
2022
NO.212

令和4年広報白石広報白石 ８

剪定枝粉砕機貸し出し/古着古布の出し方
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

Topicsまちのわだい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
・・・・・・・・・9

学校教育は今/あるある文化財
マイナンバーカードマイナポイント第2弾

・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
・・・・・・・・16

くらしのカレンダー/日曜・祝日在宅医 ・・・・・・・・・25

白石町職員採用試験
おいしいお米になりますように…
［写真］有明東小学校　田植え体験
（13ページ）



白石町 職員採用試験
■採用予定人数
　一般事務　　4人
　一般事務（社会人経験者）　 2人
　土木　　１人
　社会福祉士　　1人
　文化財保護主事（考古学）　 1人

■受験資格
　一般事務
　　・平成7年4月2日から平成17年4月1日まで
　　　に生まれた人
　　・その他、居住地等の要件があります。

　一般事務（社会人経験者）
　　・昭和57年4月2日から平成7年4月1日まで
　　　に生まれた人
　　・民間企業等（官公庁を含む）での職務経験
　　　が、令和4年6月末日現在で通算3年以上あ
　　　る人
　　・その他、居住地等の要件があります。

　土木
　　・平成7年4月2日から平成17年4月1日まで
　　　に生まれた人
　　・学校教育法に基づく高等学校等で土木に関
　　　する専門課程を修了し、卒業した人または
　　　令和5年3月31日までに卒業見込みの人
　　・その他、居住地等の要件があります。

　社会福祉士
　　・昭和57年4月2日以降に生まれた人
　　・社会福祉士の資格取得者又は令和5年3月　
　　　31日までに資格取得見込みの人
　　・居住地要件はありません。

　文化財保護主事（考古学）
　　・昭和57年4月2日以降に生まれた人
　　・大学または大学院で文化財に関する専門課程
　　　を修了した人または令和5年3月31日まで
　　　に修了見込みである人で、文化財の発掘調査
　　　および保護に関する専門知識および技術を
　　　有する人
　　・博物館法に定める学芸員となる資格を有す
　　　る人または令和5年3月31日までに資格取得
　　　見込みの人
　　・居住地要件はありません。

■試験の日程・会場・方法
　第一次試験
　　9月18日（日）　
　　会場　佐賀県立佐賀工業高等学校
　　・教養試験（五肢択一式問題）
　　※土木については、教養試験及び専門試験
　　　（五肢択一式問題）
　第一次合格者発表
　　10月上旬（予定）
　第二次試験（第一次合格者のみ）
　　10月下旬に２回実施する予定
　　会場　白石町役場
　　・面接試験及び作文試験　他
　最終合格者発表
　　11月中旬（予定）

■受験手続および受付期間
　申込書および試験案内は、本町役場の総務課職員
　係（庁舎２階）で交付しています。
　また、郵便で請求することもできます。
　受付期間
　　7月11日（月）～8月16日（火）
　　土、日、祝日を除く8：30～17：15まで
　　※郵送の場合、8月16日（火）までの消印有効

■問合せおよび申込先
　総務課職員係（庁舎2階）
　〒849-1192
　住所　白石町大字福田1247番地1
　TEL　0952-84-7111

■住民課　住民係　白武清貴
　私は白石町役場に入庁する前、接客営業職として県内外で12年間働いてきました。どこの地
でも、お客様相手に地元の話などをするのですが、白石町のことを話して覚えてくれることを嬉
しく思っていました。
　そして地元が好きで白石町のために働きたいと思い受験しました。役場での業務
は多岐にわたり、それぞれの担当者がプロとして責任をもって仕事をしています。
研修制度が整っており、希望者は職場内外のさまざまな研修に参加できます。
　また各担当課からイベント・業務の協力依頼があり、自分が普段経験できない
業務に携わることができます。
　意欲があれば多くの経験ができます。ぜひ皆さん一緒に白石町のために
働きましょう！

■生活環境課　下水整備係　上野翔大
　私が所属する下水整備係は、下水道の新設工事を行う部署です。入庁した当初は下水道のことを
ほとんど知らなかったため、聞きなれない単語や手続きなどで勉強の日々でしたが、先輩や上司の
サポートにより、1年間仕事を全うすることができました。2年目の今年は、自分が行った工事が人
の暮らしを豊かにしている実感が湧いてきています。
　役場は多種多様な仕事があります。自分が所属している部署だけでなく、他部署の
人と仕事で関わることで、新たな知識を取り入れることができ、その知識を生かす
楽しさを感じることができると思います。
　白石町のために働きたいと思っている皆さん、自分が知らない知識が必要な部署に
配属されても、先輩や上司が親身になって相談に乗ってくださいます。よりよい
白石町を一緒に創っていきましょう。

■学校教育課　学校教育係　山口千裕
　入庁して1年間は、初めてのことばかりで仕事内容や要領をきちんと理解できていなかった業務が
あり、たくさん失敗もしました。そのたびに上司の方が優しく丁寧にアドバイスやフォローしてく
ださいました。また、仕事の仕方や接客・電話対応などを見て学ぶことができたおかげで、少しず
つですが理解力や知識が増え、昨年度より成長できたことに達成感を感じます。
　私が所属する学校教育課は、町民の方や教育機関の関係者だけでなく、医療機関や業者の方など
たくさんの人と接する機会があります。業務的な関わりだけでなく、日常会話や
お互い笑顔でコミュニケーションをとることができるようになってきたことも仕事
の楽しさや、やりがいの一つです。
　また、所属部署以外の人との連携や選挙事務従事など様々な体験ができ、その時
にたくさんの上司や先輩方と交流できることも役場ならではの魅力だと思います。
　白石町役場で働きたいと考えている皆さん、私たちと一緒に白石町をもっと素敵な
まちにしていきましょう！

先輩の
声
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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

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 　7月25日現在

新型コロナウイルスの感染が続いており、新規感染者が再び増加しています。
　オミクロン株は従来株より重症化率は低いものの、感染力は強いため、感染拡大による重症例
の増加が懸念されています。若い人であっても新型コロナウイルスに感染した後、重症化するこ
とや、長引く症状（いわゆる後遺症）が生じることがあります。
　白石町では、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。対象者には順次接種券を郵送していますので、同封して
いるチラシをよく読んで早めの接種をご検討ください。
　18～59歳の基礎疾患がある人の4回目接種券は発行申請が必要です。
　申請先：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）
　※7月22日、4回目の接種対象者に「医療従事者等及び高齢者施設等（障害者支援施設等含む）の従事者」が
　加わり、同日から接種が可能となりました。対象となる人で接種を希望する人も接種券の発行申請が必要です。

【接種場所のご案内】
■町内個別接種実施医療機関（接種券に同封しているチラシでご確認ください）
■県接種会場
　●「佐賀県医療センター好生館」
　　  8月：金曜日は夜間、土曜日は午前中に実施（詳しくは佐賀県ホームページでご確認ください）
　●「佐賀リハビリテーション病院」武田社ワクチン（ノババックス）使用
　　  8/10（水）、8/17（水）、8/24（水）（詳しくは佐賀県ホームページでご確認ください）
　ノババックスの接種対象者は①ポリエチレングリコール（PEG）に対するアレルギー等により、
　ｍＲＮＡワクチン（ファイザー社、モデルナ社）を接種できない人②武田社ワクチン（ノババックス）
　の接種を希望する18歳以上の人です（詳しくは佐賀県ホームページでご確認ください）

①サービス開始日時
　7月26日（火）　6：30開始（毎日6：30～23：00で取得可能）
②利用可能な市区町村
　接種証明書のコンビニ交付参加団体（白石町は参加、一部取得できない自治体もあります）
③利用可能なコンビニ等の事業者
（株）セイコーマート、（株）ハセガワストア、（株）タイエー、（株）道南ラルズ（港町店のみ）
（株）セブンイレブン・ジャパン（8月17日サービス開始予定）
　※利用可能なコンビニ等の事業者は今後拡大するよう調整されます
④　利用に必要なもの
　・マイナンバーカード＋暗証番号4桁
　・接種証明書発行料（120円）・・印刷不良の場合を除き、発行後の返金には対応できません

　コンビニ等で海外用の接種証明書を取得するためには、7月21日以降に、自治体窓口かアプリで
海外用の接種証明書を取得している必要があります

対応状況は、厚生労働省Webサイト「新型コロナウイルス感染症予防接種証明書
（接種証明書）について」 で案内しています。

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

～日本脳炎の予防接種が最も効果的～　
合計4回の接種が必要です。
1期接種は3歳の時に2回（1回目、2回目）、その後おおむね1年の間隔をおいて1回接種
（3回目）します。
2期は9歳の時に1回接種（4回目）します。 
※平成14年4月2日から平成19年4月1日生まれの人は、20歳の誕生日の前日まで定期の
　予防接種として日本脳炎の未接種分を接種できます。

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

　歯周病とは、細菌によって引き起こされる炎症性の疾患です。歯ぐき（歯肉）や、歯を支える骨などが
溶け、悪化すると最終的に歯を抜く必要が出てくる場合があります。

　これらは歯周病の症状かもしれません。当てはまるものがある人は歯科医院で検診を受診しましょう。
また、症状がなくても歯周病は進行します。定期的に検診を受診することが大切です。

※令和5年3月末時点の年齢が40・50・60・70歳の人は、無料で歯周病検診を受診できます
　対象の人には6月末に歯周病検診通知（ハガキ）を送付しています。役場に申請後（代理申請可）、
歯科医院へ予約してください。
　この機会にぜひ歯周病検診を受診してみませんか。

こんなことが気になっていませんか？
① 口臭を指摘された・自分で気になる
② 朝起きたら口の中がネバネバする
③ 歯みがき後に毛先に血がついたり、すすいだ水に血が混じることがある
④ 歯肉が赤く腫れてきた、押すと血や膿が出る
⑤ 歯肉が下がり、歯が長くなった気がする
⑥ 歯と歯の間に物が詰まりやすい
⑦ 歯並びが変わった気がする
⑧ 歯が揺れている気がする

日本脳炎の予防接種について

新型コロナワクチン接種証明書をコンビニで取得できるようになりました
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受けていますか？　歯周病検診

事前に準備するもの

予防接種をする際は、必ず医療機関に予約をしましょう
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ジェネリック医薬品に関するお知らせ
【佐賀県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ】
　佐賀県後期高齢者医療広域連合では、現在服用されている薬をジェネリック医薬品（後発医薬品）
に切り替えられた場合に、薬代の自己負担額を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。

　令和４年４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られた場合に、１か月あたり
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。

■通知の対象となる人

　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伝えるもので、切り替え　
　を強制するものではありません。

■通知の記載内容について

　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される場合は、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とは？

　「国民健康保険中央会コールセンター」　フリーダイヤル　0120-53-0006
　受付時間　9：00～17：00（土日・祝日・年末年始を除く）
　※通知ハガキ裏面にも記載しています。

■通知ハガキに関する問合せ窓口

　医療の質を落とさずに、個人の費用負担と増大し続けている医療費を抑制することができます。

■ジェネリック医薬品の使用のメリットは？

問 佐賀県後期高齢者医療広域連合 業務課 企画・保健係　TEL 0952-64-8476

国民年金保険料の免除申請が可能です！

追納

新型コロナウイルス感染症の影響で国民年金保険料の納付が困難な人へ

　新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月以降に収入が減少した場合は、臨時特例措置として本人申告
の所得見込額を用いた簡易な手続きで、国民年金保険料免除申請が可能です。

　保険料の全額免除や一部免除の承認を受けた期間は、保険料を全額納付した時に比べ、将来受け取る年金額
が少なくなります。また、納付猶予制度の承認を受けた期間は、年金の受給資格期間には算入されますが、年金額
の計算には反映されません。
　そのため、これらの期間が10年以内であれば、将来の年金額を増やすために後から納めること（追納）ができ
ます。
　追納を行う場合は、申し込みが必要です。詳細はお問い合わせください。

■対象者　　
（1）新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月以降に収入が減少した人
（2）令和3年1月以降の所得の状況からみて、所得見込額が、国民年金保険料免除基準に該当すると見込まれる人
　※(１)(２)をいずれも満たした人が対象になります。
　※ただし、収入減少の状況によっては、納付猶予になる場合があります。
■対象となる期間　　
令和4年度分・・・令和4年7月分から令和5年6月分まで
　※過去の年度についても申請が可能です。
■必要な書類　　　
臨時特例による免除の申請に必要な書類は以下の2つの書類となります。
　①国民年金保険料免除・納付猶予申請書
　②所得の申立書
　※それぞれの申請書等は日本年金機構ホームページからダウンロードできます。詳細はお問い合わせください。
■提出先　　　
　白石町役場住民課または、武雄年金事務所

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

佐賀県赤十字血液センターからのお知らせです

400㎖献血にご協力ください
献血バスが来ます献血バスが来ます献血バスが来ます

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

　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。

■日　時　8月16日（火）
　　　　  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】
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■対 象 者　町内に住所がある個人および町内の自治会等
　　　　　　※造園業・剪定業は除く
■貸出期間　貸出日から、最大1週間
■使用料金　貸し出し、使用に伴う料金は無料
　　　　　　燃料代および運搬費用は、使用者負担
■貸出機種　剪定枝粉砕機【型式：GS122G】
　　　　　　・本体寸法：長さ162cm×幅73cm×高さ127cm
　　　　　　・最大粉砕枝径：10㎝程度（ペットボトル500mlの太さくらい）

■出す場合には次のことに注意してください。
　・汚れている物は洗濯してから出してください。
　・ボタンやファスナーは、取らないで出してください。
　・ポケットの中をよく確認し、異物が混入しないようにしてください。
　・ダウンジャケット、綿入り製品、革製品、汚れたものや破れたものは、
　　「もえるごみ」に出してください。

剪定枝粉砕機を貸し出しています！

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

申込・問 農業振興課 振興係　TEL 0952-84-7121

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

　油の回収や処理にかかった費用は、流出事故を起こした人（原因者）の負担となります。  
　さらに、農産物や海産物などに被害が生じた場合は、多額の賠償を求められることがあります。  

■流出事故を起こした場合は？

　・　貯油タンクから小分けをする際のバルブ（コック）の閉め忘れ。  
　・　貯油タンクの転倒、配管やバルブの腐食・破損。  
　・　油（廃油）の入った容器の管理不備。  

■よくある流出事故の原因は？

　※大雨による浸水や、台風による強風、地震による揺れなど、災害を想定した対策も必要です。  
  　・　給油や小分けをする際は、絶対にその場を離れない、目を離さない。
　・　貯油タンクを設置している場合は、配管やバルブを定期的に点検する。  
　　　また、万が一の漏洩に備え、防油堤を設置する。  
　・　転倒防止のため、貯油タンクやドラム缶・廃油缶などを不安定な場所に置かない。  
　　　特に、小屋で保管する場合は、大雨による浸水で缶が浮いて転倒しないよう配慮する。  
　・　廃油缶などをそのまま屋外に置かない。（雨水が入り込んで油があふれる恐れがあります）  
　・　不用になった油は、早めに適正処分を行う。  
   水路などに油を流出させた場合、流出を発見した場合は、速やかに役場や消防署に連絡してください。

■流出事故を起こさないためには？

貸し出しについて

貸し出し手順について

※中が見えるように透明のビニール袋に入れてください
※地区名と名前を記入してください

 町内では、毎年、油の流出による水質事故が多発しています。
 水環境を守るため、事故の未然防止にご協力をお願いします。

油の流出事故にご注意を！

農業をやってみよう

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

■日　　時　8月28日（日）　9：00～10：30
■場　　所　福富ゆうあい館　ホール
■内　　容　就農支援制度紹介・栽培経営状況・体験談発表
■主　　催　白石町新規就農者確保対策協議会
■申込締切　8月26日（金）※当日参加もできます。

　町では、これから農業を始めようとする皆さんを応援するため、農業者・農協・県と連携して、就農
に関するセミナー「農業をやってみよう！セミナー」を開催します。
　農業を始めたいと考えている人・農業に興味のある人はぜひご参加ください。

古着・古布の出し方にご注意ください
　古着・古布を出す場合は、透明のビニール袋にまとめて入れ、地区名と名前を記入し、各地区の回収
所に回収日の決められた時間までに出しましょう。
　雨に濡れてしまうと再使用ができなくなってしまうので、中に水が入らないようにしてください。
　また、バザーやフリーマーケットに出したり、リサイクルショップを利用したりすることも、ごみの
減量化につながります。

　1．電話で予約する。
 　　　生活環境課環境係窓口へお申込みください。
　　　 予約状況等により、貸し出しできない場合もありますので、必ず電話予約をしてください。
　2．貸し出しを受ける。
 　　　粉砕機の貸し出しを受ける際に、借用申請書を提出し、粉砕機を受け取ってください。
　　　 ※軽トラック等、粉砕機を載せられる車で来てください。
　　　 ※積込時に使うアルミブリッジは、無料で貸し出します。
　3．返却する。
 　　　粉砕機を清掃し燃料（ガソリン）を補充して、使用期限内に返却して下さい。

○○地区○○地区
名前名前
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問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

問 佐賀労働局 雇用環境・均等室　TEL 0952-32-7218

問 総務課 広報情報係　TEL 0952-84-7111

8月は児童扶養手当・
ひとり親家庭等医療費助成資格の更新時期です

　児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成制度とは　
　次のいずれかに該当する児童を監護している父、母もしくは父母に代わって児童を養育している人は、手当
の支給や医療費の助成を受けることができる制度があります。
　　・父母が離婚した児童　　　　　　　　　　　
　　・父または母が死亡、または生死不明の児童
　　・父または母が重度の障がいの状態にある児童　
　　・父または母から1年以上遺棄されている児童
　（注意）所得、児童の施設入所、公的年金受給などについて制限があるほか、事実上婚姻関係と同様の状況に
　　　　あるときは受給できません。詳しくはお問い合わせください。

　児童扶養手当・ひとり親家庭等医療費助成資格の更新について
　現況届等の届出がない場合は手当を受給できなくなりますので、期限内に手続きをしてください。
　所得制限で手当を受給していない人も届出が必要です。該当者には別途通知します。
　※児童扶養手当は、支給開始月から5年を経過するなどの一部支給停止要件に該当している人は、手当の2分
　の1が支給停止（減額）となる場合がありますが、必要書類を期限までに提出すれば手当一部支給停止には
　なりません。
　■受付期間　　  8月9日（火）～17日（水）　8：30～17：00（土日祝日を除く）
　　　　　　　　　時間に余裕を持ってお越しください。
　　　　　　　　　また、体調不良や仕事で受付期間内に来庁できない場合はご連絡ください。
　■場　　 所　　 白石町役場1階　会議室1
　■持参するもの　対象者への通知をご確認ください。

・父または母が1年以上拘禁されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・婚姻によらないで生まれた児童

　この調査は、統計法に基づき5年ごとに実施する国の重要な統計調査です。
10月1日現在で実施し、8月下旬から調査員が町内を巡回します。
調査員が伺った際には調査の趣旨をご理解いただき、ご回答をよろしくお願いします。

調査員は必ず
「調査員証」を
携行しています

育児・介護休業法 が改正されました
～10月から産後パパ育休が始まります～　佐賀労働局雇用環境・均等室

■産後パパ育休（出生時育児休業）の創設　　　【令和4年10月1日施行】
　　育児・介護休業法の改正により、産後休業を取得していない労働者は、子の出生後8週間以内の期間に、
　4週間まで育児休業を取得できるようになります。
　　開始予定日の2週間前までに、事業主に書面などで申し出ることが必要です。
　　（2回に分割して取得することができますが、1回目にまとめて申出ることが必要です。）

■育児休業制度の変更　　　　　　　　　　　【令和4年10月1日施行】
　　1歳までの子を養育する労働者は、事業主に申し出ることにより育児休業を取得することができますが、
　改正により、令和4年10月1日から、1子につき、2回に分割して取得することができるようになります。
　（現在は原則1子につき1回限り）

　事業主は、就業規則の変更 ・ 取得促進に取り組むことが必要です
　・ 令和4年4月1日から、育児休業を取得しやすい環境整備のため、①研修、②相談窓口の設置、
　　③事例の収集・提供、④制度の周知・取得促進のいずれかを実施することが事業主の義務と
　　なりました。
　・ 労働者又は配偶者が妊娠・出産したことを申し出た労働者に対し、育児休業制度等、休業申出
　　先、育児休業給付金、社会保険料について個別に周知すること及び休業の意向確認が義務と
　　なりました。
　　10月からは、出生時育児休業制度の周知にも併せて取り組むことが必要です。

補正予算のお知らせ

　給食の材料費が高騰する中、給食費を据え置き、
おいしく栄養のある給食を引き続き提供するため、
各保育園等へ給食材料費高騰分を支援し、子育て
世帯の負担を軽減します。

　食材費の高騰の影響を受けている、町外小・中学
校へ通学する児童・生徒に給食材料費高騰分相当を
支援し、子育て世帯の負担を軽減します。

【主な補正予算の内容】
あかり保育園運営費、私立保育園費、認定こども園費

4,966千円
担当：保健福祉課　子ども未来係　0952-84-7116

　給食の材料費が高騰する中、給食費を据え置き、
おいしく栄養のある給食を引き続き提供するため、
町内小・中学校の給食材料費高騰分を補正し、子育
て世帯の負担を軽減します。

給食材料費（町内小・中学校）
7,755千円

担当：学校教育課　学校給食係　0952-84-2713
　新給食センターの建設に必要な費用を補正します。

新給食センター建設事業費
56,000千円

担当：学校教育課　学校給食係　0952-84-2713

センター給食運営費
170千円

担当：学校教育課　学校給食係　0952-84-2713

令和４年度7月補正予算　7月の町議会臨時会に提案し、可決されました。
■一般会計補正予算（第3号） 補正前の予算額

15,206,694
補正額
68,891

補正後の予算額
15,275,585

（単位：千円）

問 企画財政課 財政係　TEL 0952-84-7112

規定例

周知例を含む➡

調査目的

対象者

事前調査

回答方法

調査世帯に
選ばれたら

詳細な就業状態を調査し、雇用対策・
経済対策などに役立てられます

町内全域の約700世帯
ふだん住んでいる15歳以上の人

8月下旬から調査員が世帯状況確認
に伺います

9月下旬から調査員が調査票配布
に伺います

調査員へ提出
郵送で提出
インターネット回答

かたり調査にご注意を！！

便利な
インターネット回答
をご利用ください
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問 総務課 総務係　TEL 0952-84-7111

問 生涯学習課 生涯学習係　TEL 0952-84-7129

ファイティングイーグルス名古屋所属
プロバスケットボール 野﨑零也選手(白石町出身)が表敬訪問！

日本卓球ラージボール卓球講習会が開催されました
ふくどみラージボール卓球クラブが参加

　6月24日に、白石町深浦出身で、プロバスケットボール選手の野﨑
零也選手が町長を表敬訪問されました。
　野﨑選手は、小学生の時にミニバスケットボール有明クラブで競技
を始め、現在は、プロバスケットボールチーム「ファイティングイー
グルス名古屋」のシューティングガードとして活躍されています。昨
季は、Ｂ2リーグ優勝・Ｂ1リーグ昇格に大きく貢献されました。
　野﨑選手からのあいさつでは、「もっと多くの人に白石町を知って
もらえる選手になれるよう頑張りますので、ぜひ試合を見に来てくだ
さい。」と力強く語っていただきました。

　6月7日、福富社会体育館にて、日本卓球プロモーション部藤本
武司先生による講習会が開催されました。ラージボール卓球の基
本、実践複合練習の後、クラブ員3組とダブルスの交流試合が行わ
れました。ふくどみラージボール卓球クラブには20人が所属し、
週3回（火・水・土）福富社会体育館で練習に励んでいます。部員
も募集していますので、興味のある人は一緒に卓球をしませんか。
お待ちしています。

 in Shiroishiまちのわだい

Topics

Topics

泥だらけで田植え体験Topics
有明東小学校5年生

　6月27日、有明東学校5年生20人が学校近くの田んぼで田植え験を行いました。最初に保護者やPTA役
員から苗の植え方の指導を受け、そ
の後田んぼに入り、泥に足をとられ
ながらも丁寧に苗を植えていきまし
た。子どもたちは「冷たい！」「泥
がぬるぬるする！」と歓声をあげ、
泥だらけになりながらも「初めて
の体験だったけどうまくできて良か
った。楽しかった。」と感想を語り
ました。子どもたちは苗の成長を観
察しながら見守り、秋に収穫を行う
予定です。

▲藤本先生とふくどみラージボール卓球クラブの皆さん

▲サイン入りTシャツと色紙の贈呈

▲楽しかったよ！▲丁寧に植えています

人権擁護委員が交代しました

白石町二十歳のつどいのお知らせ

実行委員募集中！

　

　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の方々です。
　皆さんの人権を守るために、人権教室の開催や人権相談を受けるなど、地域に密着して積極的な活動
をされています。

　令和4年7月1日から、山口恵子さん
（秀新村）が新しく人権擁護委員となら
れました。
　前任の片渕直樹さん、長い間、ありが
とうございました。

訂正とおわび
　広報白石令和4年7月号17ページ「令和4年春の叙勲」記事内において、山口すま子さんの地区名に
誤りがありました。ご迷惑をおかけしたことをおわび申し上げるとともに、下記のとおり訂正させてい
ただきます。
　　　　　　　　　　（正）元調停委員　山口すま子さん　白石町太原中

■期　日　令和5年1月4日（水）
　　　　　※新型コロナウイルスの感染状況によって、変更になる場合があります。 
■場　所　有明スカイパークふれあい郷「自有館」多目的ホール
■対　象　平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれで、次のいずれかに該当する人　　　
　　　　　①令和4年12月1日現在で白石町に住所がある人
　　　　　②白石町内の小学校および中学校を卒業した人 
　　　　　※白石町内の小中学校に在籍したことのある人で参加を希望する人は、生涯学習課
　　　　　　までご連絡ください。

企画・運営に参加し、一緒に思い出に残る式典を作りませんか？　
実行委員会は4～5回程度を予定しています。 
たくさんのご応募お待ちしています。

は　た　ち令和
5年

有
料
広
告

有
料
広
告

【新しい人権擁護委員】

山口　恵子さん（秀新村）
白石町では毎月「人権相談」を行って
います。ぜひ、ご利用ください。

やまぐち けい  こ
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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

犯罪や非行のない地域社会づくりTopics
社会を明るくする運動メッセージ伝達式

県内10町の町長が集合

山﨑大河さんが県大会優勝と全国大会出場を報告
“日清食品カップ”陸上大会

　7月21日、白石アスリートクラブの山﨑大河さん（須古小６年）
が、“日清食品カップ”第38回佐賀県小学生陸上競技交流大会の
コンバインドA（80ｍハードル、走高跳）での優勝と全国大会
への出場報告に、町長を訪問されました。
　山﨑さんは、「全国大会では、8位入賞目指して頑張ります。」
と抱負を語ってくれました。
　また、この全国大会へは、白石町から佐賀県選手団の監督として
松尾由起子さん、支援コーチとして山﨑隆彦さんも参加されます。

空手道の子どもたちが大活躍！！
江北空手道クラブ

 in Shiroishiまちのわだい

佐賀県町長サミットが開催されました！

　6月29日、江北町みんなの公園にてEBC放送局主催による、佐
賀県町長サミットが開催されました。町長同士の交流や、町民の
皆さんや町外の人にも町の魅力を再認識してもらいたいという目
的で開催され、各町の特産品や自慢の品の紹介がありました。白
石町からは、玉ねぎ、スイートコーン、のりが紹介され、和やか
で笑顔いっぱいのサミットが行われました。

Topics

Topics

佐賀県大会第3位と九州大会出場を報告
北明少年野球クラブ

Topics

町内小中学校学校給食へしろいし産米としろいし産玉ねぎ寄贈Topics
佐賀県農業協同組合、佐賀県農政協議会白石地区

　7月11日、佐賀県農業協同組合、佐賀県農政協議会白石地区の皆さんから、米消費拡大と地産地消の一環
として、町内の小中学校の学校給食のために、しろいし産米（ヒノヒカリ600㎏）としろいし産玉ねぎ
（400㎏）の寄贈がありました。
　「コロナ禍において原油高騰や物価高騰など
で、学校給食の現場に影響が出てきているが、
町内の子どもたちには地元産のお米や玉ねぎを
食べてほしい。そして地元白石の良さ、農業の
大切さを学んでほしい。」との願いが込められ
ています。

▲ありがとうございました

▲山﨑大河さん（前列左から2番目）

▲全国大会に出場する皆さん

▲町長サミットの様子

　7月1日、第72回「社会を明るくする運動」のメッセージ伝達式が役場で行われ、佐賀県知事からのメ
ッセージが白石支部保護司会・白石町更生保護女性会へ伝達されました。「社会を明るくする運動」とは
すべての国民が、犯罪や非行の防止と罪を犯した人たちの更生について理解を深め、それぞれの立場で力
を合わせ、犯罪や非行のない安全・安心な地域社会を築こうとする全国的な運動です。伝達式の後は、広

報車による広
報活動が町内
一円で実施さ
れました。

　5月～6月に開催された高円宮賜杯第42回
全日本学童軟式野球佐賀県大会で第3位に輝
き、7月30日～31日に大分県で開かれる九
州大会への出場を決めた北明少年野球クラ
ブが、7月4日に町長を訪問されました。
　町長は、「佐賀県大会は117チームが出
場した中での第3位、本当にすばらしい。九
州大会でも自分の持っている力をすべて発
揮し優勝目指して頑張ってください。」と激励しました。
　クラブを代表して主将の川﨑瑛太さん（6年）は、「九州大会では、優勝目指して頑張ります。」と元気
に語ってくれました。

▲白石支部保護司会、白石町更生保護女性会の皆さん ▲街宣パレードへ出発

▲北明少年野球クラブの皆さん

　白石町在住で江北空手道クラブに所属している小・中学生16人が、
4月・5月に開催された県大会を経て、７月・8月に開催される全国
大会へ出場されます。全国大会での皆さんの活躍を期待しています。

有
料
広
告

有
料
広
告

小野奏真
橋本　尊
諸石玲太
坂井七彩
田中瑞樹
小野秀真

小１
小１
小１
小２
小３
小３

池田彪愛
山口結愛
古賀ちいの
坂口駿太
山口善大
久野結月

小３
小３
小３
小４
小５
小５

橋本紗季
橋本莉乃
山口善也
山口栞奈

小５
中１
中２
中３

【全国大会出場者】※敬称略
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問 住民課マイナンバー専用　TEL 0952-84-7120
住民課 住民係　　　　　 TEL 0952-84-7115

マイナポイントの申込みは、スマートフォンやパソコンのほか、お近くの手続きスポット
（役場窓口、郵便局、コンビニ、携帯電話ショップ）でもできます。

　マイナンバーカードの交付申請済みで、役場からの交付通知書が届いているものの、まだ
受け取りが済んでいない人は、早めの受け取りをお願いします。
　受け取りは、事前に予約し、本人が役場窓口にお越しください。
　■必要書類（書類が揃わないと交付できません）
　　①役場から届いた「交付通知書」②通知カード（持っている人のみ）
　　③本人確認書類（顔写真付きなら1点、顔写真無しなら2点）
※①が無い場合は必ずご連絡ください。再度、郵送します。
※15歳未満の人は親権者の同伴が必要です。

マイナポイントの対象となるマイナンバーカードの
申請期限は9月末までです。申請はお早めに！

マイナンバーカードの受け取りは済んでいますか？

●8月の休館日

ゆうあい図書館
図書紹介

8月

9月

/8日(月)/11日(祝・木)/15日(月)
/22日(月)/25日(木)/29日(月)
/5日(月)

開館時間：10:00～18:00

・8月5日～9月10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

小さな「ことば」の大きな力
蒲田 惠里著　
出版：育鵬社　扶桑社(発売)
もっと明るく、もっと楽しく、
もっと元気に暮らしたい人へ、
素敵な生き方をしてきた女性の
ことばと人となりを紹介。ジャ
ンヌ・ボッセ、江角ヤス、神谷
美恵子を中心に、向井千秋、ア
ンネ・フランクなど62人を取り
上げる。

るるぶ韓国in TOKYO
出版：JTBパブリッシング

東京にいながら韓国旅行気分を
楽しめるガイド。コリアンタウ
ン・新大久保を中心に、東京の
韓国スポットを紹介する。韓国
現地レポートも収録。
データ:2022年2月現在。

女性の生き方を左右する子宮のきほん
善方 裕美監修　出版：池田書店

　女性の身体のほぼ中心に位置し、にわ
とりの卵1つ分の大きさにもかかわらず、
その好不調が女性の生き方を大きく左右
する子宮。その働きやケアの方法をイラ
ストや図でわかりやすく解説します。

　今月は、ゆうあい図書館から絵本、料理本等120冊を借り受けています。
図書室・玄関ロビーには、ブックリサイクルコーナーを設けていますので、気に
入った本はお持ち帰りください。また、読みたい本などがあればお知らせください。

　ゆうあい図書館、有明公民館、総合セン
ターでは所蔵していない本は、所蔵してい
る他の公立図書館等から取り寄せて貸し出
す（相互貸借）ができますので、どうぞご
利用ください。
申込み方法：カウンターにてお申し込みく
ださい。
注意点：本の貸し出し、利用期間などは、
取り寄せる図書館によりそれぞれ条件が異
なります。

有明公民館
図書室

TEL 0954-65-3135
開館時間：8:30～22:00

●ゆうあい図書館　おはなしの部屋
　8月のおはなし会　
　　　　27日(土)　10:30～

問 総務課 広報情報係　TEL 0952-84-7111
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白石新四国八十八ヶ所⑤
（第10番～第12番）

あ わのくに

あ しゅう

ろっぴ じもつ

みかいれん

じゅず ほうじゅ ふながたこうはい

だいこう

がらみ

ご せんげんど  い

ふさ

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。

　６本の腕（６臂）があり、上段右手の持物は不明で左手
は未開蓮でしょうか、中段両手は胸前で合掌し、下段右手
で数珠を握り左手に宝珠？を乗せています。舟形光背・方
形台座が大きく欠損しています。
　竿石はなく基礎に銘文を記します。正面と右側面の□部
分はほとんど読めませんが、右側面の世話人等は第９番
から復元しました。正面の「手観音」字は刻み直され、「千
手観音」字を赤く塗っています。福富中移の３人が第９・
10番の世話人になっています。
　第10番本尊は、明治30年（1897）頃に中区・大弘寺か
ら現在地南東の観音搦に祀られたとされており、大正３年
（1914）８月25日の高潮による五千間土居（国道444号線）
決壊の危機を、流れ着いた千手観音が千本の手で塞い
でくれた、として「潮塞観音」と呼ばれています。

VOL.206

〈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
・『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

しおどめかんのん きりはた せんじゅかんぜ おんぼ さつ

　　福富中移中 
（右）　世話人　
　　　　田中倉右エ門
　　　　川嵜要十
　　　　溝口文左エ門
　　第拾番
　　本尊
（正）千手観音
　　　阿州
　　　　切幡寺
　　明治十五午年
（左）  大世話人
　　    大戸村喜多和十

■創　立：明治13年
■校　長：武富　通
■児童数：100名（R4.5.1現在）
■住　所：白石町大字深浦5581番地1
■HPアドレス
　https://www.education.saga.jp/hp/ariakeminami-e/

学校教育は今

有明南小学校の合言葉は、「笑顔でCha! Cha! Cha!」です。
　Chance・・・・・ピンチもチャンス！機会や出番を逃さず、まずやってみる。
　Challenge ・・・トライ＆エラー！あきらめずに繰り返し挑戦する。
　Change・・・・・ライバルは「昨日の自分」！他人と比べず、自分史上最高を追う。
南っ子のチャレンジをご紹介します。

［有明南小学校］

　ふだんは愛情いっぱいのお弁当をおうちの人に作ってもらうのが当たり前
ですが、子どもたちが自分で作ることで、「食への関心と自立・感謝の心・
家族のコミュニケーション」につながることを願っています。5月のお弁当
の日には、おにぎりづくりにたくさんの子どもたちがチャレンジしました。
朝の忙しい時間ですが、子どもたちの実態や家庭の事情に合わせて、取り組
んでもらっています。お弁当の日だけでなく、家庭の中で子どもたちの役割
や出番が増えてくることを願っています。

南っ子チャレンジ！その１　お弁当の日

　本校では、「歩いて登校（自力登校）」をすすめています。時には、
暑さ、寒さ、雨にも耐えて自分の足で歩くことにより、心も体も強くた
くましい子に成長していくものと思います。また、登校しながら自然や
季節の風景に触れることも、豊かな心を育ててくれることでしょう。
　本校は海抜40ｍの高台にあり、子どもたちは、坂道を登って登校しな
ければなりませんが、毎日の繰り返しで足腰が強くなり土台のしっかり
とした子に成長すること間違いなし！

南っ子チャレンジ！その２　歩いて登校（自力登校）

　体育の学習では、体育指導外部講師の先生による「とびばこ」の学習
を全学年で行いました。汗をいっぱいかいて自分のめあてに向かって繰
り返し取り組む姿が見られました。今までできなかった技ができた時の
子どもたちの笑顔は、本当に輝いています。「失敗を恐れずにいろいろ
なことにチャレンジする力」が、跳び箱の学習でも高まってきました。
また、我々教師も、子どもたちの意欲を高めるための場づくりや声掛け
など、子どもたちと一緒に学ぶ機会となりました。

南っ子チャレンジ！その３　体育「とびばこ」

　梅ちぎりは、本校の恒例行事の一つです。今年も、4・5年生が、たくさ
んの梅の実を収穫することができました。例年に比べると、大玉は少なかっ
たですが、全体数量は昨年よりも多く、5年生が保護者・地域の方へ販売し
たり、各クラスで梅ジュースにしたりしました。
　本校の梅林は、1968年、教育環境を整備するために雑木林を開墾し、当
時の子どもたちの手によって植樹されたもので、毎年、ＰＴＡによる下草払
いが行われ、学校の宝物の一つとして、大切に育てられてきたものです。

南っ子チャレンジ！その４　梅ちぎり

～ 笑顔いっぱい　生き生きと学び合う南っ子 ～

南っ子の「笑顔でCha! Cha! Cha!」を学校・家庭・地域でこれからも応援していきます。

第10番　南区・潮塞観音堂（切幡寺‐千手観世音菩薩）

やく こ
　両手で円形薬壺を乗せます。方形台座の側面が欠
損し、竿石は坐像前面に置かれています。

ほうじゅ

ざ ぞう

　右手で知恵の剣を握り、左手に宝珠を乗せます。
方形台座で、基礎は祠内右端の観世音菩薩坐像の
基礎に転用されています。
　福富上村の３人が第11・12番の世話人になって
います。

ふじいかみ やく し にょらい

　　明治十五午年
（右）大世話人　
　　　大戸村喜多和十
　　第十一番
（正）本尊薬師如来
　　　阿州
　　　　　藤井寺
　　福富上村中
　　　　　森口卯兵ヱ
（左）世話人江口順藏
　　　　　江口久米三

第11番　上区・福富園芸北西祠（藤井寺‐薬師如来）

しょうさんまんぷく こ くうぞう

　　明治十五午年
（右）　大世話人　
　　大戸村喜多和十
　　第十二番
（正）本尊虚空蔵尊
　　　阿州
　　　　　焼山寺
　　福富上村中
　　　　　森口卯兵ヱ
（左）世話人江口順藏
　　　　　江口久米三

第12番　上区・萬福寺東の祠（焼山寺‐虚空蔵菩薩）
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家　庭　教　育　コ　ラ　ム
シリーズ

⑮

　　　　　   　　夏休みは絶好のチャンス！！家庭は子どもたちの食育実践の場
　　　　　　　　　　　　　　　　白石中学校　栄養教諭　　川田　孝子
　大人も子どもも忙しく、余裕がなく、時間に追われる毎日。子どもたちと今日の給食のこと、食のこと
など、家庭で話題になっているでしょうか？
「食」は、人を良くすると書きます。「食」は生きていくうえで不可欠なことです。
学校・家庭・地域と連携して、白石の子どもたちを育てていきましょう。

子どもたちの授業の様子から
　今まで小、中学校に勤務し、家庭科の食の分野で、授業に参画してきました。
調理実習での子どもたちの様子をみると、家庭で食事のお手伝いや調理をしている子どもとしていない子
どもの差が年々顕著になっています。子どもたちはやがて社会に出て、自分で食事の準備等をしなければ
いけません。現代は、お金を出せば何でも手に入る時代ですが、自分の身体は自分で守るもの。子どもた
ちが社会に出た時に困らないように、子どもの頃からいろいろな食体験をさせてほしいと思います。
　また、小学校の生活科等で野菜の栽培をしている学校もあります。子どもたち自身が苦労して育てた野
菜を収穫して食べる喜びを知る瞬間でもあります。これらの体験を通して、苦手な野菜を克服するきっか
けにもつながります。学校だけでなく、家庭で野菜栽培等をやってはどうかと思います。
　調理や野菜栽培以外にも、買い物、食事の配膳、後片付けなど家庭にはさまざまな食育の場があります。
発達段階に合わせ、子どもたちに任せられる部分については、積極的に任せてみると意外な発
見や達成感があり、子どもたちの自信につながります。夏休みは絶好のチャンスです。今年の
夏休み、家庭で子どもたちの食育実践の場を設定してみてはどうでしょうか。

子どもたちを育てよう～学校・家庭・地域が連携し　
　学校における給食は年間、185回程度です。1年の食事回数の6分の1にしかすぎません。学校給食で栄
養がとれているから、食育は十分にできていると過信してはいけません。子どもたちに望ましい食習慣を
形成するためには、学校・家庭・地域の連携が不可欠です。子どもたちが健全な食生活を実践することが
できるようにするため、食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることができるように学校給
食を通して積極的に取り組んでいきます。コロナ禍でいろいろ課題はありますが、家庭や地域の方でも積
極的に取り組んでいただけたらと思います。

子ども達を笑顔にする学校給食をめざして
　白石町は、米の他に、いちご、れんこん、たまねぎ、テンペ、最近では、とうもろこしも有名です。佐
賀県においても、米、麦、大豆、のり、アスパラ、いちご、みかんなど全国に誇れる産物がたくさんあり
ます。
　この恵まれた地場産物を生かした給食を心がけ、白石の特産物や郷土料理を取り入れた「しろいし食の
日」、かむことを重視した「かむ献立」、白石町内の小・中学校の校長先生の「リクエスト給食」などを
実施しています。
　また、私が東京オリンピックの聖火ランナ－を務め、オリンピック・パラリンピックを身近に感じ世界
の食文化に触れてほしいと昨年度からはじめた「オリ・パラ給食」は子どもたちにとても好評だったので、
現在も「世界の味めぐり」として継続しています。このように、子どもたちの食への興味・関心を高める
工夫をしています。
　「子どもたちを笑顔にする」給食をめざし、日々「生きた教材」である「献立」の研鑽
をし、給食センタ－のスタッフとともに、安全・安心なおいしい、子どもたちに喜ばれる
魅力ある給食づくりをがんばっていきたいと思います。

【材料と5人分の分量】
炊いた御飯……5人分　　
じゃがいも……180ｇ
揚げ油…………適量
パセリ…………3ｇ
塩………………小さじ3/5

【作り方】
①じゃがいもは1ｃｍ角切りにし3%の塩水に
　しばらくつけ、水気を切り、素揚げする。
②パセリはみじん切りにし、さっと熱湯に通す。
③炊いた御飯に揚げたじゃがいもとパセリと塩
　を混ぜて出来上がり。

夏休みにお子さんと作ってみませんか？白石町給食センタ－から提供の学校給食で子どもたちに人気メニュ－です。

じゃがじゃが御飯

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

8月15日（月）～31日（水）

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。※下区中央住宅については7月29日（金）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

「夏バテ予防の食事」豚しゃぶサラダ
　豚肉やうなぎ、卵などに多く含まれるビタミンＢ1は、糖質をエネルギーに変えて
疲労物質を分解する働きがあり、夏バテ予防にぜひ摂りたい栄養素の一つです。
　ビタミンＢ1は体内に蓄えておくことができず、汗とともに排出されやすいので、
食事は毎食しっかり摂りましょう。

豚しゃぶしゃぶ用肉
キャベツ…短冊切り
にんじん…短冊切り
パプリカ(赤)…千切り
パプリカ(黄)…千切り
オクラ
　　白ねぎ…みじん切り
　　しょうが…みじん切り
　　鶏ガラスープの素
　　お湯
　　酢
　　ごま油
　　こしょう

‥‥‥‥‥240ｇ
‥‥‥‥‥240ｇ
‥‥‥‥‥‥60ｇ
‥‥‥‥‥40ｇ
‥‥‥‥‥40ｇ

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥4本
‥‥‥‥‥1本
‥‥‥‥4ｇ

‥‥‥大さじ1/2
‥‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ4
‥‥‥‥‥‥‥‥‥小さじ2
‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ2
‥‥‥‥‥‥‥‥‥少々

■材料：4人分

■作り方
①キャベツ・パプリカはさっと茹で水気を絞る。
　オクラもさっと茹で斜めに切る。にんじんは柔らかくなるまで茹でる。
②①を茹でたお湯で豚肉を茹でて、粗熱をとる。
③Ａの材料をよく合わせ、たれを作る。
④器に野菜を敷き、豚肉をのせて、最後にＡのたれをかける。（1人分：エネルギー　171kcal　塩分　0.6ｇ）

A

健康レシピ

カ おいしい
ン
タン
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佐賀西部広域水道企業団職員採用試験
（統一試験）採用試験

■試験区分
■採用予定
■受付期間
■第1次試験

■第2次試験
■その他
■問合せ先

土木（社会人経験枠）　電気（高卒程度)
いずれも１名
7月11日（月）～8月16日（火）消印有効（土日・祝日を除く8：30～17：00）
（1）日時　9月18日（日）9：30～　教養試験、専門試験、性格特性検査
（2）場所　佐賀県立佐賀工業高等学校
10月下旬予定　作文試験、面接試験
試験の詳細については、企業団のホームページに掲載しています。
佐賀西部広域水道企業団　総務課　人事係
〒849－0201　佐賀市久保田町大字徳万1869番地　TEL 0952-68-3181　 
URL  https://www.sagaseibu-suidou.or.jp/

■入学試験
■募集人員

■願書受付期間

■試験日
■試験会場
■受験資格
■申込・問合せ

准看護科令和5年度
入学生募集募集

佐賀県下水道協会排水設備工事責任技術者試験試験

白石土地改良区職員採用試験採用試験
■試験区分
■採用予定人数
■受験手続
　及び受付期間

■第一次試験

■第二次試験
　（第一次試験
　　合格者のみ）
■受験資格

■最終合格発表
■その他
■申込・問合せ

一般事務　一般的な書記的業務及び管理業務その他に従事する
１人
手続・受付期間　9月1日（木）～9月20日（火）
上記期間中、土、日曜日、祝日を除く8：30～17：15
申込書および試験案内は、白石土地改良区事務所で配布しています。また、郵便にて請求
することもできます。
（1）日時　10月16日（日）　
（2）場所　白石土地改良区事務所　
（3）試験内容　教養試験（五肢択一式問題）
11月上旬頃　作文試験・面接試験・適性検査
※日時及び場所については、第一次試験合格者に通知します。

平成7年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた人
学歴については、高校卒業以上（卒業見込を含む）
※他に住所要件等があります。
11月下旬頃
試験の詳細については、白石土地改良区のホームページに記載しています。
白石土地改良区　〒849-1105　白石町大字遠江574番地2　TEL 0952-71-5123

■試験日
■試験会場
■受験料
■試験科目

■申込書配布・
　受付期間
■配布場所
■申込方法
■受験資格

■受験講習会
■講習会会場
■受講料
■問合せ

10月5日（水）
佐賀市文化会館　3階　大会議室
8,000円
下水道に関する一般知識、排水設備に関する法令・事務手続き・設計及び施工
並びに維持管理について
8月1日（月）～19日（金）（当日消印有効）

白石町役場生活環境課　TEL  0952-84-7118
佐賀県下水道協会へ郵送で申込み（直接は不可）
次のいずれかに該当する人
①高校（旧制中学）以上の土木工学科を卒業し、排水設備工事等の設計又は施工に関し
　2年以上の経験を有する人
②高校（旧制中学）を卒業し、排水設備工事等の設計又は施工に関し3年以上の経験を
　有する人
③排水設備工事等の設計又は施工に関し5年以上の経験を有する人
9月27日（火）
佐賀市文化会館　3階　大会議室
5,000円　※別途テキスト代2,500円（各自で直接購入）
佐賀県下水道協会　TEL　0952-33-1330
白石町役場 生活環境課　TEL　0952-84-7118

一般入学試験（一次）
35人【高校推薦・社会人（一次・二次）
　・一般入試（一次・二次）合わせて】
9月26日（月）～10月7日（金）　
9：00～16：00
10月18日（火）
武雄看護学校　武雄市武雄町昭和297
中学校卒業以上の学歴を有する人
武雄看護学校　TEL　0954-23-7171

■募集人員

■願書受付期間

■受験資格
■申込・問合せ

佐賀県農業大学校
学生募集募集
本科（2年制）：50名　
専科（1年制）：若干名
施設野菜、露地野菜・農産、果樹、花き、畜産の
栽培技術、経営を専門的に学べます。
生産から加工、販売など6次産業化にも対応。
・推薦入試（高校長推薦）：9月20日（火）まで
・一般入試（一次）：11月24日（木）まで　
　　　　　 （二次）：2月1日（水）まで
令和5年3月高校卒業見込みの人、既に高校卒業した人
佐賀県農業大学校養成部　TEL 0952-45-2144

杵藤地区広域市町村圏組合職員採用試験
（情報処理）採用試験

■試験区分
■採用予定
■受付期間
■第1次試験
■受験資格

■職務内容

■申込書請求場所

■注意事項

■申込・問合せ

情報処理
1人
8月1日（月）～8月26日（金）（土日・祝日を除く8：30～17：15）
書類選考
①独立行政法人情報処理推進機構が実施している「基本情報技術者試験（レベル2）」以上の
　試験に合格している人
②行政システムの開発運用経験が令和4年7月末日現在で通算して5年以上ある人
③昭和48年4月2日から平成5年4月1日までに生まれた人
　自治体業務システムの開発・運用管理、情報セキュリティの維持管理等、電子計算
　センターのシステム運用に従事
・直接入手する場合　杵藤地区広域市町村圏組合事務局総務課
・郵便で入手する場合　封筒の表に｢採用試験申込書請求｣と朱書し、必ず120円切手を貼
　った宛先明記の返信用封筒（角型2号・A4サイズ）を同封してください。郵送期間に余
　裕をもって請求してください。
上記の日程で実施を予定していますが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、試
験日程等に変更が生じる場合があります。 詳細は、組合ホームページの「採用試験案内」をご
確認ください。
杵藤地区広域市町村圏組合事務局総務課　
〒849－2201　武雄市北方町大字志久1557-1　 TEL 0954-36-4570　
URL　http://www.kitou-web.jp/

佐賀県市町総合事務組合職員募集採用試験
■職種
■採用人数
■申込期間

■第一次試験

■第二次試験等
■受験資格

■採用日
■問合せ

一般事務
若干名
7月11日（月）～8月16日（火）当日消印有効（土日・祝日を除く8：30～17：15）
※申込書は、本組合で交付します。受験資格等の詳細については、お問い合わせください。
書類選考
(1) 日時　9月18日（日）10：00～12：00
(2) 場所　佐賀県立佐賀工業高等学校　佐賀市緑小路１番１号（予定）
(3) 試験内容　筆記試験及び適性検査
10月下旬以降（面接試験、作文試験等）
昭和59年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた人で、佐賀県内に居住している人又
は就学・就職等で県外に転出しているが、両親等の保護者が佐賀県内に在住している人
令和5年4月1日
佐賀県市町総合事務組合TEL　0952-25-2354　URL http://www.saga-ck.gr.jp/
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消費者ホットライン…局番なし188消 費 生 活 情 報

9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
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。

8月4日(木)・18日(木)・
　  25日(木)
10：00～16：00
（12：00～13：00は昼休み）

8月の相談日

7

14
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28 29

8

15

22

9

16

23

10

65

17

24

11

1 2 3 4

18

25

30 31

12

19

26

13

20

27

相談日 他の町でも相談できます

美容医療サービスのトラブルに注意！

■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＞
・その場で慌てて契約や施術をしないようにしましょう。
・誤解させる「ビフォーアフター写真」のみや「期間限定～%オフ」等の禁止表現があることを知っておき  
　ましょう。
・施術前にリスクや副作用を確認し、医師から説明を十分受けましょう。
・お金がなければ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
クリニックの「光脱毛10万円全身脱毛」の広告を見たが、当日レーザー脱毛の70万円の高額コースを
勧められ承諾した。解約したい。
事例2
「手術当日に化粧できる」という二重まぶたの形成手術を受けた。手術室で初めて医師に会ったが
リスク等の説明はなかった。腫れが引かず仕事を休んだ。

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

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

82022
Augustくらしのカレンダー 8/5▶ 9/10

※7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
8月  7日
11日
　14日
21日
28日

9月  4日

日
木・山の日
日
日
日
日

カタフチ医院
原田内科医院
戸原内科
有島病院
順天堂病院

かわぞえ内科クリニック

白石町
白石町
大町町
白石町
大町町
白石町

0952-87-2233
0952-87-3737
0952-82-2051
0954-65-4100
0952-82-3161
0952-37-5593

保健福祉課
健康づくり係
0952-
８４-７１１６

日 月 火 水 木 金 土
65

7 8 9 10 11 12

14 15

山の日 13

16 17 18 19 20

21 22 23

28

4 5 6 7 8 9 10

29 30 131 2 3

24 26 2725
◆消費生活相談
　　10：00～16：00
★乳児健診
　　 〈受付〉
　13：15～13：40
　［R4.4月生］
　母子健康手帳、健やか
　親子21アンケート

◆消費生活相談
　　10：00～16：00

●おれんじ茶屋
　　10：00～11：30

◆法律相談
　　10：00～12：00健 交

◆法律相談
　　10：00～12：00交

◆法律相談
　　10：00～12：00相

●おれんじ茶屋
　　10：00～11：30健

●おはなし会
　ゆ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

健

◆人権相談・行政相談
　　9：00～12：00健

●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
　［H30.12月生］
　母子健康手帳・問診
　票・尿

健 相

★2歳6か月児歯科健診
　  　〈受付〉
　12:50～13：30
　［R元.12～R2.1月生］
　母子健康手帳・問診票
　（希望者へのフッ化物
　　塗布実施）

健 相

健

相

●日本語交流教室
　　19：30～21：00

◆消費生活相談
　　10:00～16：00

相
◆消費生活相談
　　10:00～16：00

★2ヵ月児相談
 　   〈受付〉13:00～13：30
　［R4.6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

元

日
曜・祝
日
在
宅
医

※

都
合
に
よ
り
変
更
に
な
る

　
場
合
が
あ
り
ま
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

町長・議長交際費を公表します

6月分 0件

0件
0円

0件
0円0円

4件
16,000円

0件
0円

1件
5,000円 0円

0件
0円

0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

5件
21,000円4年度累計

6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
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EXPRESS
生活の不安や心配ご相談下さい

　仕事が長続きしない、就職がうまくいかない、家族
が引きこもっている、借金が多くあるなど、仕事や生
活の中で不安でお困りのことはありませんか。
　当センターでは、そのような生活の不安や心配など
に寄り添いながら、一緒に問題解決に向けて考え、継
続的なサポートを行います。相談は無料です。お気軽
にご相談ください。
■営　業　月～金　9：00～18：00　
　　　　　※祝日、年末年始（12/29～1/3）除く
■問合せ　
　公益社団法人佐賀県社会福祉士会 
　佐賀県生活自立支援センター 西部事務所
　白石町大字福田1521番地
　TEL 0952-97-7322　
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　8月21日（日）13：00～16：00
■場　所　佐賀県労働会館1階 会議室　
　　　　　佐賀市神野東四丁目7-3
■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
　※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。
令和4年度「第1回がん遺族つどいの会」

　がんによって大切な人を亡くされた人が、日々の生活の
中では話せない想いを語り合い、わかちあう場です。喪失の
体験を自分の人生に受け入れ、悲嘆の日々から新たな希望
への路を歩んでいくためのサポートを行うサロンです。
■日　時　8月20日（土）13：00～16：00
　　　　　（受付：12：30～）
■場　所　佐賀メディカルセンタービル1階　
　　　　　さん愛プラザ
　　　　　佐賀市水ケ江1丁目12-10
■対象者　がんで大切な人（愛する人）を亡くされた人
■定　員　10人程度
■内　容　親睦・交流会や音楽鑑賞など（お茶菓子付き）
■参加料　無料
■申込方法　居住市町名、氏名、電話番号、参加人数を
　電話でご連絡ください。
　TEL 0120-246-388　
　平日の9：30～13：00　14：00～16：30
■申込期限　8月17日（水）
■問合せ　佐賀県がん総合支援センター　
　さん愛プラザ　TEL 0120-246-388

高齢者に対する講習会
１　マンション施設管理員養成講習
■期　日　　9月15日（木）16日（金）2日間
■講習会場　鳥栖市シルバー人材センター
　　　　　　鳥栖市宿町1152-2
■講習内容　
　マンション等の管理員の役割、建物設備の仕組
　み及び清掃作業の実習を取り入れた講習
■締切日　9月5日（月）
２　福祉車両送迎運転者講習
■期　日　　9月21日（水）22日（木）2日間
■講習会場　神埼市千代田交流センタ－
　　　　　　神埼市千代田町直鳥166-1
■講習内容　
　一人では外出できない人達を、安全で安心して
　移送サ－ビスを遂行できるための運転技術等を
　習得できる講習
■締切日　9月8日（木）
３　受講対象者
　佐賀県在住で原則60歳以上の人、受講後シルバ－
　人材センタ－に入会を希望する人
４　受講料　無料
５　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

介護の仕事理解ＤＶＤの無料貸出
　シニアの方に介護の仕事やボランティアとして活躍して
いただけるよう、「セカンドキャリアで活躍するシニア世代」
のDVD（2種類、1話約10分）を無料で貸出しています。
　※貸出期間は最長で7日間です。
　※グループ（団体）での活用に限ります。
　※視聴機器がない場合は、モニター用テレビとDVD
　　プレーヤーも含めて貸出します。
■申込・問合せ
　（公財）佐賀県長寿社会振興財団　
　TEL 0952-31-4165  
　E-mail:info@sagachouju.jp

情報

犯罪発生件数

うち窃盗犯
44件

31件

前年比  

－1件

前年比  

前年比  

＋6件

3件

12件
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－2件

前年比  

－2件

前年比

＋1件

前年比  

±0件
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犯
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主
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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

6月末現在

自宅等での確実な施錠をお願いします。

白石警察署管内の犯罪発生状況

EXPRESS
職業訓練受講生募集（10月入所生）

■募集科名・定員　
　　　　　　ものづくりベーシック科　15人
　　　　　　（1日4時間の短期訓練）
　　　　　　電気設備施工科　15人
■訓練期間　ものづくりベーシック科　
　　　　　　10月4日（火）～1月27日（金）
　　　　　　電気設備施工科
　　　　　　10月4日（火）～3月29日（水）
■募集期間　8月29日（月）まで
■入所選考　9月7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

「家族講座」～精神疾患をお持ちの方を
　支える家族のために～

■日　時　9月14日（水）13：30～15：15
　　　　　 （受付13：15～）
■場　所　武雄総合庁舎 別館２階大会議室
　　　　　武雄市武雄町大字昭和265
■内　容　
（1）家族講座
　・講演①「障害福祉サービスの利用について」 　
　　　　 （13：30～14：10）
　　　　 講師： 友朋会 就労支援センター希望 
　　　　 　　   精神保健福祉士 三根知起 氏
　・講演②「家族の立場から伝えたいこと」
　　 　　（14：10～14：25）
　　　　 講師： 佐賀県精神保健福祉連合会 
　　　　　　　 会長 松田孝 氏
（2）参加者交流会 （14：35～15：15）
※ 家族講座のみの参加もお待ちしております。
■対象者　精神疾患を持つ方の家族の方
　精神疾患を持つ方々を支える地域の支援者
■参加料　無料
■主　催　鹿島藤津地区精神保健福祉連合会（鹿陽会）
■共　催　杵藤保健福祉事務所
■申込期限　9月7日（水）
■申込・問合せ　杵藤保健福祉事務所　
　精神保健福祉担当　TEL 0954-22-2105
■その他　・参加者は、マスクの着用をお願いします。
　・風邪の症状等がある人は、参加をご遠慮ください。
　・新型コロナウイルス感染症の状況によっては、
　　中止する可能性があります。

第29回21世紀社会福祉セミナー
■日　時　8月20日（土）13：00～16：30
　　　　　（受付12：00～）
■場　所　アバンセホール
■テーマ　「新たな地域福祉の道しるべ」
　　　　　～SDGｓとそれぞれの未来～
■内　容　今回のセミナーでは持続可能でよりよ
　い社会の実現を目指す世界共通の目標SDGｓ
　の達成に向けて「誰一人取り残さない」という人
　権と参加原理に基づき、問題解決に向けた地域
　活動の取り組みを紹介するとともに、私たち一
　人一人に求められる役割について皆さんと一緒
　に考えていきます。
■主　催　公益社団法人　佐賀県社会福祉士会
■定　員　100人　■参加料　無料
■申込期限　8月12日（金）
■問合せ　佐賀県社会福祉士会　
　　　　　TEL 0952-36-5833　
　※中止の場合は本会ホームページに掲載いたし
　　ますのでご確認ください。

情報

お子さんの教育資金を「国の教育ローン」
（日本政策金融公庫）がサポート！

　高校、大学等への入学時・在学中にかかる費用を
対象とした公的な融資制度です。
■融資額　お子さん1人あたり350万円以内
■金　利　年1.80％　固定金利
※「母子家庭」、「父子家庭」、「交通遺児家庭」、「世帯年収　
　200万円（所得132万円）以内の人」または
　「子ども３人以上の世帯かつ世帯年収500万円
　（所得356万円）以内の人」は年1．40％
　（令和4年5月2日現在）
■返済期間　18年以内
■使いみち　入学金、授業料、教科書代、アパート・
　　　　　　マンションの敷金･家賃など
■返済方法　毎月元利均等返済
　　　　　　（ボーナス時増額返済も可能）
■保　証　　（公財）教育資金融資保証基金
　　　　　　（連帯保証人による保証も可能）
■問合せ　　教育ローンコールセンター
　　　　　　0570-008656（ナビダイヤル）
　　　　　　または03-5321-8656　
　　　　　　※詳しくは、ＨＰ（国の教育ローン）で検索
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●世帯
●人口
　男性
　女性

（－4）
（－31）
（－11）
（－20）

7,749世帯
21,876人
10,359人　
11,517人　
R4年6月末現在（対前月比）

広報白石 2022.8 No.212 令和4年8月5日発行
編集・発行／佐賀県白石町役場

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

8月に誕生日を迎えるお子さんを紹介します

兄と一緒にお誕生日おめでとう☆
お世話が大好きで優しいゆあ
これからもすくすくね！

5歳の誕生日おめでとう！
車や虫も大好きで物知りかい♪
5歳ものびのびと成長してね☆

4歳のお誕生日おめでとう！
いつも元気いっぱいの香凜ちゃん！
これからもすくすく大きくなあれ！
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たっくん、お誕生日おめでとう。
お友達と仲良く、保育園生活を楽しんでね。

おとちゃん1歳のお誕生日おめでとう！
可愛い笑顔で毎日癒してくれて
ありがとう！大好きだよ！
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2歳のお誕生日おめでとう！！これからもたく
さんたべて、パワフルせいくんで元気いっぱい
あそぼうね♪せいくんの成長が楽しみです☆
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※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。

10月生まれの子どもの写真を募集します♪

  しろいしキッズ
  しろいしキッズ

問 総務課 広報情報係　TEL 0952-84-7111

対象　町内在住、就学前まで
9月1日（木）～7日（水）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）

◎送付先 kouhou@town.shiroishi.lg.jp
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6才のお誕生日おめでとう！
あなたの笑顔に助けられてます♪
だいすき♡これからも望愛らしくね☆

2歳のお誕生日おめでとう！ 
食べるのが大好きな奏くん！
たくさん食べて大きくなあれ！
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