サロンボランティア体験談紹介

レクリエーション(音楽)

後　半

問 長寿社会課 高齢者係 地域包括支援センター　TEL 0952-84-7117
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　認知症への正しい理解が進むことを目的に、1994年国際アルツハイマー病協会
が世界保健機関（WHO）と共同で毎年9月21日を「世界アルツハイマーデー」、
9月を「世界アルツハイマー月間」と定めています。

　認知症は、いろいろな原因で脳の細胞が壊れてしまったり、脳のはたらきに不都合が生じることで、さま
ざまな障害が起こり日常生活に支障をきたす病気です。認知症になると記憶力や判断力が低下し、さっきの
できごとを忘れる、同じ話を繰り返すなどの症状が現れます。
　認知症にはアルツハイマー型認知症や血管性認知症、レビー小体型認知症などの種類があります。アルツ
ハイマー型認知症は、認知症の中で最も発症率が高い病気です。

■認知症って？

　認知症の人やその家族等が気軽に参加できる集いの場として、
月1回、白石町健康センターで認知症カフェを開催しています
（定員10人・要予約）。
参加者同士でおしゃべりするカフェタイムやレクリエーション
を行います。

■白石町の取組み
おれんじ茶屋（認知症カフェ）

　精神保健福祉士などの専門職が、認知症の人やその家族を訪問し、認知症についての困りごとや心配ごと
を確認し、認知症の人や家族に合わせた医療機関受診や介護サービス利用、家族の介護負担軽減等の支援を
行います。

認知症初期集中支援チーム事業

　QRコードが印刷されたラベル・シールを携帯電話等で読み込
み、認知症等により行方不明となった人の身元確認や家族への
引渡しを円滑に行います。
※対象者：在宅生活をしている人のうち認知症等により行方不明
　　　　　となるおそれのある人
※利用料：無料（シールを追加購入する場合は有料）

認知症高齢者等あんしん見守りシールの配布

　2025年には65歳以上の5人に1人は認知症になると予測されています。決して他人事ではありません。
　認知症は「早期発見」・「早期受診」・「早期治療」が大切です。症状が軽いうちに適切な治療を受けた
り、介護保険サービスや周りの支えがあれば、症状の進行を緩やかにしたり、住みなれた場所で過ごすこと
ができます。
　認知症に関する心配ごとや困りごとがあれば、かかりつけ医や地域包括支援センターへ相談してください。

■認知症の心配があるときは迷わず相談を

9月は世界アルツハイマー月間です

問 長寿社会課 高齢者係 白石町地域包括支援センター　TEL 0952-84-7117

シールを使って
保護された人もいます！

【お願い】
　新しい被保険者証（オレンジ色）が届いたら、住所・氏名・性別・生年月日の確認をお願いします。
　もし、記載内容に誤りがある場合は、住民課保険係までご連絡ください。
　※被保険者証は紛失しないように大切に保管してください。

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

２割負担導入による被保険者証交付のお知らせ
　後期高齢者医療制度の加入者で、一定以上の所得がある人は、10月1日から医療費の窓口負担割合
が「2割」になります。
　これに伴い、すべての加入者に対し、9月中に10月1日からの被保険者証を送付します。
　今お持ちの被保険者証（紫色）の有効期限は、令和4年9月30日までです。
　新しい被保険者証（オレンジ色）は、9月中に【簡易書留】で送付しますので、10月以降ご使用ください。
　なお、今お持ちの被保険者証（紫色）は、9月30日まで使用し、その後は、住民課保険係に返還するか、
裁断するなどして確実に破棄してください。

　2割負担の人には、1割負担のときと比べて、1か月の外来医療の負担増加を3,000円までに抑える配
慮措置があります。
　2割負担の人で高額療養費の口座を登録していない人には、事前に口座登録をお願いするため、9月下
旬に申請書を送付します。高額療養費の支給対象となった場合に、登録した口座に後日振り込みます。

現在の被保険者証（紫色）を
使える期間

９月中に交付する被保険者証（オレンジ色）を
使える期間

被保険者証の有効期限にご注意ください

令和４年９月30日まで 令和４年10月1日から令和５年７月31日まで

※詳しくは、被保険者証に同封のリーフレットをご覧ください。

窓口負担割合１割のとき　①

窓口負担割合２割のとき　②

負担増　③（②－①）

窓口負担増の上限　④

払い戻し等 （③－④）

5,000円

10,000円

5,000円

3,000円

2,000円

例:１か月の総医療費が50,000円の場合

1か月 5,000円の負担増を
3,000円までに抑えます

2割負担になる人は高額療養費の事前口座登録をお願いします
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本人確認書類として使える！

問 総務課 危機管理・防災係　TEL 0952-84-7111

運転免許証を返納された人などが「運転経歴証明書」を
見せるとタクシー運賃が2割引になります！

■割引条件　タクシー利用時に「運転経歴証明書」を見せてください。
■割引対象者　運転免許証を自主返納又は失効して、公安委員会が発行
　する「運転経歴証明書」を持っている人
■運転経歴証明書の申請方法　運転免許を自主返納または失効した人
　（自主返納または失効した日から5年以内）は、佐賀県運転免許　
　センター、または警察署で申請できます。本人の申請が必要です。
　（申請手数料1,100円）
■タクシー以外の公共交通機関の割引　「運転経歴証明書」を持っている人は、
　「いこカー」と、「予約制いこカー」の運賃が半額になります。また、他の市町でも、
　地域公共交通機関の割引を受けられる場合があります。

※1　対応する医療機関・薬局は順次拡大していきます。
※2　市区町村によってサービスが異なります。
※3　マイナンバーカード読み取りに対応しているスマートフォンまたはICカードリーダーとパソコンが必要です。

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
佐賀県バス・タクシー協会　　　　　　　　　　　TEL 0952-31-2341
県 くらしの安心安全課 交通事故防止特別対策室　TEL 0952-25-7060
長寿社会課 高齢者係　　　　 　　　　　　　　　TEL 0952-84-7117

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

年金生活者支援給付金制度のご案内

対象となる人

請求手続き

　年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を
支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
　受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、武雄年金事務所または住民課までお問合
せください。

令和４年秋の交通安全県民運動　実施します！！
　9月21日（水）～9月30日（金）は、秋の交通安全県民運動期間です。
期間中は、特に交通ルールの遵守と正しい交通マナーを実践しましょう。
夜間だけでなく、昼間に外出する際も交通事故に十分注意をしてください。

マイナンバーと本人確認書類が
同時に必要な場面も、これ1枚でOK!
他にもライブ会場の入場や会員登録など
幅広く使えます！

健康保険証としても使える！
本人が同意すれば、全国どこに
いても、医療機関や薬局で
過去の服薬履歴や特定健診情報
などが確認できます。

9月30日までにカードを申請すると最大20,000円分のマイナポイントがもらえます！！

オンラインで行政手続きができる！
確定申告(e-Tax)をはじめ、子育て
などに関する手続きも
オンライン申請で便利に行えます。

給付金の受け取りがスマートに！
公金受取口座を登録することで、年金や
児童手当など、今後申請をするときに、
口座情報の記入や通帳の写しなどを提出
する必要がなくなります。

便利な「マイナポー タル」が使える！
ご自身の情報の確認や
オンライン申請ができる
自分専用サイト「マイナポータル」
が使えるようになります。

新型コロナワクチン接種証明書が
スマートフォンアプリで発行できる！

※アプリに対応しているスマートフォンが必要です
※海外用の接種証明書の取得のためには有効なパスポートが必要です

　　■老齢基礎年金を受給している人
　　　①65歳以上である
　　　②世帯員全員が市町村民税非課税となっている
　　　③年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下である

　　■新たに年金生活者支援給付金を受け取る人
　　　　対象者には、日本年金機構から9月初旬頃に、請求手続きのお知らせが届きます。
　　　　同封のはがき（年金生活者支援給付金請求書）に記入し提出してください。
　　　　令和5年1月4日までに請求手続きが完了した場合、令和4年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
　　■年金受給をはじめる人
　　　　年金の請求手続きとあわせて武雄年金事務所または住民課で請求手続きをしてください。

　　日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。　　
　　日本年金機構や厚生労働省から、電話で家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号を聞いたり、
　　手数料などの金銭を求めることもありません。

　　■障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人
　　　①前年の所得額が約472万円以下である

　以下の要件をすべて満たしている必要があります。

令和4年8月1日から、

（佐賀県バス・タクシー協会に加盟しているタクシーに限ります。障害者割引との併用は
　できません。また、福祉タクシーでは利用できません）

マイナンバーカード これからの暮らしに、手放せない一枚！

※1

※2　※3

※2　※3

日本国内用と海外用の接種証明書をスマートフォン
アプリで取得でき、アプリを起動すればいつでも表示
できます。
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問
農村整備課 農村整備係　TEL 0952-84-7122
生活環境課 環境係　　　TEL 0952-84-7118
杵藤農林事務所（海岸）　 TEL 0954-63-5111

ごみの不法投棄、野焼きはやめましょう!!

コミュニティ組織２団体が設備・備品等を整備しました

　海岸堤防、山林、道路、水路わきでは、ごみの不
法投棄、野焼きが後を絶ちません。
　これらは、地域の景観を損なうだけではなく、有
害な物質が漏れる恐れがあり、地域の生活環境に
悪影響を及ぼします。
　また、野焼きによる火災が発生し、消防署や消防
団が出動する状況も発生しています。「自分さえよ
ければ」の身勝手で悪質な行為が、地域の環境悪
化や火災等を招いています。
　町民の皆さんの一人ひとりが、環境を守り、子ど
もたちに誇れる町にしていきましょう。

　江越区、東郷区の２団体が、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、設備・
備品等の整備を行いました。
　「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。

事業実施団体 　事業内容
　 江越区 　テント、浮立道具一式、ハッピ等の整備（一般コミュニティ助成事業）
　 東郷区 　テント、空調設備、視聴覚機材等の整備（一般コミュニティ助成事業）

ごみを違法に捨てたり、不法焼却した者は、
5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰
金、またはこれを併せた罰則が科せられます。
野焼きにより火災を起こしてしまった場合
は、執行猶予の無い失火罪となる恐れがあ
ります。

令和4年7月　白石海岸

粗大ごみの不法投棄 廃油缶の油流出

消防署や消防団員による
消火活動

玉葱、不燃物等の
ごみによる延焼跡

令和2年6月　有明海岸

平成29年6月　白石海岸 令和4年7月　白石海岸

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

問 総合戦略課 白石創生推進係　TEL 0952-84-7132

～ごみの適切な分別とリサイクルにご協力をお願いします～
■町指定ごみ袋に入らない場合は、「粗大ごみ」で出してください。
■粗大ごみシールには、必ず地区名と名前を書いてください。

　町民の皆さんからの問い合わせが多いごみについてまとめています。家庭のごみを出す際にご利用ください。

品　　目
印刷機（プリンター）
傘
加湿器・除湿器
カセットコンロ
クーラーボックス
蛍光管（電球・直管・丸管）
小型充電式電池（バッテリー）
ゴルフクラブ・ゴルフバッグ
CD・DVD・ビデオテープ
充電器
水銀体温計
水筒・キーパー
石油ストーブ
掃除機
着火剤
使い捨てカイロ
漬物石
デジタル体温計
電気毛布
電子ピアノ・オルガン・キーボード
電子レンジ
パソコン周辺機器（キーボード・マウス）
発泡スチロール
花火
布団
ベットマットレス（スプリング入）
ホース
保冷剤
ミシン
よしず
ライター（使い捨てタイプ）
録画再生機（ビデオデッキ）
ワープロ

備　考

ごみ袋から出てもよい

LED（電球・直管・丸管）は「もえないごみ」
端子部分をテープで絶縁する
クラブはバッグから出ないように

燃料はからにする・電池は取り除く

発火しないように水に浸してから

電池は外す・外せない場合は役場へ

パソコン本体は、購入先、専門業者へ

発火しないように水に浸してから
粗大ごみに出すときは紐で縛る
2ｍ超えてもよい
1m以下に切る

2ｍ以下にする
中身を使い切り、ガス抜きする

区　分
もえない　　　粗大ごみ

もえない
もえない　　　粗大ごみ
もえない　　   粗大ごみ
もえる　　       粗大ごみ
蛍光管回収所へ
役場へ
粗大ごみ
もえる
もえない
役場へ

もえない　　　粗大ごみ
粗大ごみ

もえない　　　粗大ごみ
もえる
もえる

専門業者へ
もえない

もえない　　　粗大ごみ
粗大ごみ

もえない　　　粗大ごみ
もえない

もえる　　　　粗大ごみ
もえる　

もえる　　　　粗大ごみ
粗大ごみ
もえる
もえる

もえない　　　粗大ごみ
粗大ごみ
もえる

もえない　　　粗大ごみ
もえない　　　粗大ごみ

問い合わせの多い家庭ごみの分別早見表

シールは青色です

公益財団法人佐賀県市町村振興協会

有
料
広
告

■江越区

■東郷区
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土地・建物の不動産で困ったこと、どこに聞いたらいいか分からない時

 in Shiroishiまちのわだい

夏の思い出に残る元気いっぱいの体操でした！Topics
夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会

白石町商工会女性部

悩み事は人権擁護委員に相談を
人権擁護委員感謝状及び委嘱状交付式

　7月29日、役場で、6月30日をもって人権擁護委員を退任さ
れた　渕直樹委員への感謝状贈呈式と、7月1日から新しく委嘱
された山口恵子委員の委嘱状交付式を行いました。
　その後、白石町人権擁護委員と佐賀地方法務局武雄支局益田
支局長、田島町長、北村教育長が出席し、人権問題や学校での
人権教育などについて意見交換をしました。
　町では、現在7人の人権擁護委員が活躍されており、人権教
室の開催や町健康センター（10・11・3月は町総合センター）
で毎月人権相談を行っています。生活の中での悩み事などある場
合は、お気軽にご相談ください。

受賞おめでとうございます
佐賀県たまねぎ生産改善共進会

 in Shiroishiまちのわだい

生理用品の寄付をいただきました

　7月22日、白石町商工会女性部（部長脇山好美さん）の皆さんから、
町内全小・中学校へ生理用品の寄付がありました。
　町では、学校トイレ・保健室などに配置し、校内生活で困っている児
童・生徒のために有効利用させていただきます。
　大変細やかな配慮をいただき、ありがとうございました。

Topics

Topics

ありがとうございました
富士建設（株）　寄付

Topics

九州の強豪にチャレンジ！Topics
九州中学校体育大会激励会

　8月5日以降の各日程で開催される、令和4年度九州中学校体育大会に出場する７組の選手に対して激励会
が行われ、町内３中学校の選手が役場を訪問しました。
　田島町長から激励の言葉が贈られ、選手を代表して福富中学校の松尾和気さんと、有明中学校の男子バレ
ーボール部主将菰田颯太さんが出場の決意表明をしました。

▲激励会の様子

▲悩み事はご相談ください

▲おめでとうございます

▲全国大会に出場する皆さん

▲ありがとうございました

　７月27日に、白石町総合運動場で夏期巡回ラジオ体操・みんなの体操会
が開催されました。当日は早朝から約500人の参加者が、体操講師の岡本美
佳先生の指導、幅しげみ先生のピアノ演奏で、青空のもと元気いっぱいに体
操を行いました。
　久しぶりの町をあげてのスポーツ行事でしたが、皆さんの清々しい様子に
ラジオ体操の歌の歌詞にもある『希望の朝』を感じる一幕となりました。

　富士建設株式会社（溝口隆治代表取締役）より、｢創業60年という節目
に｣と、寄付の申し出があり、7月27日に贈呈式が行われました。
　同社は「町民皆さんのご支援、ご協力によりここまで成長することがで
きた。町民の皆さんに何かお礼をしたい」と今回の寄付に至った経緯を述
べられました。
　いただいた寄付は、今後のまちづくりのために使わせていただきます。
ありがとうございました。

七夕で明るくなりますように…
上田野上地区

Topics

▲当日の様子

▲公民館の七夕飾り

▲ありがとうございました

　8月2日、第19回佐賀県たまねぎ生産改善共進会の表彰式が行われ、個人
の部で橋本博明さん・サツキさん夫妻が最優秀賞および農林水産大臣賞を
受賞されました。また、山口竜範さんが優秀賞、片渕康弘さん・靖子さん
夫妻と、諸岡勝利さん・とよみさん夫妻が優等賞、片渕辰也さんが優良賞
を受賞されました。
　新型コロナウイルスの影響が出る中、皆さんすばらしい成績を収められま
した。白石町農業のさらなる発展の追い風となることが期待されます。

有
料
広
告

有
料
広
告

白石中学校　森　千夏　空手道　男子個人形

福富中学校
　山口善也　空手道　男子個人形

　　　　　　松尾和気　陸　上　棒高跳・100ｍＨ
　　　　　　宗　大智　陸　上　棒高跳
　　　　　　田島空美　ハンドボール

有明中学校　沓掛晄大　陸　上　共通男子三段跳
　　　　　　男子バレーボール部　バレーボール男子

【出場種目】

　上田野上地区では、七夕短冊の飾りを区長より呼びかけられ、多くの
参加がありました。
　各家庭では願いを込めた短冊が飾られ、上田野上公民館でも飾られて
いました。
　地区では、コロナ禍の中で地域行事がままならない中、「明るい地区
になるように」「子ども達にも七夕を伝えていきたい」と、旧暦の七夕
に合わせ実施されました。
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　7月31日に開催された、第37回佐賀県消防操法大会に杵藤地区を代表して出場しました。
　連日、厳しい訓練を積み重ね
てきたポンプ車操法を披露し、
放水して標的を倒すまでのタイ
ムや動作の正確さ、規律、安全
性などを競いました。結果は、
惜しくも準優勝でしたが訓練の
成果を遺憾なく発揮しました。

有
料
広
告

白石町内に生息しているコウノトリについて

白石町消防団本部が消防操法大会に出場し、準優勝しました！

9月は健康増進普及月間です

　5月上旬、国特別天然記念物のコウノトリのペアが、町内の電
柱上に営巣し、6月中旬に3羽のヒナが誕生しました。残念ながら
巣立ちには至りませんでしたが、日本での野生のコウノトリ絶滅
以降、九州でのヒナの誕生は初めてとなりました。
　6月下旬からは、町内各所にてコウノトリが目撃されるようにな
りました。コウノトリを目撃された場合は、①距離をとる（150m程
度） ②撮影の際はフラッシュを使わない ③エサを与えない、の
3点に注意し静かに見守りをお願いします。
　ケガをして飛べないなど異常なコウノトリを見かけた場合
は、生涯学習課までご連絡ください。
　コウノトリについて詳しく知りたい人は、町ホームページや
兵庫県立コウノトリの郷公園ホームページをご覧ください。

　生活習慣病は日常生活の在り方と深く関連しています。
　生活習慣病の特性や運動・食事・禁煙など個人の生活習慣の改善の重要性につ
いて、一人ひとりが理解を深め、さらに健康づくりの実践を行いましょう。
　統一標語　「1に運動 2に食事 しっかり禁煙 最後にクスリ～健康寿命延伸～」
　＜具体的な実践の例＞
　　・毎年、健診を受けて自分の体を理解する　・適度な運動習慣を持つ
　　・バランスのとれた食事を心がける　・禁煙に取り組む　　など

問 生涯学習課生涯学習係　TEL 0952-84-7129

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

「野菜の常備菜」 キャロットラペ
　野菜の常備菜を作っておくと、あと一品ほしいときにとても便利です。
キャロットラペはフランスの家庭料理で、そのまま食べてもおいしいですが、
ツナやハム、ナッツやレーズンなどを混ぜてもよく合います。
　パンに挟めて食べると、色味もきれいなサンドイッチになりますよ。

人参
リンゴ酢
オリーブ油
粒マスタード
ハチミツ
塩

‥‥‥‥‥‥‥‥200ｇ
‥‥‥‥‥‥大さじ２
‥‥‥‥‥大さじ１
‥‥‥‥‥小さじ１
‥‥‥‥‥‥小さじ１

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥少々

■材料：4人分

■作り方
①人参は斜め薄切りにし、重ねて端から細く切る。
②ボウルに調味料をすべて加えて混ぜ合わせる。
　①の人参を加え和える。
※作りたてでもよいが、しばらく置くとより味が染みる。
　（保存容器に入れて冷蔵庫で１週間程度保存可能）

（1人分：エネルギー　70kcal　塩0.2ｇ）

▲選手６名（指：久原団員、1：山口団員、
2：堤団員、3溝上団員、4諸石団員、補：田中団員）

▲火点へ向かう山口団員（右）
伝令へ向かう堤団員（左）

コウノトリのペア（左：オスJ0141(徳島県鳴門
市生)・右：メスJ0133(兵庫県豊岡市生)）

町営住宅入居者募集のお知らせ
上廿治住宅　2戸
白石町大字廿治1393番地1
昭和59年度建築（中層耐火構造3階建）3DK、水洗トイレ、浴槽あり

9月15日（木）～30日（金）

問 建設課 建築住宅係　TEL 0952-84-7124

住ノ江住宅　2戸
白石町大字福富下分2966番地16（住ノ江橋南側）
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

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

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2階建）3LDK、水洗トイレ、浴槽あり
※ケーブルテレビの加入が必要です

■募集する住宅 ■募集期間

・入居申込書(白石町役場にあります)
・住民票謄本(本籍、続柄の記載必要)
・令和3年度（令和2年中）4年度（令和3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(完納証明
　書、非課税証明書など)(入居希望者全員分）
※入居申し込みには所得制限などの要件があ
　ります。また、単身での入居申込はできま
　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を有し、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。※8月31日（水）までに応募があった場合は、募集を

　中止します。詳細はお問い合わせいただくか、町ホーム
　ページをご覧ください。

■応募に必要な書類

健康レシピ

カ おいしい
ン
タン
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home
education
COLUMN

家　庭　教　育　コ　ラ　ム
シリーズ

⑯

■創　立：昭和37年
■校　長：川﨑　朗
■児童数：207人（Ｒ4.9.1現在）
■住　所：白石町大字坂田290番地１
■HPアドレス
　http://www.education.saga.jp/hp/ariake-j/

学校教育は今

「笑顔さわやか、ひとみ輝く有中生」
Chance　Challenge Change＆Communication

［有明中学校］

　教師主導型の従来型の授業から抜け出して生徒自身が課題意識をもっ
て主体的に学習課題に取り組み、他者との対話を通して自分の考えを広
め、深める授業の実現に向けて取り組んでいます。まずは、すべての教
科で生徒が相互に教え合ったり、話し合ったりする場面を設け、生徒が
主体的、対話的に学ぶことができる授業づくりを推進しています。また、
全校生徒がタブレットパソコンを所持しており、情報収集や表現活動に
有効に活用しています。コロナ等で出席できない場合も、自宅で授業に
参加できるようになり、活用の幅がさらに広がりました。

　有中生なら誰もが知っている「笑顔さわやか、ひとみ輝く有中生」は本校生徒のキャッチフレーズで
す。これがいつから言われ始めたかは、はっきりしませんが、少なくとも今の校舎ができたときにはあ
ったそうなので、20年以上は大切にされてきたのではないかと思います。このキャッチフレーズには、
学校教育目標「志をもち、自ら学び、共に学び合い、逞しく生き抜く有中生」に込められた思いのすべ
てが表れています。志をもっているとき、主体的に何かに挑戦しているとき、学級や部活動などの集団
が互いに支え合い、高め合えるときなど、学校生活が楽しく充実すれば自然に「笑顔さわやか、ひとみ
輝く有中生」になることができます。本校では令和5年度末のゴールに向かって全生徒・職員がこれを
大切にしています。そして「生徒が主体的・対話的に取り組む授業」「生徒が自ら考え、意欲的に行動
する生徒会活動や学校行事」に取り組み、「Chance Challenge Change & Communication」の思いを
大切にしながら生徒が主体性を発揮できる学校をめざしています。

生徒が主体的に学習課題を追及し、対話的に取り組む授業

　生徒会活動や学級活動を中心に、生徒が自分たちの力で学校生活をよ
り充実したものにするために何をしたいかを考え、それを実現させるた
めの具体的な活動を決めるようにしています。生徒会での様々な取組は
もちろん、各学級でも学級会活動の充実を図り、自分たちの学級は自分
たちで良くするという思いで日々活動しています。また、体育大会や文
化発表会などの学校行事では希望する生徒で実行委員を組織して行事の
企画・運営を生徒が主体となって行うようにしています。本年度の体育
大会では全校ソーラン・応援合戦だけでなくプログラム全体の企画や運
営も実行委員会が中心になって取り組みました。

生徒が自ら考え、主体性をもって行動する生徒会活動や学校行事

～志をもち、自ら学び、共に高め合い逞しく生き抜く有中生をめざして～

　　　　　   　　　　　　　無償の愛
　　　　　　　　　　　　　　　　　佐賀県青少年育成県民会議会長・前多久市教育長　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田原  優子

　見えないはずの心が、ふっと垣間見える瞬間があります。多くを語らなくても、ちょっとし
た仕草に気づかされたりします。無償の愛さえも。まるで、見えるはずのない風が、稲穂の上
に吹きわたる時に姿を現すように。
　まだ若い教師だった私がその生徒のお宅を訪ねたのは、祖父母が野良仕事を終えて片付けを
される頃でした。ひととおりの報告が終わった帰り際、二人してあまりにも深々と頭を下げら
れるので、若き私は恐縮して車に乗り込みました。農道を進みますが、バックミラーに映るお
二人はいつまでも腰を曲げたままなのです。
　翌日、その生徒に「心配してくれる人がいるね。愛されているね」と、祖父母の姿に「もう
いいですから頭を上げてください」と独り言を言いながら、涙ぐみながら帰ったことを伝えま
した。
　母方の祖父母と両親と弟と6人で暮らしていた小学生時代に、突然母親が家出。しばらくは
同居していた父親もやがて家を出て帰らなくなりました。帰りにくかったのでしょう。小学生
時分は、幼い弟を不憫に感じ、健気にもいつも一緒に連れ歩いたりして、かわいがっていたよ
うでした。兄弟二人で遊ぶそんな様子を、たまに遠くから見ている男の人がいたと、彼は記憶
していました。ぽつりと「先生、あれってお父さんだったのかも」と漏らしました。中学生に
なった頃、突然舞い戻った母親でしたが、彼は許せません。母親と生徒が話し合える場を設定
したこともありましたが、彼は涙して言葉にできません。私が代弁してよいか確認して、母親
にはきついことでしたが彼の想いの一端を伝えました。
　好きでたまらなかった、もっと甘えたかった、その母親に
幼くして捨てられ傷ついた心が、バイクでの暴走行為に向か
わせたのでしょう。そんな彼に、ずっと成長を見守り心配し
てくれている人がいたことに気が付いて欲しいということが、
私の切なる願いでした。
　中学校を卒業し、故郷を離れて仕事に就いた後は、彼は信
用されて重要ポストを任されるまでに立ち直ってくれていま
した。
　悩み多く、もがき苦しんだ自身の思春期の経験から、私は中学校の教師を志し、長らく務め
ました。そして、生徒たちを通して多くのことを学びました。先述の生徒は、その中の一人に
すぎません。苦しさや苛立ちを、何らかのサインにして出しているのに、そのサインに気が
付かないのは大人たちだと感じることは多々ありました。「親の心　子知らず」と先人は
言葉を残されましたが、「子の心　親知らず」だと感じることも数多くありました。
　さて、思春期の一時期に不安定でも、立ち直る生徒もいれば、そうでない生徒もいました。
何がその分岐点となるのでしょうか。私の教育現場での経験値から、幼少時にどれだけ深い愛
を注いでもらえたのかが鍵であり、その肌に沁みた無償の愛の記憶が、蓄積されたエネルギー
となって立ち直りを支えたような気がしてなりません。

タブレットを活用した話し合い活動

生徒主体で取り組んだ有中ソーラン
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白石新四国八十八ヶ所⑥
（第13番～第15番）

あ わのくに

あ しゅう

よがんいん しゅじょう

みかいれん

そうちんじゅ

べっとうじ にょらい

ほんじぶつ

きょう じ

しろいししん  し  こくはちじゅうはちか  しょ

　所在地の後に四国八十八ヶ所札所の寺院名と本尊を（　）内に併記します。銘文の旧漢字は世話人名以外を常用漢
字に直し、竿石に向かって正面を（正）、右側面を（右）、左側面を（左）と表記します。なお、四国の旧国名の阿波国（徳島
県）は「阿州」と記されています。

　右手は与願印（衆生の願うものを与える）を示し、左手
で未開蓮を握ります。方形台座の側面が欠損し、基礎は失
われています。□字は判読不能です。
　四国八十八ヶ所第13番大日寺は、阿波国の総鎮守一
ノ宮神社の別当寺（神社を管理する寺院）で大日如来を
本尊としていましたが、明治４年（1871）頃の神仏分離によ
り、一ノ宮神社の本地仏（神の本来の姿である仏や菩薩）
十一面観世音菩薩が大日寺の本尊とされ、元々の本尊で
あった大日如来は脇侍（中央に位置し信仰の中心となる
仏の左右に控える仏）となりました。

VOL.207

〈参考資料〉
・ＨＰ（一社）四国八十八ヶ所霊場会
・新四国八十八ヶ所研究会編『白石新四国設置由来　八十八ヶ所所在地及び本尊』平成23年
・岩田和昭「神仏分離・廃仏毀釈期の四国八十八ケ所札所‐納経帳からの考察を中心として」（『四国辺路の形成過程』岩田書店　平成24年）
・『白石新四国八十八ヶ所巡り　ポンコツ女子珍道中2020』令和２年　　　　　　　　　　　　　　　　　　生涯学習課生涯学習係

ふく  た きた 　じょうじゅ だいにち じゅういちめんかん ぜ  おん ぼ  さつ

　　明治十五午年
（右）　大世話人
　　大戸村喜多和十
　　第十三番
（正）本尊十一面観音
　　　阿州
　　　　　大日寺
　　　　　　溝上太右エ門
　　福田村北吉原豊助
（左）世話人    溝上　太良
　　　　　　北村嘉吉

第13番　福田北・成就院の祠（大日寺‐十一面観世音菩薩）

やく こ

へい  ざ  え  もん ちゅう だ  ゆう

　頭部・舟形光背・円形薬壺が欠損した坐像と竿
石が別々に安置されています。方形台座の側面も欠
損し、基礎は失われています。
　世話人の川﨑兵左衛門と香月忠太夫は、次号で
紹介する第17番の「施主」３人のうちの２人です。

じょうらくふく  た みなみ み ろく

　　明治十五午年
（右）　大世話人
　　大戸村喜多和十
　　第十四番
（正）本尊弥勒菩薩
　　　阿州
　　　　　常楽寺

第14番　福田南公民館西の祠（常楽寺‐弥勒菩薩）

しんかんのん こくぶん やく し

　　明治十五午年
（右）　大世話人　
　　大戸村喜多和十
　　第十五番
（正）本尊薬師如来
　　　阿州
　　　　　国分寺
　　下太原村中
　　　　　川﨑兵左エ門
（左）世話人
　　　　　香月忠太夫

第15番　新観音公民館南東三差路の祠（国分寺‐薬師如来）

　舟形光背・顔面・方形台座が欠損する坐像のみが安
置されています（写真左）。弥勒菩薩は両手で宝塔を乗
せる形態が一般的のようですが、本像が両手で乗せる
のは蓮華か宝珠のように見えます。
　昭和25年（1950）に白石信者団体が調査した『白石
新四国設置由来　八十八ヶ所所在地及ビ本尊』には、
世話人は不明とされています。銘文は他札所例から復
元しました。
　祠内に、右手で三鈷杵を、左手で数珠を握るやや小振りの「弘法大師」坐像が安置されています（写真右）。基礎正面には「拾四番／弘
法大師」（／は改行を示します）、同右側面には「明治三十二年／福富移中／廿治移中」とあり、本尊が設置された明治15年から17年後
の明治32年（1899）に、第14番札所内にこの弘法大師坐像が設置されたことが分かります。
　ほとんどの白石新四国八十八ヶ所札所内には弘法大師坐像が安置されてあり、なかには札所設立の世話人が施主となったものや、明
治15年や明治年間設置のものなどがありますが、札所本尊に伴う弘法大師坐像として安置されたことが明確に分かる例は、現在のところ
この1例のみです。
　ちなみに、この弘法大師坐像は舟形光背・基礎とともに一石から削り出されていますが、光背を有するのは本来は如来・菩薩・明王のみ
で、弘法大師像には光背は伴いません。

ふながたこうはい ざ  ぞう

ほうとう

れん げ　   ほうじゅ

さん こ しょ こうぼうだい し

ふくどみうつり はた ち

みょう おう

■9月の休館日

ゆうあい図書館
図書紹介

9月

10月

/5日(月)/12日(月)/19日(祝)/20日(火)
/23日(祝)/26日(月)/29日(木)
/3日(月)/10日(祝)/11日(火)

開館時間：10:00～18:00

　9月5日～10月11日

TEL 0952-87-2171

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
9月のおはなし会　
10日(土)、24日(土)　10:30～

リアル 井上　雄彦著　出版/集英社
　バスケをやめてから何をやってもうまくいかなくなった男、野宮朋美
が古ぼけた体育館で車イスの男、戸川清春と出会ったことから始まる。
　野宮、戸川、高橋はバスケ、車イスバスケを通して、自分と向き合い、
笑ったり、時には傷つきながら成長していく。残酷なまでに厳しい「リ
アル」と向き合う物語である。
アオアシ 小林　有吾著　出版/小学館
　愛媛に暮らす中学三年生・青井葦人（あおいアシト）。
　粗削りながら、強烈なサッカーの才能を秘めているアシトだったが、
まっすぐすぎる性格が災いして、大きな挫折を経験することに…
　他人と自分を比べがちな多感な時期に･･･そんな彼らがひとつの組織と
してどう強くなっていくかがこの物語の見どころである。

GINZA
出版/マガジンハウス
　モード・ハイエンド系の
女性ファッション＆カルチ
ャー誌です。 毎号の特集
（テーマ）を中心に、ハイ
センスでモードなファッシ
ョンから個性的でお洒落な
スタイル、最旬ブランド＆
最新アイテム、ラグジュア
リーな洋服や小物など紹介
しています。

SAGA2024国スポ・全障スポ新しい大会へ。
すべての人に、スポーツのチカラを。

図書紹介 居眠り磐音　江戸双紙シリーズ
佐伯　泰英著　発行所/双葉社

　2024年 国民体育大会から国民スポーツ大会に変わる新しい大会が、佐賀県で開催されます。
町ではソフトボール・ソフトバレーボール・グランドソフトボールが行われます。
　SAGA2024は体育からスポーツに変わる今、スポーツを“する”、“観る”、“支える”人など、
すべての人に「スポーツのチカラ」を届ける新しい大会づくりを目指しています。これを実現
するための取組の一環として、すべての人からアイデアを募り、優れたアイデアを実現する
“IDEA2024”というプロジェクトが進行中です。昨年の審査会で選ばれたアイデアは、町内の牧
場直営店TOMMY BEEFを営む吉原さんの「スポーツ漫画を活用した体験機会の創出」というア
イデア。スポーツ漫画を活用して、スポーツの魅力を伝えるために、佐賀県庁地下１階だけで
はなく、ゆうあい図書館にもスポーツ漫画を揃えました。スポーツ漫画は、情熱・感動・楽し
さ・面白さ色んな感情が詰まっています。
　また、漫画のセリフから背中を押され勇気をもらうこともあります。ぜひこの機会に読んで
みてください。（特設4に設置：館内入口まっすぐ奥、郷土資料コーナー左奥）

　ドラマ化、映画化もされ、平成の大
ベストセラーといわれるほどの人気シ
リーズ。春風のように穏やかで思いや
りの深い青年武士、坂崎磐音を主人公
とする「剣あり、恋あり、涙あり」の
長編時代小説です。

有明公民館
図書室

TEL 0954-65-3135
開館時間：8:30～22:00

町長・議長交際費を公表します

7月分 0件

0件
0円

0件
0円0円

4件
16,000円

1件
5,000円

2件
10,000円 20,000円

1件
20,000円
1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

2件
25,000円
7件
46,000円4年度累計

7月分 0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

1件
5,000円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

1件
3,000円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

2件
8,000円4年度累計

長
町

長
議

お祝い 会   費 香   典 供   花 見舞金 謝   礼 その他 計

～新しい雑誌がはいります～
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消費者ホットライン…局番なし188消 費 生 活 情 報

10月の相談日

2

9

16
23
30

24
31

3

10

17

4

11

18

5

12

19

6

13

20

25 26 27 28 29

7

14

21

1
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白石町
日時：

場所：役場庁舎1階　相談室１
TEL 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
TEL 0952-86-5615
大町町役場１階　第３会議室
TEL 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。

9月1日(木)・8日(木)・15日(木)
　  22日(木)・29日(木)
10：00～16：00
（12：00～13：00は昼休み）

9月の相談日

4

11

18

25 26

5

12

19

6

13

20

7

32

14

21

8

1

15

22

27 28 29 30

9

16

23

10

17

24

相談日 他の町でも相談できます

借金するように指示し、強引に契約に迫る手口に注意！

■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。

 ＜ひとこと助言＞
・投資や副業で「儲かるから借金は返せる」と言われても不確実です。借金をしてまで契約すべきかよく     
　考えましょう。
・広告では大金を手に入れられることや簡単な作業であることを強調しますが内容が一般的に価値がな
　かったり簡単に稼げる内容でないという苦情がみられます。
・断る際は「お金がない」ではなく「いりません」ときっぱり断りましょう。
・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1
　WEBデザインを学べるオンラインスクールに興味をもち、事業者に連絡をとった。仕事を稼げるまで
サポートするという契約書にサインした。そこで契約金額は100万円と聞いた。「高額なので支払えない」
と言うと消費者金融で借りればいいと言われ、友人に相談すると怪しいと言われた。
事例2
　求人サイトで副業を検索中に「在宅で稼げる。返金保証」とあり契約したが1ヶ月経っても利益が得ら
れず返金を求めたが拒否された。

SUN(日) MON(月)

MON(月)

TUE(火) WED(水) THU(木)

SUN(日) TUE(火) WED(水) THU(木) FRI(金) SAT(土)

FRI(金) SAT(土)

92022
Septemberくらしのカレンダー 9/5▶ 10/10

※8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

★保健行事予定
◆相談会
●町行事予定

心の教育相談
専用電話

0952-84-7130
［相談日］
月曜日～金曜日
8:30～17：00
［相談内容］
不登校・非行・退学・
進路・いじめ・その他

※子育て相談は予約制
です。事前に健康づくり
係に電話でお申し込み
ください。

法律相談は電話で予約してください。
白石町社会福祉協議会 TEL0954-65-8960

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
9月11日
18日
　19日
23日
25日

日
日

月・敬老の日
金・秋分の日

日

溝口医院
藤井整形外科
重村医院

川崎整形外科医院
白浜医院

白石町
白石町
白石町
大町町
白石町

0954-65-2046
0952-84-5880
0952-84-2656
0952-82-5551
0954-65-5006

保健福祉課
健康づくり係
0952-
８４-７１１６

日 月 火 水 木 金 土
5 6 7 8 9

11 12

10

13 14 15 16 17

18 19 20

25

2 3 4 5 6 7 8

26 27 2928 30 1

21 23 2422
◆消費生活相談
　　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
　［R3.1～2月生］
　母子健康手帳・問診
　票・尿

●おれんじ茶屋
　　10：00～11：30

◆法律相談
　　10：00～12：00
●おはなし会
　ゆ10：30～11：00

健 交

ゆ

◆法律相談
　　10：00～12：00
●おはなし会
　　10：30～11：00

交

●おはなし会
　　10：30～11：00

ミ
相

大
健
総

交
会

ゆ
元
有公

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

ゆ

健

◆人権相談・行政相談
　　 9：00～12：00健

◆人権相談・行政相談
　　 9：00～12：00健

9 10

●日本語交流教室
　　19：30～21：00元

★3歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉12：45～13：15
　［R元.1月生］
　母子健康手帳・問診
　票・尿

健相

◆消費生活相談
　　10：00～16：00相

●日本語交流教室
　　 19：30～21：00
★1歳児歯科健診　  
　    〈受付〉12:50～13：30
　［R3.9～10月生］
　母子健康手帳・問診票
　（希望者へのフッ化物
　　塗布実施）

元

元 相

相

健

◆消費生活相談
　　10:00～16：00
★乳児健診
　　 〈受付〉13：15～13：40
　［R4.5月生］
　母子健康手帳、健やか
　親子21アンケート

相
◆消費生活相談
　　10:00～16：00

◆法律相談
　　10：00～12：00
★2ヵ月児相談
 　   〈受付〉13:00～13：30
　［R4.7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

日
曜・祝
日
在
宅
医

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

(9月5日～9月30日)※都合により変更になる場合があります。

敬老の日

スポーツの日

秋分の日

ゆ
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EXPRESS
にっぽん縦断こころ旅お手紙募集

　ＮＨＫ-BSで放送中の「にっぽん縦断こころ旅」
では、2022秋の旅がスタートになります。
　こころ旅はこの秋、4回目の佐賀県の旅を予定して
おり、番組では、皆さんからの情報で旅のルートを決
定するため、何気ない風景、思い出の風景、忘れられ
ない風景等にまつわるおたよりを募集しています。
　ぜひ白石町内の風景とエピソードを添えてお送
りください。
　なお、佐賀県の旅は12月を放送予定です。
■応募期限　10月11日（火）まで
■応募内容　住所、氏名、電話番号、性別、年齢、風景
　　　　　　とエピソード
■応募方法　番組HP　http://nhk.jp/kokorotabi
　　　　　　  FAX　03-3465-1327
　　　　　　  郵送　〒150-8001 NHK「こころ旅」係
■問合せ　　NHKふれあいセンター
　　　　　　TEL 0570-066-066または
　　　　　　TEL 050-3786-5000

【毎週月曜】
ハローワーク武雄で就職相談を行っています

　佐賀県が設置する若年者就職支援施設ジョブカ
フェSAGAでは毎週月曜日にハローワーク武雄にて
出張相談を行っています。就職・転職でお困りの際は
お気軽にご利用ください。
■開館時間　毎週月曜日　10：00～14：00　　
■会　　場　ハローワーク武雄内
■利用メニュー
　・就職活動に関する相談　・職業適性診断
　・応募書類添削　　　　　・面接指導　等
■利用対象者　45歳未満の人
■利用料　無料
■予約・問合せ　
　　予約優先です。お電話の際に「サテライト予約希
　望」とお伝えください。
　ジョブカフェSAGA TEL:0952-27-1870
　 ＜受付時間＞平日9:30～18:00

9月9日は「救急の日」9月4日から9月10日まで救急医療週間

救急車の適正利用に御協力を！「救命の連鎖」
　緊急性がないのに救急車を利用する人が増えています。
救急車が本当に必要な人のために、救急車の適正利用をお
願いします。
　なお、傷病者の様子や事故の状況などから、急いで病院
へ連れていった方が良いと思った時には、迷わず119番通
報をしてください。
※｢応急手当講習会｣「普通救命講習会」の申し込みは、随時、
　受け付けています。お気軽にご連絡ください。

情報

犯罪発生件数
うち窃盗犯

53件
36件

前年比  

－4件

前年比  

前年比  
＋7件

3件
15件
3件
6件

±0件
前年比  

－3件
前年比

±0件
前年比  

－1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

－3件

オートバイ盗
空き巣、忍込み等

無施錠による自転車盗難被害が増えています。
確実な施錠をお願いします。

7月末現在白石警察署管内の犯罪発生状況

EXPRESS
職業訓練受講生募集（11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　11月2日（水）～令和5年5月31日（水）
■募集期間　9月27日（火）まで
■入所選考　10月5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　　ポリテクセンター佐賀　訓練課　
　　　　　　TEL 0952-26-9516

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。
■日時　9月18日（日）　13：00～16：00
■場所　佐賀県労働会館1階 会議室
■申込・問合せ　
　（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

高齢者に対する講習会および求職者説明会
1　刈払機安全講習
■日　　時　10月12日（水）　1日間
■講習会場　キャタピラー九州株式会社　
　　　　　　佐賀教習センター
　　　　　　佐賀県佐賀市久保田町大字久富2944
■講習内容
　刈払機等の使用要領・安全について基礎から応
　用までその技術と知識を学ぶ講習
■締切日　9月29日(木)
■受講対象者　
　ア　佐賀県在住で原則60歳以上の人
　イ　受講後シルバ－人材センタ－に入会を希望
　　　される人
■受講料　無料
2　企業及びシニア求職者説明会
■期日・場所　
　ハロ－ワ－ク佐賀（佐賀市白山2丁目1-15）
　10月11日（火）、10月25日（火）
　9：00～12：00
■内　容　新たな人生のセカンドステ－ジ（就業）
　の場所として、シルバ－人材センタ－を活用し
　てもらうための説明会
■対象者　
　60歳以上の新たな就業を希望される人
　60歳以上の退職を予定されている人
　企業を退職する社員のために新たな就職先が必
　要な担当者の人
■問合せ　
　（公社）佐賀県シルバー人材センター連合会
　TEL(0952)20-2011

無料調停手続相談会
　相続、遺産分割、交通事故、離婚・養育費、借金問
題、近隣トラブルなど調停で解決する手続きや利
用方法について、裁判所の調停員、弁護士が相談を
受けます。
（武雄会場）
■日　時　9月17日（土）10：00～15：00
■場　所　武雄市文化会館　大集会室B
■問合せ　武雄調停協会
             　（佐賀地方裁判所武雄支部内）　
               TEL 0954-22-2159
（鹿島会場）
■日　時　10月8日（土）10：00～15：00
■場　所　鹿島市民交流プラザ「かたらい」
　　　　　3階会議室（ピオ内）
■問合せ　鹿島調停協会
　　　　　（鹿島簡易裁判所内）　
　　　　　TEL 0954-62-2870

情報

９月は船員労働安全衛生月間
　9月1日から30日まで、国土交通省、水産庁の主
唱により「船員労働安全衛生月間」が実施されま
す。この運動は、「船員の災害防止・安全衛生意識の
高揚を図る」目的で、昭和３２年以来実施されてい
るもので、 本年も“「大丈夫」慣れと油断が事故ま
ねく 安全確認初心忘れず”をスロ－ガンに全国一
斉に運動が展開されます。佐賀県内においては、佐
賀県地区船員労働安全衛生協議会を中心に、期間
中、次のとおり活動が行われます。
① 県内主要港において訪船による下記項目を重
　 点とした安全衛生指導
　・作業時を中心とした死傷災害の防止
　・海中転落・海難による死亡災害の防止
　・高年齢船員の死傷災害及び疾病の防止
② 安全衛生講習会の開催
③ 船員およびその家族を対象とした無料健康相談
　 所の開設
■問合せ　九州運輸局佐賀運輸支局（唐津庁舎）　
　　　　　TEL 0955-72-3009

問
白石消防署 救急係　　TEL 0952-84-3283　FAX 0952-８４-3284
白石消防署 大町分署　TEL 0952-82-3950　FAX 0952-８2-3951
協賛　一般社団法人　武雄杵島地区医師会

このQRコードをスマートフォンで読み取って
動画を見れば、心肺蘇生法はバッチリ！！

　あなたも、命を救うチームの一員です！
傷病者の命を救い、社会復帰に導くために必要となる一連の行動を「救命の連鎖」といいます。
「救命の連鎖」を構成する４つの輪がすばやくつながると救命効果が高まります。
　皆さんも、命を救うチームの一員です。チームワークで命をつなぐために、応急手当を身につ
けましょう。
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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・924

●世帯
●人口
　男性
　女性

（＋1）
（－9）
（－7）
（－2）

7,750世帯
21,867人
10,352人　
11,515人　
R4年7月末現在（対前月比）

広報白石 2022.9 No.213
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/

住民基本台帳法の
改正および外国人
登録制度の廃止に
より、外国人の人も
含まれています。

ひとのうごき 令和4年9月5日発行

9月に誕生日を迎えるお子さんを紹介します

問 総務課 広報情報係　
TEL 0952-84-7111

対象　町内在住、就学前まで
10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）

11月生まれの子どもの写真を募集します♪

4歳のお誕生日おめでとう♪
お兄ちゃん達が大好きなみめるちゃん☆彡
これからも元気いっぱい大きくなってね★

わが家の癒やし、悠士朗くん！
1歳のお誕生日おめでとう！
元気に大きく成長してくれてありがとう！

1歳の誕生日おめでとう☆
いつもニコニコでヨチヨチ歩くけいくん！
これからもすくすく大きくなってね！！

1歳のお誕生日おめでとう！
毎日癒やしをありがとう！！
お姉ちゃんと沢山遊ぼうね！
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◎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。
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