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令和4年度住民税非課税世帯等に対する 臨時特別給付金のご案内

白石町戦没者追悼式 を開催します

　コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」として、生活に困っている人々への支援措置の
強化として、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、令和４年度住民税非課税世帯等に対して臨時
特別給付金の給付を予定しています。
※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受給された世帯に、再度、給付金が支給される
　ものではありません。

　先の大戦で亡くなられた多くの犠牲者のご冥福をお祈りするとともに、平和への誓いを新たにするため、
白石町戦没者追悼式を開催します。近年は新型コロナウイルス感染症の影響で2回中止になり、3年ぶりの
開催となります。
　戦争を知らない世代が大半となった現在も、戦争の悲惨さを風化させることなく、平和の尊さを伝えてい
きます。

　例年行われていた自衛隊音楽隊や大正琴の演奏などのアトラクションは行わず、式典のみの開催と
なります。また、新型コロナウイルス感染症の拡大等により、中止になる場合もあります。

■日　時　7月22日（金）　  9:00　受付開始
　　　　　　　　　　　　　10:00　開式
■場　所　白石町総合センター　多目的ホール

※以下の世帯は、支給対象外となります
■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既に受給した世帯
■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支給要件確認書が送付された世帯で、期限までに
　確認書を提出されなかった世帯（辞退したものとみなします）

　基準日（令和4年6月1日）時点で白石町に住
民票があり、世帯全員の令和4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者の扶養親
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、

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少
し、世帯全員が非課税世帯相当の収入となった世帯。

　申請・支給手続き等については、詳細が決定次第、
広報などでお知らせします。

支給対象となる世帯

給付金の支給額

申請が必要です

「確認書」をお送りします

支給対象と申請の有無
1世帯あたり10万円

（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）

世帯全員の令和４年度
「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)

問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116 問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

低所得の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金のご案内

　新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、子育て世帯の雇用動向悪化、食費等の物価高騰等
損害を受けた低所得の子育て世帯を支援するため、給付金を支給します。

■支給対象者
　18歳に達する日以後の最初の3月31日まで（児童に法令で定める程度の障がいのある場合は20歳未満）の
児童を監護・養育するひとり親世帯のうち、以下のいずれかに該当する人（※１）
　①令和４年４月分の児童扶養手当の支給を受けている人【申請不要】
　　※6月15日に児童扶養手当口座に佐賀県から振り込まれています。
　②公的年金等（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など）を受けていることにより、令和４年４
　　月分の児童扶養手当の支給を受けていない人（※公的年金を含む収入額が児童扶養手当の対象水準であ
　　る人）【要申請】
　③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、申請者およびその扶養義務者の収入が　
　児童扶養手当を受給している人と同じ水準に下がった人【要申請】
　　※1　児童扶養手当法に定める「養育者」の人も対象となります。

　（ア）②、③・（イ）②に該当する人は、申請後内容を審査して指定口座に振り込みになります。
申請に必要な書類はお問合せいただくか、町のホームページをご覧ください。

■支給対象者
　①令和４年４月分の児童手当または特別児童扶養手当の支給を受けている人で、令和４年度分の住民税均等
　　割が非課税の人【申請不要】※7月下旬頃振り込みを予定しています。
　②①のほか、対象児童（令和4年3月31日時点で18歳未満の子（障がい児は20歳未満）の養育者で、以下の
　　いずれかに該当する人【要申請】
　　※令和４年４月～令和５年２月末までに生まれた新生児も対象になります。
　・令和4年度分の住民税均等割が非課税である人
　・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、令和4年度分の住民税均等割が非課税で
　  ある人と同様の水準である人(家計急変者)

令和4年度

令和5年2月28日

児童一人につき一律5万円

保健福祉課　福祉係

（ア）ひとり親世帯

（イ）ひとり親世帯以外

（ア）（イ）共通　給付額

支給方法等

申請期限

申 請 先
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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・申込 杵藤地区介護保険事務所 業務課業務係　TEL 0954-69-8223
白石町役場 長寿社会課 高齢者係　　　  TEL 0952-84-7117

新型コロナワクチン接種について 6月16日現在

人口：令和3年1月1日住民基本台帳年齢階級別人口（内閣府データを参照）

■3回目接種、4回目接種の対象者に順次、接種券を郵送しています。
　感染拡大防止及び重症化予防のため、接種券に同封しているチラシをよく読んでワクチン接種
　をご検討ください。
■引き続き1・2回目の接種、小児の接種も実施していますのでご検討ください。

■健診項目：白石町国保特定健診（30代・40歳～74歳）
　　　　　　各がん検診（胃・肺・大腸・前立腺・乳・子宮頸がん）
　　　　　　対象者のみ：肝炎ウイルス検査・国保30代ピロリ菌検査・風しん抗体検査

　新型コロナウイルス感染症の影響により著しく収入が減少した場合は、申請により介護保険料の支払いを
猶予したり減免したりする制度があります。   

減免の事由
1　新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する人が死亡または
　重篤な傷病を負ったとき。
2　新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する人の事業
　収入、不動産収入、山林収入、給与収入（以下「事業収入等」）の減少が見込まれ、次の（ア）及び（イ）
　の全てに該当するとき。
（ア）事業収入等のいずれかの収入の減少額が令和3年の当該事業収入等の額の3割以上であること。
（イ）減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

減免の対象となる保険料
　令和3年度相当分及び令和4年度分の介護保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に納期
限が設定されているもの。
※令和3年度相当分とは、令和3年度末に資格を取得したことにより、令和4年4月以降期間に普通徴収の
納期限が到来するもの。
提出書類
　1　介護保険料徴収猶予・減免申請書　　　  2　収入（見込）申告書
　3　令和3年分の確定申告書や源泉徴収票の写し　4　令和4年の収入見込額の計算に用いた帳簿、給与明細などの写し

対象者　　第1号被保険者（65歳以上の人）  

■前年度までの受診状況で受診間隔が異なるものがあります。
　今年度受診可能な項目は白石町住民健診通知書でご確認ください。
■各健診にはそれぞれ注意事項があります。
　全戸配布している住民健診ガイドブックで詳細をご確認ください。
　右記のQRコードからもガイドブックがご覧いただけます。

■持参するもの
水色の封筒が届いた人
健診料金・保険証・受診券(ピンクまた
はレモン色)・受診票・白石町住民健診
通知書・検尿・お薬手帳(お持ちの人)
風しん抗体検査クーポン券(4月送付分)

薄いオレンジ色の封筒が届いた人
健診料金・白石町住民健診通知書

７月の住民健診が始まりました！

新型コロナウイルス感染症の影響により
介護保険料の納付が困難な場合は…

◇5日
6日
7日
8日
9日

◇11日
12日
13日
◇14日
◇15日

火
水
木
金
土
月
火
水
木
金

7月

有明
 ふれあい郷

福富
 ゆうあい館

日　付 場　所 受付時間

8:30～10:30

子宮頸がん検診のみ
10:00～

◇の日程は
乳がん検診がありません。

白石町
 総合センター

町内の会場で
健診開催中です！

対象人口（12歳以上）

20,499

接種回数
1回目
2回目
3回目

2回目又は3回目　接種日
R4　1/31まで

　　　2/1  ～  2/7
　　　2/8  ～  2/14
　　　2/15 ～ 2/21
　　　2/22 ～ 2/28

3回目、4回目（60歳以上の人）接種券　
発送スケジュール

発送日
発　送　済
　 7/8　  頃
　 7/15　頃　
　 7/22　頃
　 7/29　頃

接種者数（人）
18,320
18,176
13,860

接種率（％）
89.37
88.67
67.61

■新型コロナワクチンに関する問合せ先
　・杵藤地区新型コロナ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）
　・白石町役場保健福祉課健康づくり係
　　　　　新型コロナワクチン接種対策班
　TEL　0952-84-7116　　8：30～17：15
　　　　　　　　　　　　　（平日のみ対応）
（18～59歳の基礎疾患がある人の4回目接種券発行
　申請も上記で受け付けています）

町ホームページ
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問 住民課 保険係　TEL 0952-84-7115

年1回は 『健康診査』を受けましょう
後期高齢者のみなさんへ

健診対象者…昭和22年4月1日までに生まれた人

健診内容………問診、身体計測、血液検査、尿検査など
料　金…………無料
健診場所………県内医療機関（要予約）
健診期間………7月1日（金）～令和5年2月28日（火）
持参するもの…受診券、受診票(問診票)、後期高齢者医療被保険者証

　生活習慣病などの早期発見・重症化予防のため、後期高齢者医療制度加入者を対象に
健康診査を実施します。この健康診査は治療中の人も無料で受診できます。
　高血圧や糖尿病などの生活習慣病は、自覚症状がなく重症化し、突然、脳卒中や心筋
梗塞などに至ることがあります。
　ぜひ、年１回の健康診査を受けて、いつまでも健康な生活を送りましょう。対象者に
は、６月下旬に受診券・受診票を送付しています。

ただし、健診を受ける必要がない人
　● 病院や診療所に半年以上継続して入院している人
　● 特別養護老人ホームなどに入所している人

※昭和22年4月2日～昭和22年
　9月30日生まれの人、65歳～
　74歳までの障がい認定による
　後期高齢者医療制度加入者の
　受診券などは、10月下旬に送付
　する予定です。

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

佐賀県国民健康保険、後期高齢者医療被保険者証更新のお知らせ
　今お持ちの被保険者証は、令和4年7月31日まで使えます。
　8月1日からの新しい被保険者証は、7月中に簡易書留による郵送または役場窓口でお渡しします。今お持ち
の被保険者証は7月31日まで使用して、その後は裁断などをして確実に廃棄してください。
【お願い】
　新しい被保険者証が届いたら、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。

　今回交付する後期高齢者医療被保険者証は、令和4年8月1日から令和4年9月30
日まで使えます。
　これは10月1日から負担割合（医療機関などの窓口でお支払いされる金額）に、

「2割」負担が導入されるためです。10月1日からの被保険者証は9月中に簡易書留による郵送または役場
窓口でお渡しします。10月1日からの被保険者証は、令和5年7月31まで使えます。
※10月1日から医療費の窓口負担割合が2割になる人は次のとおりです。
　課税所得が28万円以上かつ
　単身世帯の場合、「年金収入＋その他の合計所得金額」が200万円以上の人
　複数世帯の場合、「年金収入＋その他の合計所得金額」が320万円以上の人
　（被保険者全体に占める割合は約20％です）※現役並み所得者は、10月1日以降も引き続き3割です。

佐賀県国民健康保険、後期高齢者医療制度の限度額適用・標準負担額減額認定証を
お持ちの皆さんへ
　佐賀県国民健康保険や後期高齢者医療制度の限度
額適用・標準負担額減額認定証の有効期限は令和4年
7月31日までとなっています。
　右表を確認し、不明な点があればお問い合わせくだ
さい。
　被保険証や認定証を紛失する人が多発しています。
失くさないよう大切に保管してください。

（7月31日まで） （8月1日から）
黄色 桃色
緑色 紫色

国民健康保険
後期高齢者医療

被保険者証種類
国民健康保険
後期高齢者医療

必要
不要

　　手 続 き
住民課保険係

後期高齢者医療
加入者は

ご注意ください！

※すでにお持ちの人で、　
　区分の変更がなければ
　被保険者証と一緒に
　郵送します

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

・所得が一定以下の人
・天災、失業等の理由で、保険料を
  納付することが著しく困難な人
・所得が一定以下で保険料を全額
  納付することが困難な人
　（一部免除）
・50歳未満で学生以外の人
　（納付猶予制度）

国民年金
だより

免除申請の対象者

所得による免除の基準

申請時に持参するもの免除の種類

全額免除
3/4免除
半額免除
1/4免除

67万円
88万円
128万円
168万円

0円
4,150円
8,300円
12,440円

所得の目安
（参考：単身者の場合
控除額を除く）

月額保険料
（令和4年度の金額）

　経済的な理由などから国民年金保険料を納付することが困
難な人は免除申請ができます。
　保険料を未納のままにしておくと、老齢年金の他に障害年金
や遺族年金も受けられない場合があります。免除または猶予を
希望する人は住民係窓口で申請の手続きをお願いします。
　なお、免除や猶予は申請者本人の所得の他に、世帯主や配
偶者の所得も審査の対象になります。世帯構成人数等で審査
の基準が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

※令和2年度以前を申請する場合は、全額免除の所得目安67万円を57万円に読み替えてください。
※「3/4免除」「半額免除」「1/4免除」を受けた場合、残りの保険料（納付すべき保険料）を期限ま
　でに納付しないと全額未納となります。
※「納付猶予」の所得基準は、全額免除の基準に該当する場合です。

　武雄年金事務所では、年金に関する相談や届
出の手続きを予約制で行っています。予約する
ことで事前に準備ができ、相談内容にあったス
ムーズな相談を受けることができます。
時　　間 　8:30～16:30（月～金曜日）　　
予約受付期間　相談希望日の1ヵ月前から前日まで
予約電話番号　
【予約受付専用電話】0570-05-4890　または
【武雄年金事務所】0954-23-0121　
※最初の音声案内の後に①番をダイヤルし、次の案内で②番を
　ダイヤルしてください。
※予約の電話をする時は、基礎年金番号がわかる書類の準備を
　お願いします。

　国民年金第1号被保険者の資格取得・種別変
更、保険料免除・納付猶予申請、学生納付特
例申請は、マイナポータルを利用した電子申
請ができるようになりました。マイナンバー
カードがあれば、マイナポータルの情報を活
用してスマートフォンやパソコンで申請書等
を作成し、申請結果もスマートフォン等で確
認できます。詳しくは、日本年金機構のホー
ムページをご確認ください。

≪出産の際の免除≫
　第1号被保険者の産前産後期間の国民年金保険料が免除になります。免除には届出が必要です。
　出産日が平成31年2月以降の人は忘れずに手続きをしましょう。

過去2年(申請月の2年1ヵ月前の月分)までさかのぼって申請できます。
過去2年間に国民年金保険料の未納期間がある人はご相談ください。

武雄年金事務所での手続き・相談の
際は予約をお願いします

国民年金の加入手続き・保険料免除
申請等の電子申請を開始します

ご存知ですか？
国民年金保険料免除制度

・基礎年金番号通知書または
　年金手帳
・雇用保険受給資格者証または
　離職票（会社などを退職した人）
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こちらに
お電話
ください。

「しろいしママカフェ」に来てみませんか
　子育て中のママ同士、楽しい時間を過ごしてみませんか？
　新型コロナウイルス感染拡大防止をしながら、楽しくおしゃべりしましょう♪
　お子さんもご一緒に、ママ友づくりに気軽に参加してくださいね。

　例年、源泉徴収義務者の皆さんに送付していました年末調整関係手引等（「年末調整
のしかた」、「源泉徴収税額表」および「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成
と提出の手引」）については、行政のデジタル化を踏まえ、見直しを行うこととしました。
　今後は、年末調整関係手引等に代えて、改正事項（昨年からの変更点）や国税庁ホームページなどを案内した
リーフレットを送付します。
　なお、年末調整関係手引等は、9月下旬頃に、国税庁ホームページの「年末調整がよくわかるページ」に
掲載します。　※年末調整関係手引等以外（納付書等）については、例年通り発送予定です。

日　　時
場　　所
内　　容
対　　象
申込期間

7月11日（月）10:30～11:45
ゆめてらす（交流館）デイルーム
離乳食等について　～栄養士の講話～
4ヵ月～3歳未満の子をもつ母親・10人
電話受付にて、先着10名までです。
（土日、祝日は受付いたしませんのでご了承ください）

※次回は8月8日（月）開催予定です。
　楽しい企画を計画中です。ぜひ、この機会に
　お申込みください。
※ママは、マスクを着用ください。

日時 : 7月30日 (土)、7月31日 (日)13:00～16:00
場所 : 白石町役場東側テニスコート駐車場

■白石町内の一般家庭から発生した剪定枝葉に限ります。
　※事業所からの持ち込みは出来ません。　※木の根っこは持込み不可
■造園業・剪定業の人は、持込みが出来ません。
■指定日時以外の持込みは出来ません。
■箱、袋、ひも、コンテナ等は必ず持ち帰ってください。
■紙くずなどのごみは取り除いてください。
■枝葉の荷降ろしは各自でお願いします。
■荷台はロープでしっかり結ぶなど、枝葉が路上に落ちないようにお願いします。
■以下のものは受け入れできません。
　・よしず　・すだれ　・家具や建具の一部　・廃木材　
　・草や草花類　・葦　・籐製品（かごなどを分解しても不可）
■竹は分けて置いてください。

①運転免許証
②粗大ごみシール
（車両区分に応じて準備してください）

・粗大ごみシールは、町内のごみ袋等販売店で購入できます。
・当日に、収集場所で購入できませんのでご注意ください。

剪定枝葉収集実施のお知らせ

問 武雄税務署 法人課税部門　TEL 0954-23-5297（法人課税部門直通）

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

※天候により中止の場合もあります。
（中止の場合は防災行政無線、行政放送でお知らせします）  

今回から
有料

直径20cm以下

※次回は11月末を予定しています。
※チップの無料配布はありません。役場でチップ機の貸し出しを行っていますのでご利用ください。

ごみの収集ではありません。ルールとマナーを守っていただくようお願いします。

受付時に必要なもの

今回から、粗大ごみ処理手数料として「粗大ごみシール」を徴収します
　マイナンバーカードの交付申請をしていない人を対象に、地方公共団体情報システム機構より「マイ
ナンバーカード交付申請書」が7月中旬頃から順次、送付される予定です。（今年３月に佐賀県後期高
齢者医療広域連合から交付申請書が届いた人や、今年生まれたお子さんなどには届きません。）すでに
申請が済んでいる人にも行き違いで届く場合がありますが、ご了承ください。
　マイナンバーカードは、申請してから出来上がるまでに約１か月かかります。9月30日までにマイナン
バーカードを申請した人は、“マイナポイント第２弾”に申込みができます。早めに申請をお願いします。

問 白石町社会福祉協議会　　TEL 0954-65-8960
保健福祉課 こども未来係　TEL 0952-84-7116

問

住民課マイナンバー専用　TEL 0952-84-7120
住民係　　　　　　　　 TEL 0952-84-7115
マイナポイントについては
総務課 広報情報係へ　　TEL 0952-84-7111

マイナンバーカード交付申請書が再度送付されます

税務署からのお知らせ 国税庁ホームページはこちら

車両区分
軽トラック以下
（一輪車、普通乗用車なども含む）

軽トラック超～

粗大ごみシール1枚（300円）
1台につき　　1枚　（300円）

1台につき　　2枚　（600円）

8月13日（土)～15日（月）のお盆期間は、し尿汲み取りは休業となります。
8/6（土）
休業

8/7（日）
休業

8/8（月）
営業

8/9（火）
営業

8/10（水）
営業

8/11（木）
休業

8/12（金）
営業

8/13（土）
休業

8/14（日）
休業

8/15（月）
休業

8/16（火）
営業

【し尿・浄化槽汲み取り許可業者】

※8月15日（月）福富・有明地域のもえるごみは、通常どおり収集します。

　汲み取りについては、直接業者へお問い合わせください。 
　盆前の汲み取り予約は 8月5日(金)までにお願いします。

　（株）エムズクリーンサービス　0952-84-2953
　（株）三協環境開発　　　　　 0954-65-5035
　（有）原田衛生社　　　　　　 0952-82-2213

し尿・浄化槽汲み取り休業日のお知らせ
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　毎年各地で異常気象や地震による災害が発生しています。   
　災害時は、飼い主ご自身の安全を確保したうえでペットを守る行動をしてください。   
　ペットの “しつけ” や “災害に対する備え” は重要です。日ごろからケージ（檻）やキャリーバッグに入
ることに慣らしておくと、避難するときに素早い対応ができるようになります。 
  
■ペット用品の備蓄はありますか？
　ペットを連れた避難を想定し、ケージ（檻）、キャリーバッグ、ペットフード、トイレ用品など準備し
　てください。
■迷子にならないよう、ペットには飼い主を示すものを付けていますか？
　（犬）登録鑑札・（犬）狂犬病予防注射済票、迷子札、マイクロチップなど飼い主を示すものを装着し
　てください。
■ペットがいる場所の周りに危険はありませんか？
　例）屋外でつないでいる場所周辺、ブロック塀などは大丈夫ですか。
　　　室内の棚など、倒れたり物が落ちたりする心配はありませんか。

　「庭や畑を荒らしフン尿をする」「家の中に入り汚していく」など、猫に関
する苦情が増えています。
　のら猫に食べ物を与えることは、かわいそうなのら猫を増やすことと同じで
す。猫は食べものをもらえる所に集まり、そこで子猫が生まれることでさらに
増え続け、フン尿などで地域周辺を汚す迷惑なものになってしまいます。

ペットの災害対策 のら猫にエサをやらないで‼

　動物を飼う時は、その動物の習性を理解し適正な飼育を行い、地域周辺の人に迷惑をかけないよう努める
責務があります。
　誰かが拾ってくれるだろうと安易な気持ちで動物を捨てないでください。また、繁殖を望まない場合は、
不妊や去勢の手術をお願いします。

　※「動物の愛護及び管理に関する法律」により、愛護動物を遺棄・虐待した場合１年以下の懲役または
　100万円以下の罰金に処するとされています。

動物の遺棄は犯罪です

犬の場合 猫の場合

  町では、避難所開設時に
　　　　　 ペット同行避難の受け入れを行っています

ペットが逃げないように
上部の屋根があるケージ

■ペット同行避難とは…　災害時に飼い主とペットが安全に避難所まで避難すること。
　避難所内の同じ室内で飼い主とペットが一緒に過ごすことはできません。
　ペットは、ケージ（檻）やキャリーバッグに入れた状態で飼い主とは別の場所（役場倉庫内）での避難
　となります。
　飼い主の避難先は、原則《白石町総合センター》または《白石町健康センター》となります。
■同行避難に必要なもの
　ペットを入れるケージ（檻）またはキャリーバッグ、えさ、容器、ペットシーツなど必要物資は飼い主
　が準備をしてください。　
　※ケージ（檻）またはキャリーバッグを準備できない場合はペットの受け入れはできません。
　※リード（ひも）だけでの受け入れはできません。
■受け入れ対象ペット　　　犬　および　猫　
　ただし、【犬】については、大きさ ・ 種類によっては
　受入れできない場合もあります。
■同行避難の受付
　避難所の開設後から受付を行います。
　必ず同行避難する前に担当係まで電話してください。

問
生活環境課 環境係　　　 TEL 0952-84-7118
総務課 危機管理・防災係　TEL 0952-84-7111

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
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問
佐賀県生産者支援課(鳥獣対策担当)
　　　　　　　　　 TEL 0952-25-7113
農業振興課 振興係　TEL 0952-84-7121

　白石町では、令和４年度職員採用試験（令和5年4月1日採用予定）を実施する
予定です。
　詳しくは、７月上旬に役場掲示場、ケーブルテレビ、町ホームページ、広報白石
８月号等で公表します。

■試験区分と採用予定人数
　一般事務他　若干名
■試験日　
　第一次試験　9月18日（日）予定
　第二次試験（一次合格者） 
　　　　　　 10月下旬予定
■受験手順
　申込書および試験案内は、7月上旬から
　白石町役場で交付します。
　また、郵便で請求することもできます。
■受験申込受付期間
　7月中旬～8月中旬予定
■問合せ
　総務課 職員係　TEL 0952-84-7111
　〒849-1192　白石町大字福田1247-1

白石町職員採用試験〈予告〉

杵藤地区広域市町村圏組合
消防職員採用試験案内

■試験区分および採用予定人員
試験区分

消防・救急救命士 若干名 「消防」については消防の業務に従事
「救急救命士」については消防の業務および救急救命士の業務に従事

採用予定 職　務　内　容

採用
試験

  狩猟免許を取得して狩猟者登録をすると、狩猟期間内は農林漁業被害をもたらす
野生鳥獣を捕獲することができます。狩猟に興味がある人や、「野生鳥獣による
農作物被害をなんとかしたい！」と考えている人は、狩猟免許を取得してみませ
んか。

　また、狩猟免許取得に向けて、試験前に予備講習会も予定しています。予備講習会については、条件
付きで費用を助成します。興味がある人は気軽にお問い合わせください。

令和4年度狩猟免許試験実施のお知らせ免許
試験

採用
試験

■受験資格
試験区分

消防・救急救命士
「消防」については平成9年4月2日から平成17年4月1日までに生まれた人で、
採用後杵藤広域圏内に居住する人
「救急救命士」については平成5年4月2日以降に生まれた救急救命士免許を保
有する人で、採用後杵藤広域圏内に居住する人

受  験  資  格

■試験区分
網猟免許
わな猟免許
第一種銃猟免許
第二種銃猟免許

7月13日（水）
10:00～17:00

8月3日（水）
10:00～17:00

相知交流文化センター
（唐津市相知町中山3600番地8）

佐賀県射撃研修センター
（佐賀市大和町大字久池井3669番地）

網猟
わな猟

網猟
わな猟

わな猟

6月27日
（月）

7月15日
（金）

8月7日（日）
9:00～17:00

佐賀県射撃研修センター
（佐賀市大和町大字久池井3669番地）

わな猟
第一種銃猟
第二種銃猟

7月15日
（金）

12月4日 （日）
9:00～17:00

佐賀県射撃研修センター
（佐賀市大和町大字久池井3669番地）

わな猟
第一種銃猟
第二種銃猟

11月11日
（金）

令和5年１月22日（日）
10:00～17：00

春日公民館
（佐賀市大和町大字尼寺1875番地）

12月27日
（火）

網　[むそう網、はり網等の猟具]　を使用する猟法
わな　[くくりわな、はこわな等の猟具]　を使用する猟法
銃器　[装薬銃、空気銃（圧縮ガス銃を含む）]　を使用する猟法
空気銃　[圧縮ガス銃を含む]　を使用する猟法

■試験日程 
日　　時 場　　　　　所 区　分 申込期限

■受　付　期　間
■第 一 次 試 験
■申込書請求場所

■注  意  事  項
■申込・問合せ

7月中旬～8月中旬　　土日・祝日を除く8:30～17:15
令和4年9月18日（日）予定
杵藤地区消防本部総務課、各消防署および分署
申込書を郵便で請求する場合は、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。
なお、申込書は７月中旬から配布予定です。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、試験日程等を変更する場合があります。
〒843-0024
武雄市武雄町大字富岡12634-1
杵藤地区広域市町村圏組合消防本部総務課人事係
TEL　0954-23-0160　　http://www.kitou-web.jp/

※試験当日の受付は各試験開始時間の30分前から開始されます。
　時間に余裕を持って試験会場にお越しください。

狩猟免許を初めて取得する人 佐賀県収入証紙　5,200円
(試験区分１種類につき)

現在狩猟免許をお持ちの人で
別の種類を取得する人

佐賀県収入証紙　3,900円
(試験区分１種類につき)

試験の内容

知識試験

適性試験

技能試験

■手数料及び試験内容

■申込書配布、提出先    
　一般社団法人　佐賀県猟友会　TEL　0952-26-6543 
 添付書類等
 ・銃砲所持許可証(写)又は医師の診断書(概ね申請前6ヶ月以内) 
 ・佐賀県収入証紙(手数料として申請書に貼り付けること) 
 ・写真１枚(縦3.0×横2.4cm　6ヶ月以内に撮影　裏面に氏名、撮影年月日を記載)
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社会を明るくする運動
～犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域のチカラ～にご協力を

　社会を明るくする運動”は、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、安全・安心な明るい地域社会を築くための全国的な運動で、7月は強調月間・再犯防止
啓発月間です。
　あやまちからの立ち直りには、本人の努力はもちろんのこと、地域社会の中に彼らの「居場所」と「仕事」を
確保し、地域との絆を保つことが重要です。
　白石町の明るい地域社会づくりのためにご協力をお願いします。

　　『第72回 社会を明るくする運動大会』
　　　　　日　　時　7月16日（土）　9：00～
　　　　　場　　所　白石町総合センター
　　　　　どなたでも参加できます。皆さんの参加をお待ちしています。

問 佐賀保護観察所 企画調整課　TEL 0952-24-4291
保健福祉課 福祉係　　　　　TEL 0952-84-7116

問 生涯学習課 生涯学習係　TEL 0952-84-7129

若い男女の出会いの場でもあった古代の行事「歌垣」にちなみ、「愛」の想いを込めた
短歌（五・七・五・七・七）を募集します。

　コンテストの詳細については、町ホームページ、または白石・福富・有明各公民館に置いている「応募はがき」
付き募集要項をご覧ください。
※収集した個人情報はコンテストの運営にのみ使用し、それ以外の目的に利用することはありません。

募集期間　９月30日（金）まで
部　　門　一般の部・高校生の部・中学生の部・小学生の部
短　　歌　一人２首まで
応募方法　はがきに短歌・住所・名前・電話番号を、児童生徒は学校名・学年もご記入のうえ、
　　　　　下記まで郵送またはご持参ください。
　　　　　〒849-1192　白石町大字福田1247-1
　　　　　　　　　　　　  白石町教育委員会　生涯学習課　生涯学習係
投 稿 料    無料
選　　者　江副壬曳子・貞包雅文・塘　健（五十音順）
表彰内容　「歌 垣 賞 」　１首
　　　　　「最優秀賞」　各部門１首ずつ
　　　　　「優 秀 賞 」　各部門３首ずつ
　　　　　「秀　　作」　各部門６首ずつ　計41首
選考結果　令和５年１月中旬までに入賞者へお知らせします。
　　　　　入賞短歌41首を町ホームページに掲載します。

歌垣の里・白石 三十一文字コンテスト
第23回
うた　がき

あなたの「愛」を短歌で表してみませんか。
み そ も じひと

募集 福富中1年生　農業体験学習
地元特産品スイートコーンの収穫

白石町町民協働によるまちづくり
須古地区地域づくり協議会　総会開催

　6月10日、福富中学校1年生37名が総合的な学習でスイートコーンの種
まき・収穫体験を行いました。
　この学習は、南区の溝上光一さんの圃場で行われました。溝上さんは平成
21年から福富中学校生徒に農業体験学習をされており、今年で14回目の
恒例行事となっています。溝上さんは、「地元を離れても福富の美味しい
農作物に誇りを持ってほしい」と生徒たちに伝えました。
　生徒たちは、深さ2㎝ほどの植え穴に2粒ずつ種まきを行いました。そ
の後収穫の仕方の説明を受け、生徒たちは次々にスイートコーンを摘み取
り、収穫を楽しんでいました。採れたてのスイートコーンを生で試食した
生徒たちは、「甘い！おいしい！」と感動していました。また、「少ない
人数でこんなに大変な作業をされていてすごいと思った」と感想を述べて
いました。

　6月5日、須古小学校体育館にて須古地区
地域づくり協議会総会が開催されました。
　須古地区地域づくり協議会では、「須古
の魅力とやさしさで、みんなが住み続け
たいまち」づくりを目指して、子ども部
会・防災部会・須古の魅力づくり部会の3
つの部会を立ち上げ活動が行われていま
す。総会では、代議員である区長や公民
館長、各団体の代表者、地域住民代表の
皆さんに、令和3年度の活動報告や令和4年度の活動計画など説明がありました。
　子ども部会では須古小学校、須古保育園の子どもたちに協議会公式キャラクターのアイデアを募集し、応
募があった約100点の中から投票により「すこ丸くん」に決定したことなどが報告されました。

 in Shiroishiまちのわだい

Topics

Topics

来館者が気持ちよく過ごせるようにTopics
福富ゆうあい館除草作業

　5月27日、白石町老人クラブ連合会福富支部役員の皆さんが、福富ゆうあい館の除草作業を行いました。
集まった役員の皆さんは朝７時からの作業に汗を流しながら手早く草を刈っていき、ゆうあい館の周りはす
っきりときれいになりました。福富支部役員の皆さん、ありがとうございました。

▲総会の様子 ▲公式キャラクター「すこ丸くん」

▲溝上さんご夫婦

▲収穫の様子

▲作業の様子▲福富支部役員の皆さん

町ホームページ
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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

優勝おめでとうございますTopics
第42回 身体障害者ゲートボール大会

白石町建設業組合から寄付

長年の功労をたたえ
全国町村教育長会表彰

　5月16日、17日両日で、第64回全国町村教育長会定期総会が東京都の
銀座ブロッサムホールで開催され、北村喜久次教育長が、教育功労者表
彰を受賞されました。平成28年2月17日に教育長に就任され、長年にわ
たる教育振興に対する功労が評価されました。　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　  （全国町村教育長会：全国925町村）

蓮の花がきれいです
福富ゆうあい館

 in Shiroishiまちのわだい

学校図書の充実を

　6月6日、白石町建設業組合の皆さんから寄付をいただきました。町では、
いただいた貴重な寄付で学校図書の充実を図り、子どもたちのために活用
させていただきます。
　また、同組合の皆さんには、日頃から道路・河川の安全パトロールや
地域貢献活動等、町民生活の安全安心のため率先して町政にご協力いただ
いています。
　白石町建設業組合の皆さん、ありがとうございました。

Topics

Topics

ケーブルテレビ九州番組コンクールダブル受賞
株式会社ケーブルワン　おめでとうございます

Topics

受章おめでとうございますTopics
令和4年春の叙勲

瑞宝中綬章　検察官功労 瑞宝単光章　調停委員功労

　岩永さんは、昭和53年に検事に任官し、最高検
察庁検事、佐賀地検検事正、津地検検事正を歴任さ
れ、退官後は公証人を経て、現在は大阪府大阪市
で弁護士として活躍されています。

　山口さんは、平成5年から令和3年までの28年に
わたり調停委員として、様々な紛争で中立の立場
になり当事者の主張を聞き、豊かな知識と経験を
活かしたアドバイスで円満な解決を目指し、尽力
されました。

　令和4年春の叙勲で、長年それぞれの分野でその進展に尽くされた功績により、受賞の栄誉に輝かれました。

▲受賞おめでとうございます

▲6月16日撮影

元　津地方検察庁検事正
岩永建保さん

白石町古渡出身

元　調停委員
山口すま子さん
白石町太原上

▲ありがとうございました

　5月14日、南多久運動広場で第42回身体障害者ゲート
ボール大会が行われ、白石町身障会Aチームが見事優勝を
飾りました。
 町長へ優勝の報告に訪れた白石町身体障害者福祉協会の
前田弘次郎会長は「チームの皆さんの活躍で、優勝するこ
とができました。コロナが落ち着いたら町でも身障者のス
ポーツ大会を開催し、交流を深めていきたい」と語りまし
た。今後は、宮崎県で開催される九州大会への参加を予定
されています。

　株式会社ケーブルワン（武雄市）が制作された番組「地元発見伝～忘れないでカックンちゃん～」「RUN！
RUN！RUN！～ふたりの足跡～」の2作品が、第18回「九州ケーブルテレビ番組コンクール」において
準グランプリ、優秀賞を受賞されました。
　受賞番組は白石町にゆかりのある、カックンちゃん、白石高校女子陸上部の内容で制作されています。受賞
番組を見逃した人やもう一度見たい人は、下記日時で視聴することができますので、ぜひご覧ください。
　■日時　7月15日（金）～22日（金）9：00～12：00　■場所　白石町役場玄関ホール

▲町長へ優勝を報告

▲RUN！RUN！RUN！
～ふたりの足跡～より

▲地元発見伝
～忘れないでカックンちゃん～より

▲表彰式

　福富ゆうあい館南側に、蓮の花が咲いています。数種類の蓮の花は、
濃いピンク系の花、白い花、白にピンクが入り混じったものなどがあり、
また花の咲き方は一重咲き、八重咲きなど、見る人の目を楽しませてく
れています。皆さんも神秘的な蓮の花に癒されてみませんか。

有
料
広
告

有
料
広
告

山本　信敏
林　　美鶴

田島　信良
白浜　良兼

橋本　了一
牛島　利彦

ゲートボール優勝メンバー
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スマイルしろいし商品券給付のおしらせ

「ゾンビランドサガ」デザインマンホール設置
　　道の駅しろいし

　コロナ禍における原油価格・物価高騰等の影響を受けた町民生活の負担軽減と地元経済の活性化
を目的に、町民の皆さんに『スマイルしろいし商品券』を給付します。

　5月18日、佐賀県を舞台にしたTVアニメ『ゾンビランドサガ』の
オリジナル描きおろしデザインマンホールが道の駅しろいしに設置
されました。
　キャラクターは、作中に登場するアイドルグループ「フランシュ
シュ」メンバー水野愛（みずのあい）ちゃん。たまねぎ・れんこん
がモチーフになっています。
　道の駅しろいしにお越しの際には、『ソンビランドサガ』マンホ
ールをぜひご覧ください。

※商品券取扱店舗については、商品券に同封されている「商品券取扱店舗一覧」をご覧ください。
　町ホームページと白石町商工会ホームページにも掲載しています。（6/23現在、町内201店舗で利用可能）

「スマイルしろいし商品券」取扱店舗随時募集中！
詳しくは白石町商工会または役場総合戦略課まで

8月初旬から
    
令和4年12月31日(土)まで
    
一人につき5,000円(500円券×10枚綴)

令和4年6月1日現在、白石町の住民基本
台帳に登録がある人(外国人を含む)

世帯主あてに世帯全員分の商品券を同封し郵送

『スマイルしろいし商品券』取扱事業者の
登録をしている店舗等(白石町内)

給 付 開 始 日

使 用 期 限

給 付 額

給 付 対 象 者

給 付 方 法

利用できる店舗

問 総合戦略課 重点プロジェクト係　TEL 0952-84-7132

問 商工観光課 観光係　TEL 0952-84-7123
▲設置されたデザインマンホール

■申込方法
　　　　　各講座の申込電話先へ電話して下さい。
　　　　　7月25日(月) 15:00まで（土日を除く）
　　　　　白石町内に在住または勤務している人

申 込 先
申込期限
対 象 者

・応募多数の場合は抽選となります。
・事情により中止又は延期する場合があります。
・各講座とも申込先でのみ受け付けます。
・電話が混雑する場合があります。ご了承下さい。
・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。

受講者募集のご案内
新しい趣味や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。
｢夏の講座｣令和

4年度

トリム体操

8月6日(土)　10:00～12:00日　時

有明公民館係　0954-65-3135申込電話先

有明公民館　2階ホール
無料

小森　マリ子　氏
20人

場　所
参加料 定　員
講　師

トリム体操は、心身ともにバランスのとれた健康体へと
導いていくことを目的とした体操です。
高齢者や運動の苦手な人、誰でも、どこでも、いつでも、
楽しく無理なくできる体操です。
皆さんの参加をお待ちしています。

アロマワックスカップ作り体験

8月7日(日)　10:30～12:00日　時

国スポ・全障スポ推進係　0952-84-7129申込電話先

福富ゆうあい館　研修室
1,500円
本村　美穂　氏

10人
場　所
参加料 定　員
講　師

溶かしたワックスにお好みのアロマを混
ぜて花で飾りつけするアロマワックスカ
ップ。素敵な香りで気分も晴れやか♪世
界にひとつだけのカップを作ってみませ
んか。

IHを使った料理教室～和のおもてなし～

9月8日(木)　10:30～12:00日　時

白石公民館係　0952-84-6925申込電話先

白石町総合センター農産加工室
無料

九州電力（株）武雄営業所ホームアドバイザー
12人

場　所
参加料 定　員
講　師

簡単な和食の料理でおもてなしをしませんか。九州電力
からの電気のお話しとIHを使った料理教室です。応募多
数の場合は、初めての人を優先し抽選となります。

明日からできる！暮らし愉しむカラー講座

9月13日(火)　10:00～12:00日　時

白石公民館係　0952-84-6925申込電話先

白石町総合センター集団指導室
無料

瀬戸口　康子　氏
15人

場　所
参加料 定　員
講　師

ファッション、インテリア、食事、身の回りにあるたくさ
んの色。コツをつかんで、ちょっとカラフルな元気の出る
暮らしを試してみませんか。色で印象は変わります。自分
に似合う色を見つけて、色を味方にしませんか。

親子料理教室

8月20日(土)　10:00～12:00日　時

生涯学習係　0952-84-7129申込電話先

福富ゆうあい館　調理実習室
1人500円
管理栄養士　中尾　美恵　氏

親子10組（20人）
場　所
参加料 定　員
講　師

【参加対象】小学4～6年生と保護者（祖父母可）
「忙しいお母（父）さんの手助けができたらいいなぁ」
と、思っているお子さんに、「少しは私の手伝いをして
くれてもいいのに」と思っているお母（父）さんに、家
ではその一言が中々言えない親子の為に、楽しく、自信
が持てる逸品料理ができるように応援します。

親子で楽しむアートクラフト

8月21日(日)　10:00～12:00日　時

福富公民館係　0952-87-2149申込電話先

福富ゆうあい館　研修室
1組850円
NPO法人みんなの森プロジェクト

親子10組（20人）
場　所
参加料 定　員
講　師

親子で協力しながら作品を作り、自然体験
活動を通して夏休みの一日を楽しく過ごし
ませんか。※今回は、「フォトフレーム」
と、「どんぐりたまご」作りを予定してい
ます。祖父母参加も可能です。
※小学3年生以下の子どもさんは保護者同伴でお願いします。
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問 総務課 危機管理・防災係　TEL 0952-84-7111

問 総務課 危機管理・防災係　TEL 0952-84-7111

　7月31日（日）に開催される、第37回佐賀県消防操法
大会に杵藤地区を代表して出場する選手団の結団式
を開催しました。
　本部団員は、全国大会出場を目指し、5月9日から訓
練に励んでいます。町民の皆さんの熱い声援をお願い
します。

※消防操法とは・・・火災消火のため消防ポンプ車や可
搬ポンプの取り扱い及び操作の手順を習得する訓練

　7月13日（水）～7月22日（金）は夏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。県内では、交通死亡事故が多発し
ています。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。

▲選手宣誓を行う久原真一団員

▲訓練の様子

令和４年 夏の交通安全県民運動実施します！！

白石町消防団本部が消防操法大会に出場します！！

　行政区、自治公民館等の地域団体がおこなう地域課題の解決や地域の活性化につながる新たな取り組み
に対し、町から補助金を交付します。
■対象事業　下記の事項を全て満たすもの
　　　　　　・地域課題の解決や地域の活性化を目的とする取り組み
　　　　　　・自立運営を見込んで新たに立ち上げる事業、または既存の事業の拡充を行うもの
　　　　　　※地域課題の解決や地域の活性化を目的とする取り組みが広く対象になります。
■補助率　　①地域づくり団体活動支援補助金
　　　　　　補助対象事業費の90％を町が補助（１団体あたり3万円を限度）
　　　　　　②地域づくり団体活動支援補助金（連携枠）
　　　　　　補助対象事業費の90％を町が補助（１団体あたり10万円を限度）
　　　　　　※各団体同士の連携による地域課題解決の取り組みに対し、補助金を交付します。
■申請対象　行政区、自治公民館、婦人会、老人会、ＰＴＡ、ＮＰＯ法人、市民活動・ボランティア団体などの
　　　　　　組織や団体
■申請期限　随時受付（予算が上限に達した場合は募集を終了します）
■申請書類　地域づくり団体設立・活動支援事業費補助金交付申請書（実施計画書を添付）
　他にも要件等がありますので、詳しい要件や申請様式については、総合戦略課白石創生推進係まで
お問い合わせください。

令和４年度 地域づくり団体設立・活動支援事業への

　　   取り組みを募集します

伝言板 おはなし会
■日時　7月17日（日）10：00～
■場所　有明公民館　１階　大和室
■内容　人形劇「うりこ姫とあまんじゃく」
　　　　大型絵本、紙工作など

※新型コロナウイルス対策のため、マスク着用でご来場ください。
　状況によっては、人数制限をする場合があります。ご了承ください。

問 ありあけおはなしキャラバン代表 片渕　090-1080-1844

参加無料

問 総合戦略課 白石創生推進係　TEL 0952-84-7132

　5月24日、白石町役場で令和4年度第1回白石町まち・
ひと・しごと創生推進会議が開催されました。この会議
は、白石町の人口減少問題への対応策として策定してい
る「白石町まち・ひと・しごと創生総合戦略」へ広く関係
者の意見を反映させるために設置しています。今回は、
役場から第2期（令和2年度～令和6年度）白石町まち・
ひと・しごと創生総合戦略の一部改正や進捗状況の説明
を行い、委員の皆さんに内容の確認をしていただきまし
た。この会議の内容は、町ホームページでも随時公開し
ていきます。

令和４年度　第1回 白石町まち・ひと・しごと創生推進会議が
　　　　      開催されました

問 総合戦略課 白石創生推進係　TEL 0952-84-7132

▲話し合いの様子
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home
education
COLUMN

家　庭　教　育　コ　ラ　ム
シリーズ⑭

　　　　　   　　性の健康教育について思う
　　　　　　　　　　　　　　　　大隈レディースクリニック院長　　大隈　良成

　今から約20年前（今のお父さんお母さんが思春期の頃）10代の性交経験率が最高となり、そ
れに伴って望まない妊娠による人工妊娠中絶（以下、中絶と記す）やクラミジアなどの性感染症
はうなぎ上りに増えていました。佐賀県でも2006年に10代の中絶率が全国でワースト１となり
大きな問題となりました。そこから行政（佐賀県教育庁）、佐賀県医師会、佐賀県産婦人科医会
が話し合いを持ち、2010年より佐賀県内の全ての中学校、高校で共通スライドを用いた性の健
康教育が始まりました。内容は望まない妊娠と性感染症を防ぐことが中心となりました。その後、
今でもこの取り組みは継続されており10年くらいの時を経て、現在は佐賀県の10代、20代の中
絶率はかなり下がってきました。
　全国的にも若者の中絶は減ってきておりますがこれは性の健康教育が浸透してきたお陰かと思
っていましたが、それだけではなく今の若者が性に対して「草食化」したのではないかと言われ
ております。「肉食系」（性的な衝動、行動が激しいタイプ）に対する「草食系」（性的なこと
に淡泊、消極的なタイプ）です。スマホ、LINE全盛期の現代、人とのコミュニケーションが苦手
で傷つきやすく、誰かに「好き」とか「つき合って下さい」と言って断られて傷つくより二次元
の世界（パソコンやゲーム等の世界）を好む若者が増えてきていると言われています。二次元で
あればリセットが効きますし、自分が傷つくことはありません。
　こうしてリアルな人間関係、恋愛関係を苦手にしている結果が性的な行動を消極的にしており、
その結果、中絶率が下がってきているばかりでなく、未婚率が上がり少子化にもつながっている
のではという分析もあります。
　こうして考えると果たして「これは駄目、あれは駄目」と怖さだけを教える性の健康教育だけ
でいいのかという問題に直面します。保護者の皆さんも子どもさんが10代の頃は我が子が性的
な行動に走ってないか、望まない妊娠や性感染症など不安になられるかと思います。一方その子
どもさんが30歳位になってくると今度は「うちの子は付き合っている人はいないのだろうか？
結婚する気があるのだろうか？」と不安になられることかと思います。
　勿論、結婚だけが全てではないので様々な選択肢があっていいと思います
し、多様性があって然るべきですので必ずしも男女というくくりばかりでは
ないと思います。
　こうした意味で性の健康教育も曲がり角にさしかかっております。望まな
い妊娠、性感染症など性にまつわる危険性だけを伝えるのではなく、コミュ
ニケーションスキルを教え、お付き合いすることの楽しさ、性の素晴らしさ
も伝えていくことが必要になってきていると思います。
　こうした相反することをどのようにして伝えていくか難しい問題です。そ
うした意味では大人が幸せな姿を見せていくことも大切な性の健康教育に繋
がりますので皆さんどうぞよろしくお願い致します。

補正予算のお知らせ

女性相談窓口を設置しました

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中
で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て
世帯に実情を踏まえた生活支援を行うため、児童1人
につき5万円を支給します。

　新型コロナウイルスワクチンの追加接種（4回目
接種）に必要な費用を増額補正します。

【主な補正予算の内容】　【新】は、今年度から新たに取り組む事業で、当初予算で計上していない経費です。

低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活
支援特別給付金給付事業　【新】

16,642千円
担当:保健福祉課　福祉係　0952-84-7116

　新たに独立就農する農業者の経営発展を支援す
るため、機械・施設などの整備に補助金を交付し
ます。

経営発展支援事業　【新】
33,750千円

担当:農業振興課　振興係　0952-84-7121

新型コロナウイルスワクチン接種事業費
28,540千円

担当:保健福祉課 健康づくり係　0952-84-7116

令和４年度６月補正予算

■一般会計補正予算（第２号）

補正前の予算額
15,062,500

補正額
144,194

補正後の予算額
15,206,694

（単位：千円）

問 企画財政課 財政係　TEL 0952-84-7112

問
アバンセ女性総合相談　　　　 TEL 0952-26-0018
総合戦略課　白石創生推進係　TEL 0952-84-7132

　　６月の町議会定例会に提案し、可決されました。

　家庭や職場でのトラブル、子どもに関すること、夫や交際相手から
の暴力（ＤＶ・デートＤＶ）など、誰にも話せず一人で悩んでいませ
んか。女性の皆さんの様々な悩みについて職員が一緒に考えます。相
談内容は厳守しますので、安心してご相談ください。
　相談を希望する人は、総合戦略課までお電話ください。
　役場への相談が難しい場合は、佐賀県立男女共同参画センター（アバ
ンセ）でも受付ていますのでぜひご利用ください。
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●7月の休館日

ゆうあい図書館
図書紹介

7月

8月

/11日(月)/19日(火)/20日(水)
/25日(月)/28日(木)
/1日(月)/8日(月)

開館時間：10:00～18:00

・7月5日～8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

●ゆうあい図書館　おはなしの部屋
7月のおはなし会　
9日(土)、23日(土)　10:30～

北条政子
加来 耕三/企画・構成・監修
瀧 玲子/作画　ポプラ社
　鎌倉幕府を開いた源頼朝の妻・
北条政子。頼朝の武家政権樹立を
支え、その死後も幕府を危機から
守り続けた“尼将軍”の一生をマン
ガでわかりやすく描く。解説、豆
知識、年表等も収録。

うんちってえいごでなんていうの？
平田 昌広/文　中谷 靖彦/絵　
講談社
　英語の先生だった、ぼくのお
じいちゃん。「英語でなんてい
うの?」って聞いてみたら…。
空は、sky(スカイ)。太陽は、
sun(サン)。英語にはすべてふり
がながついた、子どもが英語好
きになるきっかけとなる絵本。

その扉をたたく音
瀬尾まいこ/著　集英社

図書紹介 威風堂々（上）幕末佐賀風雲録
　　　　（下）明治佐賀風雲録
著者/伊東　潤　発行所/中央公論新社

　ミュージシャンへの夢を捨てきれず怠
惰な日々を送る宮路は、演奏に訪れた老
人ホームで、神がかったサックスの音を
耳にする。吹いていたのは介護士・渡部
だった。ホームに通い始めた宮路は…。
『小説すばる』連載を加筆・修正。

歯の矯正をしたらどうなるの？
ハリエット・ブランドル/作　ほるぷ出版　(からだとはたらくどうぐたち)
　奥歯の「キュウ」と、ブラケット装置の「ブラッチ」が案内役になって、ブラ
ケット矯正のやり方やしくみ、やっていいこと・ダメなことなどを紹介。当事者
の立場を想像しながら、バリアフリーへの理解を深めることができる絵本。

　名君と謳われた佐賀藩
主・鍋島直正に見いださ
れ、日本の未来を拓いた
男、近代国家・日本の礎
を築いた偉人「大隈重信」
の波瀾万丈な生涯を描い
た歴史小説です。

　ゆうあい教室　
（ニュースポーツをしよう♪）
日時：7月24日(日)13:30～15:30
場所：ゆうあい館　参加費無料

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

5月分 0件

0件
0円

2件
9,000円0円

4件
16,000円

1件
5,000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

3件
14,000円

5件
21,000円4年度累計

5月分 0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

1件
5,000円

1件
5,000円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

1件
3,000円

1件
3,000円

0件
0円

0件
0円

2件
8,000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

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

7月15日（金）～29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

■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。

※6月30日（木）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

「野菜をしっかりとりましょう」 白身魚のたっぷり野菜あんかけ
食物繊維、ビタミン類が豊富な野菜類は、野菜350ｇ（そのうち緑黄色野菜150ｇ）、きのこ50ｇ、
海藻50ｇが一日の摂取目安量で、一食あたり合わせて150ｇ取ることが理想です。
　　　　　　毎回の食事で、野菜をたっぷり使った料理を2皿以上取ることを意識して食べるよ
　　　　　　うにしましょう。

白身魚
こしょう…魚にふる
片栗粉　…魚にまぶす
油
(野菜あん)
にんじん…千切り
玉ねぎ…うす切り
ピーマン…千切り
赤ピーマン…千切り
しめじ…いしづきを取りほぐす
　　だし汁
　　しょうゆ
　　酒
　　みりん
　　さとう
しょうが…おろす
　　片栗粉
　　水

‥‥‥‥‥‥‥‥240ｇ(4切れ)
　　　‥‥‥‥‥適量
　　　　‥‥‥‥適量
‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ1

　　‥‥‥‥‥‥120ｇ
　　‥‥‥‥‥‥80ｇ
　　‥‥‥‥‥‥80ｇ
　　‥‥‥‥‥‥40ｇ
　　　　　　　‥80ｇ
‥‥‥‥‥‥‥‥120㎖
‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ1
‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ1
‥‥‥‥‥‥‥‥小さじ1
‥‥‥‥‥‥‥‥小さじ2
　　‥‥‥‥‥‥4ｇ
‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ1
‥‥‥‥‥‥‥‥40㎖

■材料：4人分

■作り方
①フライパンに油をひき、白身魚を焼く。※焼き色がついたら返して、裏面も焼く。
②①を皿に盛っておく。③フライパンを拭いて、油をひき、にんじん、玉ねぎ、しめじ、
ピーマンの順に炒める。④野菜がしんなりしてきたらＡとしょうがを加え、沸騰した
らＢでとろみをつける。⑤②の上に④をかける。（1人分：エネルギー　133kcal　塩分0.8ｇ）

A

B

健康レシピ

カ おいしい
ン
タン
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白石新四国八十八ヶ所④
（第7番～第9番）

あ わのくに

あ しゅう

ほっかいじょういん ぜんじょう めいそう

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。

　法界定印（禅定印‐瞑想を示す）を
結びます。□内の文字は風化して読めま
せん。方形台座の側面が欠損しています。

ろっぴ 

こうぼうたいし ざ ぞう

じょさいしょうふく ほうじゅ
　６本の腕（６臂）があり、上段右腕は斧
（除災招福）を握り左手に宝珠？を乗せ、
中段両手は胸前で合掌し、下段両手に
鉄鉢（腹病を治す）を乗せます。方形台座
の側面が欠損しています。現在の基礎は
別のものの転用で、本来の基礎は右隣
の「弘法大師」坐像に転用されています。
　「世話人」を「世主（施主）」と刻みます。
山口倉吉・江口豊吉両人は、第７番の世
話人にもなっています。

VOL.205

〈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

しも こうしょう くまだに

だい し どう じゅらく あ  み だ にょらい

せんじゅ 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
　　第七番
（正）本尊阿弥陀如来
　　　阿州
　　　　　十楽寺
　　福富下村
　　　　　小野平兵エ
　　　　　山口倉吉（左）
世話人江口豊吉

　　　　　班　伸助

第8番　下区・光照寺（熊谷寺‐千手観世音菩薩）

第７番　東区・だるま坂大師堂（十楽寺‐阿弥陀如来）

　　明治十五午年 
（右）　大世話人　
　　大戸村喜多和十
　　第八番
（正）本尊千手観音
　　　阿州
　　　　　熊谷寺
　　福富下村
　　　　　　山口倉吉（左）
　世主　

　　　　　　江口豊吉

■創　立：明治９年
■校　長：小川　修
■児童数：122人（R4.4月現在）
■住　所：白石町大字戸ケ里1493番地1
■HPアドレス
　https://www.education.saga.jp/hp/ariakenishi-e/

学校教育は今

子どもたちへ　　　　
起き上り小法師に学べ　
転ぶたびに起き上る力と気力を
挑戦せよ　目の前のすべてに　
君のなすべきことに　自らの弱き心に

Try ＆ Error ＆ Cheer
トライ　アンド　エラー　アンド　チアー

大人も子どもも失敗を恐れず失敗から学び、そして何度でも
やってみる。周りはそんな人を応援する！「ドンマイ」「大
丈夫！」「またやってみよう！」の声で。
トライ＆エラー＆チアーにはこのような願いが入っています。日々の授業を構
成していくのは当然我々教師です。ですから私たちも意識改革が必要です。

【学校教育目標】
笑顔であいさつ　さわやか西小っ子を育てる　チーム有西！
～思いやりと活気、やる気を育てる教育活動の推進～

【その一】教師の意識を『教える』から『学ばせる』へ変える
　教師が一番時間をかけている業務は、授業準備です。明日の準備はもちろんですが、１か月先とか学期毎とか短期
・長期の授業内容を見通して計画を立て、そしていくつかの教科の準備を同時に進めていきます。一番難しいのは、
教材とどのように出合わせるかです。子どもたちがちょっとした疑問を持ったり、おもしろそうと興味を示したり
するような出合いをさせたいと考えています。
【その二】子どもが『授業を受ける』から『授業は自分たちのもの』と意識を変える
　より授業が楽しくなるためにはどうすればよいか。「楽しい」という言葉の意味は、わからなかったことがわか
るようになる楽しさ、できなかったことができるようになる楽しさ、だけではなく、学びの内容そのものにトライ
する楽しさがあります。『今持っている自分の力』でどこまでできるかやってみる時、“むずかしいなあ～”とか“う
まくできないなあ～”と思う段階にも楽しさがあるのです。例を挙げると、体育の跳び箱運動で技ができない時、何
度も何度も練習している子どもがいます。その子は技に挑戦することそのものを楽しんでいるということです。算
数でも同様に、問題に出会ったとき、これまで学んだ力（子どもが今持っている力）を使ってどうにかして答えを
導きだそうとします。その悩んでいる時間そのものを楽しむということです。
　授業は、「受けるもの」という意識から「自分（達）の力でどうにかするもの」という主体的な意識へチェンジ
する必要があります。

［有明西小学校］

意識を変える

『百聞は一見に如かず』という諺がある
ように、座学だけで終わるのではなく様
々な体験活動にトライする一年にさせた
いと思います。
　低学年の生活科の学習や中・高学年の
総合的な学習の時間での「体験活動」の
充実を図ります。体験活動で大切なこと
は、“うまくいかないこと”を学ぶことで
す。わからない、うまくいかない、でき
ない、ことと出合うからこそ疑問が生ま
れ、別の手段を考える力が育つのです。
どんどんトライし、たくさん失敗し、そ
してまたトライする！そんな逞しさを育
てていきたいと思います。
【写真は令和３年度の活動の一部】

体験活動の充実

ふながたこうはい
　法界定印（禅定印‐瞑想を示す）を
結びます。舟形光背上部と方形台座の
正・左側面が欠損し、竿石正面が割れ
ています。

だいこう ほうりん ね はん しゃか

第9番　中区・大弘寺（法輪寺‐涅槃釈迦如来）
　　明治十五午年 
（右）　大世話人　
　　大戸村喜多和十
　　第九番
（正）本尊釈迦如来
　　　阿州
　　　　　法輪寺
　　福富中移中
　　　　　田中倉右エ門（左）
世話人川﨑要十

　　　　　溝口文左エ門

大豆の植え付け体験。収穫後は味噌に
変身！

社会科で実際に米作り体験！

長崎県のイメージは「平和」「歴史」
「食文化」。社会科で学んだ長崎の歴
史や郷土料理、戦争遺構など自分たち
で行き先を決め、その場所を探し、見
たり触ったり、実際に食べたりして確
かめる学びを行いました。

マイスターに手ほどきを受けながら
お店とまったく同じ材料で羊羹作り
に挑戦！
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8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。

7月7日(木)・14日(木)・
　  21日(木)・28日(木)
10：00～16：00
（12：00～13：00は昼休み）

7月の相談日
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相談日 他の町でも相談できます

健康食品等の「定期購入トラブル」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＞
・通信販売にクーリングオフ制度はありません。
・解約や返品は通信事業者の広告に書かれている特約に従うことになります。解約の申し出時期や方法が
　決まっている場合があるので確認が必要です。
・初回低価格の場合は定期購入になっている場合が多いので、申し込みの際は、契約内容や解約条件よく確認
　しましょう。
・未成年者は親の同意を得てから注文しましょう。
・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
ネットでマウスウォッシュが100円だったので注文したところ、約6,000円の同じ商品が再度届い
た。合計5回、約20,000円の商品をとらないといけないことが分かった。
事例2
テレビショッピングを見て「初回限定価格」の言葉に惹かれ、健康食品を申し込んだが実は定期購
入だった。2回目が届いたが返品して解約したい。

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)

72022
July くらしのカレンダー 7/5▶ 8/10

※6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
7月 10日

17日
　18日
24日
31日

8月  7日

日
日

月・海の日
日
日
日

いけがみ内科クリニック
有明医院
順天堂病院
武岡病院

白石共立病院
カタフチ医院

白石町
白石町
大町町
江北町
白石町
白石町

0952-87-2107
0952-84-2842
0952-82-3161
0952-86-3013
0952-84-6060
0952-87-2233

保健福祉課
健康づくり係
0952-
８４-７１１６

日 月 火 水 木 金 土
5 6 97 8

10 11 12 13 14 15

17 18 海の日

◆消費生活相談
　　10：00～16：00
★住民健診
　有明ふれあい郷
　〈受付〉8：30～10：30
　子宮頸がん検診のみ
　（受付）10：00～
　乳がん検診なし

16

19 20 21 22 23

24 25 26

31

7 8 9 10

1 2 43 5 6

27 29 3028

◆消費生活相談
　　10：00～16：00
★住民健診
　　〈受付〉
　8:30～10：30
　子宮頸がん検診のみ
　（受付）10：00～

◆消費生活相談
　　10：00～16：00
★乳児健診
　　 〈受付〉
　13：15～13：40
　［R4.3月生］
　母子健康手帳、健やか
　親子21アンケート

◆人権相談・行政相談
　　9：00～12：00

◆消費生活相談
　　10：00～16：00
★1歳6ヵ月児相談
 　   〈受付〉
　12:45～13：30
　［R2.11～12月生］
　母子健康手帳・問診票・
　尿

相
●おれんじ茶屋
　　10：00～11：30
★住民健診
　　〈受付〉
　8:30～10：30
　子宮頸がん検診のみ
　（受付）10：00～

健 総

★住民健診
　　〈受付〉
　8：30～10：30
　子宮頸がん検診のみ
　（受付）10：00～
　乳がん検診なし

総
★住民健診
　有明ふれあい郷
　〈受付〉8：30～10：30
　子宮頸がん検診のみ
　（受付）10：00～

★住民健診
　有明ふれあい郷
　〈受付〉8：30～10：30
　子宮頸がん検診のみ
　（受付）10：00～
　乳がん検診なし

総

★住民健診
　　〈受付〉
　8：30～10：30
　子宮頸がん検診のみ
　（受付）10：00～
●おはなし会
　ゆ10：30～
◆法律相談
　　10：00～12：00

ゆ

交

●おはなし会
　ゆ10：30～

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

交

健

●日本語交流教室
　　19：30～21：00
★住民健診
　　〈受付〉
　8:30～10：30
　子宮頸がん検診のみ
　（受付）10：00～
　乳がん検診なし

元

●日本語交流教室
　　19：30～21：00
★住民健診
　　 〈受付〉
　8：30～10：30
　子宮頸がん検診のみ
　（受付）10：00～

元

★3歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉
　12：45～13：15
　［H30.11月生］
　母子健康手帳・問診
　票・尿

健

相

相
★１歳児歯科健診　  
　    〈受付〉
　12:50～13：30
　［R3.7～8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

健

相

健

相

●夏期巡回ラジオ体操・
　みんなの体操会
　白石町総合運動場
　6：00～6：45
　応募して当選した人
◆法律相談
　　 10：00～12：00
★2ヵ月児相談
 　   〈受付〉13:00～13：30
　［R4.5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

●日本語交流教室
　　19：30～21：00

◆消費生活相談
　　10:00～16：00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

★住民健診
　　〈受付〉
　8:30～10：30
　子宮頸がん検診のみ
　（受付）10：00～

総 総

ゆ

ゆ
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EXPRESS
「働く」に踏み出す君を応援したい！　
さが若者サポートステーション

　「働きたいけど、どうしたらよいのかわからない」
「自信が持てず一歩を踏み出せない」など、働くこ
とについてさまざまな悩みを抱えている方をサ
ポートします。キャリアコンサルタント、公認心理
師、臨床心理士、社会福祉士などの様々な資格を有
した相談員が所属しています。まずはお気軽にご
連絡ください。
■対象
　働くことに悩みを抱えている15歳から49歳までの人
■対象地域　佐賀県全域
■相談料　無料
■相談受付　相談は原則予約制
■利用時間　月曜～金曜　11：00～18：00
　　　　　（毎月第2・4金曜日は、19：00まで）
■問合せ　
　さが若者サポートステーション　
　TEL 0952-28-4323
　佐賀市白山2丁目2-7 KITAJIMAビル 1階

　たけお若者サポートステーション
　（常設サテライト）
　武雄市武雄町大字昭和40-1

ひとり親のための「パソコン講座」受講生募集
　ひとり親家庭が安定した生活を得るため、一般就
労が困難なひとり親家庭の親に対して、子育てと仕
事の両立が図りやすいＩＴを使った在宅就業や就
労に役立つパソコン講座を開催します。
■対象者　佐賀県内在住のひとり親家庭
　　　　　（母子家庭・父子家庭）の親
　　　　　オンライン受講に参加できる人
■期　間　10月3日(月) ～12月5日(月)
　　　　　※土日祝祭日は休講
■時間・コース　
　①初級コース（9：30～12：30）
　②中級コース（13：30～16：30）
■受講形態　オンライン受講
　（お持ちのパソコン・スマートフォン・タブレッ
　　トを通して自宅で受講できます）
■募集人員　20人（初級・中級コース　合計）
■受講料　無料
　（パソコンは無料貸出、研修テキストは無料配布）
■そ の 他　インターネット接続費用を一部助成
■申込方法　郵送（申込用紙はセンターのホーム
　ページからダウンロードしてください）
■申込期限　9月5日（月）必着
■申込・問合せ　詳しくはホームページ　　　　
　https://www.ict-wsc.org
　または、電話にてご確認ください。
　特定非営利活動法人　ひとり親ＩＣＴ就業支援センター
　TEL 0952-32-0221（平日9：30～15：00）

高齢者に対する講習会
子育て支援講習
■期　日　
　8月23日（火）25日（木）26日（金） 3日間
■講習会場　
　西九州大学短期大学部佐賀キャンパス
　佐賀市神園3丁目18-15
■講習内容　
　専門家による子育ての知識等を習得することに
　より、子育て分野で活躍することを目指す講習
■締切日　8月10日（水）
■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
■受講料　無料
■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　
　7月17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。

情報

犯罪発生件数

うち窃盗犯
34件

25件

前年比  

＋1件

前年比  

前年比  

＋6件

3件

10件

1件

4件

－1件

前年比  

－3件

前年比

＋1件

前年比  

±0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

5月末現在

自宅や乗物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（9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　※15人
　電気保安サービス科　15人
　※8月生の人数も含みます。
■訓練期間　
　CAD/NCオペレーション科、溶接技術科、
　住環境CAD科　9月1日（木）～2月28日（火）
　電気保安サービス科
　　　　　　　　 9月1日（木）～2月17日（金）
■募集期間　7月26日（火）まで
■入所選考　8月3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

福祉のお仕事合同就職面談会開催のお知らせ
■日　時　7月13日（水）13：30～15：30
　　　　　（受付13：00～15：00）
■場　所　SAGAサンライズパークSAGA
　　　　　プラザ（総合体育館）
■内　容　参加求職者と参加事業者との面談会
　福祉関連資格の取得方法並びに福祉分野の仕事
　内容についての相談
■参加者　
　①高齢者施設、子どもの施設、障害を持った方
　　の施設、病院、在宅ケアなどの仕事を求める人
　②福祉関連資格の取得方法や仕事の内容につい
　　て知りたい人
　③令和5年3月大学、短期大学、専修学校等の卒
　　業予定者で①および②を希望する学生等
　④大学、短期大学、専修学校等の進路指導担当者等
■参加事業所　
　老人福祉施設、老人保健施設、児童養護施設、
　保育施設、障害者支援施設、病院、在宅介護サー
　ビス事業所等
■問合せ　
　佐賀公共職業安定所　人材確保対策コーナー　
　TEL0952-24-4362
　佐賀県社会福祉協議会　福祉人材・研修センター
　TEL0952-28-3406

准看護科令和5年度入学生募集
■入学試験　社会人入学試験（一次）
■募集人員　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】
■受験資格　年齢23歳（令和5年3月31日現在）
　以上で、職業歴（主婦業などを含む）がある人、
　且つ看護職になる意思が明確であり、学習意欲
　のある人。
■願書受付期間　8月15日（月）～8月26日（金）　
　　　　　　　　（9：00～16：00）
■試験日　9月3日（土）
■試験会場　武雄看護学校　
　　　　　　武雄市武雄町昭和297
■申込・問合せ　
　武雄看護学校　TEL 0954-23-7171

放送大学10月入学生募集
　10代から90代の幅広い世代、約9万人の学生
が、大学を卒業したい、学びを楽しみたいなど、
様々な目的で学んでいます。心理学・福祉・経済・歴
史・文学・情報・自然科学など、約300の幅広い授業
科目があり、1科目から学ぶことができます。資料
を無料で差し上げています。お気軽にお問い合わ
せください。
■出願期間　
　第1回　8月31日まで　第2回　9月13日まで
■申込・問合せ
　放送大学佐賀学習センター　
　TEL 0952-22-3308

法務局における「自筆証書遺言書保管制度」を
ぜひご利用ください！

　紛失や改ざんを防ぎ、ご自身の意思を実現する
ことができる、あなたの大切な「遺言書」を法務局
が守ります。ぜひ、ご利用ください。詳しい内容は、
佐賀地方法務局ホームページ又は電話でご確認く
ださい（要予約）。
■手続予約および問合せ
　佐賀地方法務局武雄支局　
　TEL 0954-22-2435

情報
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●世帯
●人口
　男性
　女性

（＋10）
（－29）
（－21）
（－8）

7,753世帯
21,907人
10,370人　
11,537人　
R4年5月末現在（対前月比）
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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

7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
8月1日（月）～7日（日）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）

9月生まれの子どもの写真を募集します♪

ぷにぷにほっぺの可愛いはるくんお誕生日
おめでとう♪たくさん食べてすくすく大きく
なってね！大好き♡

笑顔がかわいい♡みこちゃん。
お誕生日おめでとう！！これからもその笑顔
と変顔でみんなを幸せにしてね！

5歳のお誕生日おめでとう！！笑顔が素敵
な由莉くん、これからも沢山遊んで、沢山
食べて元気に過ごしてね♡

3歳のお誕生日おめでとう！！食べることが
大好きな千ちゃん、これからも沢山食べて
元気に大きくなってね♡
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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。

1歳の誕生日おめでとう！ 
いつもニコニコ笑顔で癒してくれて
ありがとう！大好き♡

お誕生日おめでとう！
ニコニコ笑顔の可愛いあおちゃんが大好き
だよ♡これからも元気に大きくなってね♪

近
藤 

由
徠 

ち
ゃ
ん 

１
歳

（
令
和
3
年
7
月
6
日
生
ま
れ
）

こ
ん
ど
う 

ゆ 

ら

野
口 

葵
衣 

ち
ゃ
ん 

1
歳

（
令
和
3
年
7
月
6
日
生
ま
れ
）

の
ぐ
ち   

あ
お
い

1歳の誕生日おめでとう！
みなとはパパとママの宝物だよ。
いっぱい食べて大きくなってね。
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  しろいしキッズ
  しろいしキッズ
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