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大雨の前に再確認/災害警戒レベルについてカラフルっていいね！！　
［写真］春の講座
　　　「カラフルで華やぐ春の寄せ植え」
　　　　　　　　　　　　  （22ページ）



　これから大雨が降りやすい時期をむかえますが、近年、全国各地で豪雨による被害が発生しています。
白石町でも、毎年のように大雨による冠水被害などが発生しており、今年も大雨被害が心配されます。
今回は、町からどのような方法でどのような防災情報が発信されるのか再確認してみましょう。

問 総務課 危機管理・防災係　TEL 0952-84-7111

～ 町が発信する防災情報について～

防災行政無線

携帯電話の緊急速報メール ケーブルテレビ・町ホームページ

防災ネット「あんあん」

緊急放送受信機の設置について

大雨の前に再確認

※1　市町村が災害の状況を確実に把握できるものではない等の理由から、警戒レベル5は必ず発令される
　　　情報ではありません。
※2　避難指示は、これまでの避難勧告のタイミングで発令されることになります。
※3　警戒レベル3は、高齢者等以外の人も必要に応じて避難の準備を始めたり、危険を感じたら自主的に
　　　避難するタイミングです。

　町では、防災行政無線を屋内に放送する緊急放送受信機の設置を進めています。希望する人で申請が
済んでいない人は、無料で設置ができますので早めにお申し込みください。
　また、すでに受信機を設置している人で、転居等で受信機が不要になった場合は返却が必要です。
　詳しくは、総務課 危機管理・防災係までお問い合わせください。

　災害の危険性が高まった場合に、町の防災無線等で避難情報や取るべき行動などを、５段階の警戒
レベルを使ってお知らせしています。
警戒レベル4の避難指示で危険な場所から全員避難してください。
　なお、避難に時間がかかる方は、警戒レベル3の高齢者等避難で避難を開始してください。
　避難準備情報が発令されていなくても、身の危険を感じる場合は安全な場所に避難を開始するなど
早め早めの行動をお願いします。

　災害発生時には自宅の倒壊やライフラインの停止などで普段通
りの生活ができなくなる場合があります。
　いざというときに備えて、非常用持ち出し品を準備しておきま
しょう。

(例)　非常食品　飲料水　携帯ラジオ
　　　救急医療品　貴重品　懐中電灯など

※詳しくは「白石町防災ハザードマップ　
　非常時持ち出し品の準備＆チェック表」をご覧ください。

　屋外に設置したスピーカーや家庭に設置した
緊急放送受信機から防災情報を放送しています。
※0800-2000-787
に電話をすると、直近の放送内容を
聞き直すことができます。
(通話料無料)

　町が避難指示などの緊急性のある情報を
発信する場合、白石町内の携帯電話にメール
で一斉に通知します。
（専用の警報音と、画面
　上の表示で通知します）

　ケーブルテレビにご加入の世帯は、11チ
ャンネル、12チャンネルで防災情報を放送
しています。また、町のホームページにお
いても緊急・防災情報を掲載しています。

　佐賀県が運営する気象情報や防災情報などを
配信するメールシステムです。利用には、
登録が必要です。登録は、http://esam.jpに
直接アクセスしていただくか、下記のQRコ
ードからアクセスしてください。
※白石町独自の防災情報も配信
　しています。受信機の

電池の確
認を！受信機の

電池の確
認を！

非常用持ち出し品の準備はお済みですか？

災害警戒レベルについて
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　マイナンバーカードは身分証明書として使えるほか、健康保険証としても使うことができます。また、今
ならマイナポイントの申込みもできますので、この機会にぜひマイナンバーカードを作りましょう！

　町では、民生委員の協力を得て、65歳以上の高齢者世帯を対象に、避難行動要支援者の調査を行っています。
地域の民生委員が9月下旬までに調査のため対象世帯を訪問しますので、ご協力をお願いします。

　令和元年・3年の豪雨時にトイレ等の排水設備の水が一時的に流れにくくなる事例が発生しました。 
このような状況は時間の経過とともに回復しますので、排水設備の水が引くまで、家庭からの排水をできる
だけ控えて下さい。
　しかし、排尿や排便を我慢すると、心とからだに大きな負担がかかります。 そのような時に必要になるの
が、簡易トイレや携帯トイレといった災害用トイレです。簡易トイレや携帯トイレは、中の便袋を交換する
ことで繰り返し使用でき、便袋は、レジ袋やポリ袋で代用できます。

　町内の個人宅や事業所、公民館などに役場職員が出向き、マイナンバー
カードの申請を受け付けています。役場窓口に来ることが難しい場合に、
ぜひご利用ください。

簡易トイレの特徴
ダンボールなどの素材でできており、
室内に設置できる持ち運びが可能な便座
のある小型トイレです。

避難行動要支援者
要配慮者のうち、災害が発生し、または発生する
おそれがある場合に自ら避難することが困難な人
で特に支援が必要な人

要配慮者
高齢者、障害者、乳幼児、
妊産婦、外国人等災害時に
特別な配慮が必要となる人

マイナンバーカードを作りましょう

マイナンバーカードの出張申請も受け付けています

(1)オンラインで申請する場合

(2)郵送で申請する場合

(3)本人が役場窓口で申請する場合

令和４年度　白石町障害者相談員の紹介

民生委員が避難行動要支援者の世帯調査に訪問します

白石町身体障害者福祉協会
問 長寿社会課 障がい福祉係　TEL 0952-84-7117

問 長寿社会課 高齢者係　TEL 0952-84-7117

問 生活環境課 下水管理係　TEL 0952-84-7118

　障害者手帳、補装具交付、福祉サービスに関すること等、障害者の相談を受ける相談員を紹介します。

会長　前田　弘次郎　090-3014-4856

　 氏 名 　
深 川 則 義
川 﨑 信 之
橋 本 　 　 博
前 田 弘 次 郎
森 　 　 武 治
溝 口 　 　 猛
中 溝 章 代
塘 　 秀 幸
井 﨑 え み 子

　　区　分　　

身体障害者相談員
 

知的障害者相談員

　 地 区 名 　
神 辺
揚 田
中 区
深 浦 東 分
牛屋東分中央
戸 ケ 里
宮 田
南 区
牛屋西分西南

避難行動要支援者とは・・・

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

■マイナンバーカードの申請方法
　申請方法はいくつかあります。自分に合う方法で申請してください。

備えていますか？　簡易トイレ・携帯トイレ

携帯トイレの特徴
便座がなく吸水シートや凝固剤で水分
を処理する便袋タイプのものです。

災害時こそ衛生面に気を付け、簡易トイレ・携帯トイレの備えをしましょう。

　交付申請書に必要事項を記入し、顔写真(裏面に氏名・生年月日を記入)を貼り付けて郵送してください。
　　送り先：〒219-8650　日本郵便株式会社　川崎東郵便局　郵便私書箱第2号
　　　　　　地方公共団体情報システム機構　個人番号カード交付申請書受付センター
※送付用封筒を窓口にも準備しています。
　カードの受け取り方法：役場から届く「交付通知書」を持って、窓口で受け取ります。
[POINT]お近くのポストに投函して申請完了

※15歳未満の場合、必ず親権者の同伴が必要です。その際、本人確認書類の原本が申請者と親権者それぞれ
　必要です。
　　受付窓口：住民課住民係
　　受付時間：平日9:00～12:00、13:00～17:00
 　持ってくるもの：公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類（必ず現住所が記載されたもの）および
　　　顔写真のない本人確認書類（健康保険証・介護保険証・子どもの医療費受給資格証・年金手帳・年金
　　　証書・学生証・母子手帳など）、マイナンバー通知カード、住民基本台帳カード(持っている人のみ)
　カードの受け取り方法：役場から申請者へ郵送します。
[POINT]無料で写真撮影を行います。カードを受け取るための来庁は不要です。
※顔写真付きの本人確認書類や通知カードが無い場合は、事前に相談してください。
※本人確認書類が不足した場合は郵送できません。再度窓口にカードを受け取りに来ていただくことになり
　ますので、ご注意ください。

　パソコンやスマートフォンを使って交付申請書の専用のQRコードから申請用ウェブサイトへアクセス後、
　顔写真を添付して送信してください。
　カードの受け取り方法：役場から届く「交付通知書」を持って、窓口で受け取ります。
[POINT]自宅で簡単、スマートフォンで撮った写真でOK
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■保育日時        
・7月21日（木）～8月31日（水）（祝日、日曜日を除く）       
　7:40～19:00        
　　（18時以降は、事前申請者以外は30分ごとに50円の延長料金が生じます）　    
 ※8月13日（土）、8月15日（月）は休みです。       
 ※開設場所については、参加人数確定後決定します。       
・土曜日 （申請者のみ）　        
　7:40～18:00 （時間延長はありません） ※土曜日のみの利用はできません。    
■利用料金 　　        
　夏休み（放課後学童保育を利用している人）
　夏休み土曜日利用（学童保育を利用している人で申請者のみ）
　夏休みのみ参加
　夏休みのみ参加土曜日利用（申請者のみ）
　延長料金（18:00～18:30）
　延長料金（18:00～19:00）
　傷害保険料    
■対象者　　小学校1～6年生 ※定員より多くの申込があった場合は、低学年を優先します。   
  （定員：福富80、白石75、六角45、須古45、北明80、有東40、有西35、有南25） 
■入所要件　昼間、保護者（父母・65歳未満の祖父母等）が就労などで不在の家庭    
■受付期間　6月6日（月）～6月21日（火）まで　（土、日、祝日を除く）     
■受付時間　8:30～17:15        
■受付場所　保健福祉課こども未来係        
　　　　　　申込書及び添付書類は役場保健福祉課で配布します。      
　　　　　　必要事項を記入し、雇用証明等と一緒に提出してください。     
　　　　　　同居の祖父母等が65歳未満の場合は、祖父母等の雇用証明書も必要です。   
　　　　　※現在学童保育を利用している方は、所属クラブで受付を行います。 

　毎年6月に現況届の提出が必要でしたが、令和4年度から公簿等で支給要件が確認できる場合には、現況届
の提出が不要となります。
　ただし、次に該当する人は、これまでどおり現況届の提出が必要となります。
●離婚協議中で、配偶者と別居している人
●配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が白石町と異なる人
●支給要件児童の戸籍がない人
●法人である未成年後見人、施設などの受給者の人
●その他、白石町から提出の案内があった人
上記の人には、6月上旬に現況届の用紙を送付しますので、必ず提出してください。
※公務員で所属庁から児童手当を受給している人は、勤務先へ確認してください。

　町の補助団体「白石町まちおこし運営委員会」では、町民が組織した地域づくり団体が町おこしを目的と
して行う事業に補助金を交付します。
■対象事業　町民の融和と町の活性化を図るまちおこし事業
■補助率　　まちおこし事業に要する経費（事業従事者の食料費は除く）の50％を町が補助。
　　　　　　ただし、上限20万円。
■申請対象　町民が組織した地域づくり団体
■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　白石町まちおこし振興事業費補助金交付申請書、
　　　　　　事業計画書、収支予算書
　　　　　　申請書類は町ホームページに掲載しています。
　　　　　　詳しくは商工観光課観光係までお問い合わせください。

　10月支給分より、特例給付の限度額が新たに設定されます。これにより、特例給付の該当から外れる場合
があります。詳しくは町ホームページをご覧ください。

夏休み期間の「学童保育」の
参加申込受付を行います

児童手当受給者の皆さんへ

現況届の提出が、原則不要となります！

特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられます！

問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

……………………………4,000円
………5,000円

…………………………………………………………5,000円
……………………………6,000円

………………………………………………500円
……………………………………………1,000円

……………………………………………………………年間 800円

問 保健福祉課 こども未来係　TEL 0952-84-7116

令和
４年度

★経営移譲年金・特例付加年金を受給している人・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　受給者本人が農地を取得するなどして農業を再開していないこと、農業所得の申告などの諸名義が経
営移譲の相手方に変更していること等を確かめ、現況届の『1．支給停止事由等に該当していないことの
自己チェック』、『2．受給権者の欄』に記入をして農業委員会に提出し、内容の確認を受けてください。

★農業者老齢年金を受給している人 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
　現況届の『受給権者の欄』に記入をして、農業委員会に提出してください。

　●提出期限　6月30日（木）まで
　●提出先　　役場2階　農業委員会事務局

農業者年金を受給している皆さんへ

農業者年金現況届の提出はお早めに！

「白石町まちおこし振興事業費補助金」
　　　　　　　　　　への取り組みを募集します

『現況届』は農業者年金の受給を継続するため、毎年提出しなければなりません。

現況届の提出を忘れると

11月の支払いから提出
するまでの間、年金の
支払いが差し止められま
すのでご注意ください。

現況届の提出時期は

6月1日～30日までに
農業委員会に必ず提出
してください。

現況届が届く時期は

5月末頃に農業者年金
基金から送付されます。

問 農業委員会事務局　TEL 0952-84-7127

問 商工観光課観光係　TEL 0952-84-7123
町ホームページ
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補正予算のお知らせ

　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に向
けて、全町民に1人につき商品券5千円分を給付し
ます。

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中
で、子どもを産み育てる家庭を応援するため、新生
児（令和4年4月1日から令和5年3月31日までに生ま
れた子ども）1人につき10万円を給付します。

【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。

スマイルしろいし商品券給付事業【新】
120,700千円

担当:総合戦略課 重点プロジェクト係 0952-84-7132

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、米
の需要が減少したことで、令和3年産米価が下落し、
収入が大きく落ち込んだ令和3年産米の作付農業者
等に、農業経営の安定を図るため、次期作（米、大
豆）の作付に対して補助金を交付します。

白石町米価下落対応次期作支援事業【新】
36,000千円

担当:農業振興課 農政係　0952-84-7121
　町内外の公園利用者がコロナ禍においても新しい
生活様式をふまえた公園利用ができるよう公園内わ
んぱく広場の複合遊具等を整備します。

ふくどみマイランド公園整備事業【新】
80,000千円

担当:生涯学習課 福富公民館係　0952-87-2149

新生児子育て応援特別給付金【新】
13,000千円

担当:保健福祉課　福祉係　0952-84-7116

●令和3年度3月24日補正予算

◎一般会計補正予算（第11号）

補正前の予算額
19,211,173

補正額
150,770

補正後の予算額
19,361,943

（単位：千円）

●令和3年度3月31日補正予算

◎後期高齢者医療特別会計補正予算（第3号）

補正前の予算額
351,975

補正額
4,332

補正後の予算額
356,307

（単位：千円）

問 企画財政課 財政係　TEL 0952-84-7112

　令和3年度の後期高齢者医療特別会計で保険料の確定による広域連合への負担金の補正について、専決処分を
行いました。このことについては、5月の町議会臨時会で報告し、承認されました。

●令和4年度5月補正予算

◎一般会計補正予算（第1号）

補正前の予算額
14,804,000

補正額
258,500

補正後の予算額
15,062,500

（単位：千円）

　5月の町議会臨時会に提案し、可決されました。

　特別交付税の確定による補正について、専決処分を行いました。このことについては、5月の町議会臨時会で
報告し、承認されました。

問 税務課 収納係　TEL 0952-84-7113

令和4年度　白石町税集合徴収の

納付書および納税通知書を送付します。
納付書で納付する人

口座振替で納付する人（現在、口座振替依頼を提出している人）

　白石町税集合徴収（住民税・固定資産税・国民健康保険税）の全期前納用納付書・第1期納付書および納税通
知書等を送付します。納付の方法は、次のとおりです。

納付書は、全期前納用納付書と1期分納付書（各月ごと納付用）を送付します。
納付の際は①、②のどちらかの納付書で納付してください。　　　　　　　
　①今年度の町税を全額納付する人は、全期前納用の納付書をご利用ください。
　②各月ごとに納付する人は、1期分納付書（各月納付用）をご利用ください。
　※両方（2枚）の納付書で納付した場合は二重納付となり、還付手続きに時間がかかる場合がありますのでご
　　注意ください。

便利な口座振替を推進しています。
口座振替への変更を希望する場合は、金融機関窓口で手続きを行ってください。金融機関での手続き後、
振替開始までしばらく時間がかかりますので、納付書が届いている間は納付書で納付をお願いします。

現在、各月末の口座振替をしている人のうち、今年度1期（6月分）
から口座振替による全期前納への変更を希望する人
現在、全期前納の口座振替で納付している人のうち、今年度1期
（6月分）から各月末振替への変更を希望する人

前年度全期前納で納付しており、今年度も前納で納付する人
前年度と同様に今年度も各月末の振替で納付する人

① 6月17日（金）までに
税務課収納係へ
ご連絡ください。

連絡は不要です。

②

③
④

設置が必要な場所は、寝室・
階段等※です。
※階段は、寝室が2階以上に　
　ある場合に必要です。

ひもを引っ張ったり、ボタン
を長押しすると、音声などで
正常に作動するかどうかを
知らせてくれます。

　佐賀県内すべての住宅に住宅用火災警報器が義務付けられてから令和4年6月1日で11年が
経過しました。住宅用火災警報器は、古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで火災を検知
しなくなることがありますので、機器本体を取り替えましょう。

命を守る住宅用火災警報器命を守る住宅用火災警報器
設置してますか？点検してますか？設置してますか？点検してますか？ ピーピー ピーピー

設置する場所(例) 点検方法寝室寝室

階段階段

問 白石消防署 予防係　TEL 0952-84-3283

10年経ったら
交換を！
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　今年度はどんな方法で健診を受診しますか？　受診までの流れをお知らせします。

☆ここ数年、7月の集団健診は比較的混雑しない傾向にあります。      
　また、10月の集団健診（10/12～17の４日間・土日除く）では全日程で乳がん検診がありません。 
　乳がん検診を希望する人は７月の集団健診での受診をお勧めします!！　※1日に先着55名

☆集団健診会場では、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日の間に生まれた男性は風しんの抗体検査がで
　きます。4月に送付したクーポン券を持参してください。（今までクーポン券を使用した人は対象外です）

　ここ数年のコロナウイルス感染症の拡大により、健診
受診者の減少が続いています。
　がん検診では、全国の統計で2020年度の胃がんの新
規登録患者数は2019年度と比べ、男性で11.3％、女性
で12.5％減少しています。
　大腸がん・肺がん・乳がん・子宮頸がんでも同じく患
者数が減少しています。
　これは、単純に｢がんの患者が減った｣というわけでな
く、健診や病院受診を控えたため、がんが発見できなか
ったケースが増加したことが一因と考えられます。
　身体への負担が少なく、早期に治療できるのはがん細
胞が１～２cmの１～２年間です。
　早期発見・治療で生存率は高くなります。
　これを機に、健診を受けてみませんか。皆さんの受診
をお待ちしています。

今年度受診可能な項目に〇が付いています。
乳がん検診は2年に1回、子宮頸がん検診は前回の検診結果により
検診間隔が異なります。    

健診について詳しく記載した「住民健診ガイドブック」は6月上旬に
全戸配布します。※健診通知には同封していません。
「住民健診ガイドブック」の内容は、
町ホームページからも確認できます。

＊年度末30歳～75歳の白石町国民健康保険加入
　の人に送付。

＊内容
　特定健診受診券・受診票・住民健診通知書
　検尿容器・健診に関するチラシ等   

＊年度末40歳～75歳の社会保険加入の人、保険
　に関わらず20歳以上の女性に送付。

＊内容
　住民健診通知書・健診に関するチラシ等

①対象年齢の人には加入している健康保険等によりどちらかの通知が届きます。 ＊今年度の健診を悩んでいる人にお知らせです！　
　「今日健診に行こう！」が叶う、予約不要の７月の集団健診は以下の日程です。

ここ数年、健診を受けていない人へ…

②健診通知が届いたら次の順番で健診受診の準備をしましょう
　STEP1　通知を開封し、今年受けることのできる項目を確認してください。

　STEP2　受診しやすい方法を確認して下さい。
　3つの健診方法から選んでください。

　STEP3　健診の詳細や注意事項をガイドブックで確認し、健診へ！

ま も な く 住 民 健 診 の   　 案 内 が 到 着 し ま す

問 保健福祉課健康づくり係　TEL 0952-84-7116

※受付時間が10:30までになりました。

※デザイン等が変更になることがあります。

町ホームページ

集団健診 町内で複数の健診を一度で受けたい人 予約不要の健診会場にて受診

個別健診 医療機関で受けたい人 電話で病院に予約

毎日健診 都合に合わせて複数の健診を一度で受けたい人 電話で健診機関に予約

◇　7月５日
7月６日
7月７日
7月８日
7月９日

◇７月11日
7月12日
7月13日

◇７月14日
◇７月15日

福富ゆうあい館
福富ゆうあい館
総合センター
総合センター
総合センター
総合センター
総合センター
有明ふれあい郷
有明ふれあい郷
有明ふれあい郷

福富地域
福富地域

白石・北明地区
白石・北明地区
白石町全地域
須古・六角地区
須古・六角地区
有明地域
有明地域
有明地域

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

火
水
木
金
土
月
火
水
木
金

日付 場所 受付時間 地区割(該当地区でなくても受診可能)

STEP2 の集団健診

男性(人)
女性(人)

2018年度
52,585
22,226

2019年度
53,238
23,237

2020年度
47,220
20,337

がん診療連携拠点病院等を含む
院内がん登録実施病院での胃がん登録数

出典：がん診療連携拠点病院等(小児がん拠点除く)の
　　   5大がんの全登録数の推移性別

本来見つかるべきがんが、
見つからなかった

可能性も…

△11.3％

△12.5％
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介護保険負担限度額認定の更新申請について

訪問健康相談のお知らせ

いただきます　人生100年 歯と共に

問

佐賀県後期高齢者医療広域連合
佐賀県佐賀市大和町大字尼寺1870　
TEL 0952-64-8476
https://www.saga-kouiki.jp/

問

杵藤地区広域市町村圏組合
介護保険事務所 給付係　　　　　
TEL 0954-69-8221
白石町役場　長寿社会課高齢者係　
TEL 0952-84-7117

はり、きゅう、マッサージ受診料の補助を
おこなっています。
■申請方法
　①住民課保険係の窓口で申請
　②郵送で申請
　　申請書と受診券の希望枚数に応じた返信用切手を同封して役場へ郵送
　　※切手を同封していない場合は郵送できません。
　　　交付枚数　1～5枚・・・84円切手　6～12枚・・・94円切手
　　（宛先）〒849‐1192　白石町大字福田1247番地1　白石町役場住民課保険係　宛
■交付要件
　①白石町に居住し、町税等の滞納がない人
　②申請１回につき12枚まで
　　　40歳未満　年間12枚まで
　　　40歳以上　年間24枚まで
　③有効期限は令和5年3月31日まで
　④受診券は900円の割引
　⑤１日１枚のみ利用可能
　※不正使用を固く禁じます。
■注意事項
　①受診券は受診者本人のみ利用可能
　②補助が受けられるのは健康保険適用外の施術に限る
　③受診券の管理は必ず本人または家族で適切に行うこと
　④一度発行した受診券の再発行は不可

受診券取扱い施術所
○鐘ヶ江はり灸リフレッシュセンター（福田) 
○門田鍼灸院（牛屋）　　　　　　　  
○有明三天鍼療院（新明）　　　　　   
○のざき鍼マッサージ（福田）　　　　　   
○なかみち指圧院（遠江）　　　　　   
○福富整骨院（福富）　　　　　　　   
○はり・きゅう院ＯＳＨＩＲＯ （廿治）
○NPO法人ハピネスト（福田）　
〇春うらら訪問・鍼灸・マッサージ（深浦）
〇白石鍼灸整骨院（福田）
 

0952-77-9014
0954-65-3288
0954-65-4669
0952-84-5888
0952-84-5390
0952-87-2080
080-6458-5580
0952-77-9100
0954-67-0344
0952-77-0777

今年度の受診券は
桃色です。

◎
こ
の
ペ
ー
ジ
を
切
り
取
る
か
コ
ピ
ー
し
て
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

◎
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
同
様
の
申
請
書
を
掲
載
し
て
い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

世帯コード
（役場記入欄）

白石町長　様

〒

（満　　 歳）

世帯主　住　所

　　　　氏　名

受診者　氏　名
(券を利用する方)

　　　　生年月日

○券1～5枚は84円切手、6～12枚は94円切手を同封してください。
○交付枚数は一人当たり年間24枚を限度とします。
　（ただし、満40歳未満の者は、一人当たり年間12枚とする。）
○ マッサージ券を紛失された場合、再交付はいたしません。

申請日　令和　　年　　月　　日

白石町はり、きゅう、マッサージ受診券交付申請書

枚　数

枚

問 住民課 保険係　TEL 0952-84-7115

問 保健福祉課健康づくり係　TEL 0952-84-7116

　佐賀県後期高齢者医療広域連合では、後期高齢者を対象に、訪問による健康相談を実施します。より良く
生活していただくために、健康に関することや医療機関の利用方法などについて、情報提供やアドバイスを
します。
　日頃の身体の悩みや気になることがあれば、ご相談ください。

※ 対象となる人には案内文書を送付します。
※ 訪問健康相談は無料です。

6月4日（土）～6月10日（金）までは「歯と口の健康習慣」です。
お口のトラブルは、糖尿病や肺炎など様々な病気を引き起こします。
この機会にお口の健康について考えてみませんか？

●歯ブラシ等を使って、歯と口腔をきれいに保ちましょう
●一口３０回を目標に、よく噛んで食べましょう
●かかりつけ歯科医を持ち、定期的な健診を受けましょう

　現在お持ちの「介護保険負担限度額認定証」は有効期限が令和4年7月31日までとなっており、今後も
介護保険の施設サービス及びショートステイを利用する予定の人は更新申請が必要です。
　更新申請の書類を7月29日（金）までに役場長寿社会課へ提出してください。
　　更新申請に必要な書類　
　　①介護保険負担限度額認定申請書
　　②同意書
　　③預貯金等の資産状況を確認できるもの（通帳・定期預金証書の写し等。通帳は記帳してください。）

※現在、介護保険負担限度額認定証をお持ちの人には、
　6月中旬に更新手続きの通知を送付します。
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佐賀県がん患者・家族つどいの会のお知らせ
　がん患者とその家族が、それぞれの不安や思いを語り合い、前向きになれるきっかけづくりを目指す
つどいです。

　　　日　　時：7月17日（日）13：00～16：00（受付12：30～）
　　　場　　所：佐賀メディカルセンタービル3階研修室、4階城内記念ホール
　　　対　　象：がん患者とその家族
　　　定　　員：20人（先着）
　　　内　　容：消しゴムはんこづくり、親睦・交流会（お茶菓子付き）
　 　 参 加 料：無料
　　　申込方法：住所・氏名・電話番号・家族同伴の有無を電話で連絡
　　　受付日時：平日の月～金曜日　9：30～13：00・14：00～16：30
　　　申込期限：7月14日（木）

　　　※新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、開催が中止となることもあります。
　　　　その場合は、健康づくり財団のホームページでお知らせします。

　　　期　　間：7月14日～10月6日までの毎週木曜日（全12回）　※8/11は休み
　　　時　　間：9：30～11：30
　　　場　　所：ひだまり館（白石町大字新明2805番地）
　　　対　　象：おおむね65歳以上の高齢者で、要介護認定をうけていない人
　　　定　　員：20人(先着)
　　　内　　容：  ・ロコモティブシンドローム予防対策トレーニング
　　　　　　　　・膝痛・腰痛対策に有効なコンディショニングプログラム
　　　　　　　　・認知機能低下予防のための脳活性トレーニング など
　　　参 加 料：無料
　　　申込方法：役場高齢者係まで電話で申し込んでください。
　　　申込期限：6月30日（木）

　加齢に伴う身体の機能低下が気になる人を対象に、元気ロコモ（ロコモティブシンドローム）予防教室
を行います。正しい運動習慣を身につけ、継続・実践することで、健康増進と介護予防を自宅や地域でで
きるよう、専門のトレーナーに教えていただきます。
※ロコモとは・・・移動に関わる運動器（骨・関節・筋肉）の機能が低下している状態

※送迎はありません。
※軽体操を行います。持病等で体調に不安がある人は、主治医に相談の上申し込みください。

問
佐賀県健康づくり財団内　
佐賀県がん総合支援センター「さん愛プラザ」
TEL 0120-246-388

介護保険料は大切な財源です。期限内に納めましょう。

●納付書で納付する場合、どこで納めればいいの？
　納付書の裏面に記載している金融機関等やコンビニエンスストアで納めることができます。
　納め忘れをなくすためにも口座振替が便利です。口座振替を希望される人は納付書、預（貯）金通帳、印鑑
　（通帳届出印）をご持参のうえ納付書裏面記載の金融機関にてお申込みください。
●督促状が送られてきた場合、どうすればいいの？
　保険料を納期限までに納付されていない場合には翌月に督促状兼納付書を送付します。裏面に記載して
　いる金融機関等やコンビニエンスストアで納めてください。この場合、二重納付とならないように当初送
　付している納付書は破棄してください。
●65歳になったらすぐに特別徴収（年金天引き）に切り替わるの？
　老齢・退職・障害・遺族年金が年額18万円以上支給されている人は、早くて半年から1年以内に要件を満た
　せば自動的に特別徴収（年金天引き）に切り替わります。
●納付に困っている時や保険料に疑問がある場合には？
　経済的な理由や入院療養中等により一時的に納付が困難な人や保険料の算定方法などについて疑問があ
　る人は、介護保険事務所業務課業務係（電話）0954-69-8223または市町の介護保険担当課にご相談くだ
　さい。
　特別の理由（収入減・災害・低所得等）があるときには、介護保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合が
　あります。なお、減免申請の受付は、納入通知書がお手元に届いてからとなりますのでご注意ください。
■介護保険料を納めないでいると
　1年以上保険料を滞納した場合は、介護サービスの費用がいったん全額利用者負担になります。
　1年6か月以上滞納した場合には、一時的に保険給付が差し止められます。
　未納期間に応じて利用者負担が3割または4割に引き上げられ高額介護サービス費が受けられなくなります。

介護サービスにかかる費用は、介護サービス利用者の自己負担分以外のうちの
23％を65歳以上の人の保険料で負担するように決められています。
　（残りの77％は、国県市町の公費と40歳から64歳までの人の介護保険料で負担
されています。）

令和4年度介護保険料の額は、納入通知書でご確認ください。
令和4年6月以降に65歳の誕生日を迎える人には、誕生月の翌月中旬までに納入通知書を郵送します。

介護保険

介護保険料（普通徴収）の納期及び納期限と口座振替日

問
杵藤地区広域市町村圏組合　
介護保険事務所 業務係　TEL 0954-69-8223
長寿社会課高齢者係　TEL 0952-84-7117

令和４年度の介護保険料額納入通知書は、普通徴収（納付書払い）は６月中旬に、
特別徴収（年金天引き）は７月中旬に郵送します。

納期（納付月）
1期（6月）
2期（7月）
3期（8月）
4期（9月）
5期（10月）
6期（11月）
7期（12月）
8期（1月）
9期（2月）
10期（3月）
11期（4月）

納付書払いの納期限
6月30日（木）
8月1日（月）
8月31日（水）
9月30日（金）
10月31日（月）
11月30日（水）
12月26日（月）
1月31日（火）
2月28日（火）
3月31日（金）
5月2日（火）

令和4年
令和4年
令和4年
令和4年
令和4年
令和4年
令和4年
令和5年
令和5年
令和5年
令和5年

口座振替の引落し日
6月30日（木）
7月29日（金）
8月31日（水）
9月30日（金）
10月31日（月）
11月30日（水）
12月28日（水）
1月31日（火）
2月28日（火）
3月31日（金）

令和4年
令和4年
令和4年
令和4年
令和4年
令和4年
令和4年
令和5年
令和5年
令和5年

元気ロコモ予防教室　参加者募集

問 長寿社会課 高齢者係　TEL 0952-84-7117

口座振替はありません
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問 保健福祉課健康づくり係　TEL 0952-84-7116

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

問
杵藤地区新型コロナウイルスワクチンコールセンター　　　　　　  TEL 0120-947-694
白石町役場保健福祉課「新型コロナウイルスワクチン接種対策班」　TEL 0952-84-7116

新型コロナウイルスワクチン4回目接種の実施について 真夏になる前から熱中症予防対策を

剪定枝葉収集が有料になります

国の通知により4回目を受けられるようになりました。
4回目接種により、高い重症化予防効果が得られます。

5月24日現在

対象者
　熱中症は、梅雨の合間に突然気温が上がった日や、梅雨明け後に急に蒸し暑くなった日にもよく起こり
ます。このような時、体はまだ暑さに慣れていないので、熱中症が起こりやすいのです。
〈暑さに備えた体づくりをしましょう〉
　暑い日が続くと、体がしだいに暑さに慣れて、暑さに強くなります（暑熱順化）。暑熱順化すると、暑
熱環境での体温上昇や心拍数増加などの生理的ストレスを軽減できます。また循環血液量が増加し、汗の
かき始めも早くなります。そのため同一体温に対する汗の量も増え、より効果的な体温調節ができるよう
になり、熱中症の危険性も少なくなります。
　暑熱順化は「やや暑い環境」において「ややきつい」と感
じる強度で、毎日30分程度の運動（ウォーキング等）を継続
することで獲得できます。実験的には暑熱順化は運動開始数
日後から起こり、2週間程度で完成するといわれています。
そのため、日頃からウォーキング等で汗をかく習慣を身につ
けて暑熱順化していれば、夏の暑さに強くなり、熱中症にも
かかりにくくなります。じっとしていれば、汗をかかないよ
うな季節からでも、少し早足でウォーキングし、汗をかく機
会を増やしていれば、夏の暑さに負けない体をより早く準備
できることになります。また生活習慣病の予防効果も期待で
きます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（出典：環境省「熱中症環境保健マニュアル2022」）
　　早めに暑熱順化を行うなど、暑さに負けない体づくりを心がけてください。

　年2回実施している剪定枝葉収集について、令和4年度から、粗大ごみ処理手数料として下記のとおり
粗大ごみシールを徴収します。搬入の際には、車両区分に応じた粗大ごみシールの準備をお願いします。
収集実施日等の詳しい内容については、広報7月号でお知らせします。

●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、収集場所での購入はできませんのでご注意ください。

①60歳以上の人　　　②18歳～59歳で基礎疾患があり通院、入院中の人
　　　　　　　　　　　  その他重症化リスクが高いと医師が認める人

①60歳以上の人（申請不要）
　3回目接種から5カ月経過後に接種券を郵送します。届き次第予約できます。
②18歳～59歳で基礎疾患等がある人（申請必要）
　該当する人は、電話または来庁して申請を行ってください。（インターネット申請は行っておりません）
　該当する疾患名と3回目の接種日をお尋ねします。接種券は基本自宅に郵送します。
　申請先　□杵藤地区新型コロナウイルスワクチンコールセンター
　　　　　　☎0120-947-694　9:30～17:00（土日・祝日対応）受付
　　　　　□白石町役場保健福祉課健康づくり係　☎0952-84-7116　8:30～17:15受付（平日のみ）

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　～

１台につき　１枚　（300円）

１台につき　2枚　（600円）

粗大ごみシール1枚（300円）

3回目のワクチン接種から5カ月が経過した次の①または②に該当する人

使用ワクチン
接種券

ファイザー社ワクチン、武田モデルナ社ワクチン

接種体制 町内の個別接種医療機関で実施します。詳しくは、接種券に一覧を同封します。

<②に該当する基礎疾患>
1、慢性の呼吸器の病気　2、慢性の心臓病（高血圧を含む。）
3、慢性の腎臓病　4、慢性の肝臓病（肝硬変等）
5、インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している糖尿病
6、血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。）　
7、免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍を含む。）　
8、ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている
9、免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患　
10、神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害等）　
11、染色体異常　
12、重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状態）　
13、睡眠時無呼吸症候群　
14、重い精神疾患（精神疾患の治療のため入院している、精神障害者保健福祉手帳を所持してい
　　る、又は自立支援医療（精神通院医療）で「重度かつ継続」に該当する場合）や知的障害
　（療育手帳を所持している場合）
　※精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を所持している方については、通院又は入院をしてい
　　ない場合も、基礎疾患のある方に該当します。
15、BMIが30以上である（通院又は入院は必要ありません）

※引き続き、1、2回目、3回目、小児の接種も町内の個別接種医療機関で実施しています。
※接種は強制ではありません。接種券に同封しますワクチンの説明書等をよく読んで、ワクチンのメリット・
　デメリットを考慮し、接種を判断してください。

※年齢は接種日当日の年齢
※②に該当するか否かについて
　基礎疾患等で医療機関を受診している人や、事前に相談できる医療機関をお持ちの人はその医療機関
　の医師に事前にご相談ください。接種日当日の予診時に改めて対象者であるかどうかを確認されます。
※②に該当する人は、予防接種法の努力義務の適用外です。
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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

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

　毎年6月5日は、環境基本法で「環境の日」と定められ、この日を中心とする
6月の1ヵ月間を「環境月間」と位置付けられています。
　皆さんもこの機会に、身のまわりの環境について考えてみましょう。

　令和４年６月１日から「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正に伴い、ペットショップ等で販売さ
れる犬や猫へのマイクロチップの装着・登録が義務化されました。
　マイクロチップを装着した犬や猫を飼う際は、自身が飼育する動物として所有者情報を変更するため
の登録をしなければなりません。（変更登録の手続きは、 パソコンやスマートフォンからオンラインで
行えます。）

　「犬が放し飼いされている」等の苦情が寄せられています。放し飼いは「白石町
犬取締条例」に違反する行為です。
　散歩のときは、首輪のサイズやリード（散歩用ひも）の装着に不具合がないか
を確認し、飼い犬を確実に制御できる人が行うようにしてください。
　飼い主には、周囲に迷惑をかけないようにする責任があります。飼い犬がほか
の人をかんだり、追いかけてケガをさせたりする事故が起こらないよう、きちん
とつないで飼いましょう。

　住所や氏名、電話番号が変更になった場合や、犬や猫が亡くなった場合も届出が必要です。
　詳しくは「犬と猫のマイクロチップ情報登録」のサイトをご確認ください。

犬と猫のマイクロチップ情報登録問い合わせ窓口
TEL:03-6384-5320　E-mail : info@mc.env.go.jp
環境大臣指定登録機関
公益社団法人日本獣医師会

川の水をきれいにするために私たちができること。
　・調理くずなどを流さないようにしていますか？
　・使用済みの食用油を流さないようにしていますか？
　・使用する洗剤は適量ですか？
　・下水道への接続や合併浄化槽の設置も、地域の水質改善につながります。
地球温暖化対策のために・・・。
　・家電の買替え時はエコ家電を選びましょう。
　・過度な冷房、暖房に頼らない生活の工夫をしましょう。
地域の自然や地球環境を守るために、家庭や職場で取り組んでみましょう。

６月は
環境月間です

犬と猫のマイクロチップ登録制度が開始されました

犬の放し飼いはダメ‼

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

　町の資源物回収に出された古紙・古布は、指定業者に有価
で売却し、その収益は各地域の回収量に応じて地元に還元
しています。
　この還元金は、各地区の活動費等に充てられています。
古紙・古布は町の回収をご利用ください。

●菓子の空き箱や包装紙、メモ紙なども古紙として出せます。
●古紙を結ぶ際に茶色の紙ひもで結ぶとリサイクルの際に支障がある
　ため、必ず白の紙ひもで結んでください。
●古布は、透明のビニール袋に入れて出してください。ただし、薄いビ
　ニール袋（クリーニング受け取り時の袋等）は回収時に破れるので使
　用しないでください。

・白石地域
・福富地域
・有明地域

208,300円
73,900円
144,200円

令和3年度資源物回収地元還元金

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

　小型充電式電池とは、充電して繰り返し使える電池です。携帯電話、ビデオカメラ、デジタルカメラ、ノート
パソコン、電動工具などの電気製品に多く使用されていますが、近年、小型充電式電池が原因による発火事故
が発生し問題となっています。
　資源のリサイクルと事故防止のため、家庭で不要になった小型充電式電池は、役場生活環境課窓口へお持ち
ください。

●回収する小型充電式電池（いずれも家庭用に限る）
   ☆ニカド電池　 ☆ニッケル水素電池　 ☆リチウムイオン電池　 ☆モバイルバッテリー

　※小型充電式電池は、リサイクルマーク（スリーアローマーク）が目印です。
　※発火事故防止のため、ビニールテープなどで端子部分を絶縁してください。
●回収場所　白石町役場　生活環境課　窓口（庁舎２階）
●令和2年度11月回収開始から令和4年3月までの回収量
　☆ニカド電池：55㎏　　☆ニッケル水素電池：31.8㎏　　☆リチウムイオン電池：25.1㎏
　みなさんのご協力で回収された使用済みの小型充電式電池は、ニッケル・ 鉄（ステンレス製品等）、カドミウム
　（ニカド電池等）、コバルト（銅製品等）などの資源に再び生まれ変わります。
　※詳しくは町ホームページでご確認ください。

小型充電式電池は生活の様々なところで
使われています。

例えば、デジタルカメラ、ビデオカメラ、
コードレス電話、トランシーバー、ノート
パソコン、コードレス掃除機、電動歯ブラ
シ、携帯ゲーム機、血圧計、電動工具など

小型充電式電池リサイクルのお知らせ

【小型充電式電池の例】

町の古紙・古布回収にご協力をお願いします
～古紙・古布は大切な資源です～

広報白石 R4・6 19広報白石 R4・618



有
料
広
告

有
料
広
告

健康レシピ

カ おいしい
ン
タン

「旬の野菜をとりましょう」トマトの炊き込みご飯

北明少年野球クラブより

　トマトには抗酸化作用があるリコピンという栄養素が含まれており、つぶした
り加熱して食べることで体内に吸収されやすくなります。
　子どもや低栄養が心配な人は、ベーコンを加えて炊き込み、ピザ用チーズを混ぜ
込めば、同時にたんぱく質やカルシウムも摂取することができます。

地域の皆様の御協力のもと創立50周年を迎える事ができました。
感謝申し上げます。
つきましては、7月2日・3日・9月3日に白石町総合グラウンド（メイン会場）にて
記念大会を開催いたします。  保護者代表　嶋野善寿　TEL 0952-84-2453

 

・米
・トマト
　・水
　・塩
　・オリーブオイル
・黒コショウ
・パセリ

‥‥‥‥‥‥‥2合
‥‥‥‥‥‥‥1個（150～200ｇ程度）
‥‥‥‥‥‥‥300～360㎖
‥‥‥‥‥‥‥小さじ1/2
　　　　　‥‥大さじ1
　　‥‥‥‥‥少々
‥‥‥‥‥‥‥適量

■材料：4人分

■作り方
①トマトはヘタをくりぬき、反対側に十字に切り込みを入れておく。
②米は洗って水を切り、Ａを加えて軽く混ぜ①のトマトを丸のまま切り込みの
　部分を上にしてのせ、炊飯器で炊く。
③炊きあがったらすぐにトマトをつぶしながらさっくりと混ぜ合わせ、炊飯器
　のふたを閉めて１０分ほど蒸らす。
④器に盛り、黒コショウとパセリを散らす。（1人分：エネルギー 295kcal 塩分 0.8ｇ）

問 総合戦略課　白石創生推進係　TEL 0952-84-7132

白石町婚活サポーターを紹介します　
第5期(R4～5年度)

氏名（敬称略）　　　地域
正　寶　定　文　　白石
江　口　計　吾　　白石
小笠原　タミヨ　　有明
川　口　弘　幸　　有明
小　野　　　泉　　有明
吉　原　秀　正　　福富
中　村　秀　子　　有明

　婚活サポーターは結婚を希望する男女を応援するボランティアです。
真剣に結婚を望んでいる人をお助けします。

　婚活サポーターは随時募集しています。興味がある人は、担当課までお問い合わせください。

A

氏名（敬称略）　　　地域
井　﨑　重　義　　有明
大　串　洋　子　　白石
前　田　弘次郎　　有明
瀧　野　空　之　　福富
永　代　優　仁　　白石
坂　井　　　惠　　白石

　今年度より、新たにスポーツ推進委員として、田中祐次さん（遠江下）が
就任されました。
　今後、様々なスポーツ大会や講習会等を通して本町の生涯スポーツの振興
にお力添えいただきます。

白石町スポーツ推進委員　新任委員の紹介

田中 祐次さん（遠江下） 問 生涯学習課 生涯スポーツ係　TEL 0952-84-7129
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 in Shiroishiまちのわだい

長年の功績をたたえTopics
県政功労者知事表彰　藤井利雄さん（学校医）

白石高校地域連携講座一般社団法人　九州地域づくり協会　寄付
地域の課題を考える

18歳になったら選挙へ
主権者教育講演会

　4月21日、白石高校普通科キャンパスの１年生を対象
に、地域連携講座が開催されました。この講座は、白石
高校が取り組んでいる「総合的な探求の時間」の一環と
して、地域の課題と解決策を学ぶことで、課題解決学習
につなげるために行われました。
　講座は、医療・福祉・観光・農業・防災の5分野で役場
職員が講師を務め、生徒は希望する分野を受講しました。
　観光分野では、「白石町の観光地について考える」と
題したワークショップ形式での授業が行われ、受講した
生徒たちは町内の観光資源について話し合ったり、新し
い観光地や今後の取り組みについてアイデアを出し合い、大いに盛り上がりました。
　この地域連携の学習は今後も年間を通じて実施され、3学期に発表を行う予定です。

　「18歳選挙権」への理解を深
めるため、5月12日に白石高等
学校普通科キャンパスで白石町
選挙管理委員会による主権者教
育講演会が行われました。講演
会には普通科・商業科の全学年
540人が参加し、選挙の仕組み
や選挙権年齢が引き下げられた理由について、また若い世代が投票に行かないとどうなるか等、自分の将
来のために投票に行くことの大切さを学びました。

カラフルで華やぐ春の寄せ植え
春の生涯学習講座

 in Shiroishiまちのわだい

Topics防災備品購入のために

　「道の駅しろいし」での防災備品の購入に使って頂きたいと一
般社団法人九州地域づくり協会（田中愼一郎理事長）から寄付の
申し出があり、4月14日に贈呈式が行われました。
　同協会は、災害時の防災拠点として位置付けられた九州7県の
「道の駅」に対して、関係自治体のニーズを踏まえ、地域防災体
制強化の一助を目的として防災備品の整備を支援されています。

Topics

Topics

　5月9日、佐賀城本丸歴史館で県政功労者知事表彰式が行われまし
た。佐賀県では毎年各分野で貢献した人を表彰しており、町から藤井
利雄さんが受賞されました。
　藤井さんは、白石中学校学校医として30年以上業務に精励され、
学校保健の向上に尽力されています。

　5月20日、春の講座として「カ
ラフルで華やぐ春の寄せ植え」 を
開催しました。参加者11人は、
講師から花の種類や特徴、寄せ植
えのコツなど聞きながら楽しく作
業を行いました。気持ちも明るく
なるカラフルな寄せ植えが完成し、
参加者の表情も笑顔いっぱいにな
りました。

しろいし農業塾および白石地区いちごトレーニングファーム研修生Topics
修了式・入校式

　4月22日、JAさが有明支所でしろいし農業塾および
いちごトレーニングファーム研修生修了式・入校式を
開催しました。2期生の3人は、有明地域新開地区にあ
る研修ハウスや先進農家などで2年間の研修を終え、農
業経営を開始します。
　新たに入校する4期生は、県外から白石町へ移住する
2人を含めた4人です。1年目は実地研修や座学等で基
礎研修を行い、2年目は経営者として実践的な模擬経営
を経験し、令和6年4月卒業予定です。

▲左から２期生久田さん、4期生池田さん、尾﨑さん、
石井さん、松尾さん、2期生福地さん

▲講演会の様子 ▲みんな真剣に聞いています

▲受賞おめでとうございます

▲カラフルな寄せ植えが完成▲講座の様子

▲ありがとうございました

▲ワークショップの様子

有
料
広
告

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
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消費者ホットライン…局番なし188消 費 生 活 情 報

7月の相談日
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白石町
日時：

場所：役場庁舎1階　相談室１
電話 0952-84-7123

※開催日や会場は変更になっている
場合があります。それぞれの役場
にお問い合わせください。

江北町・大町町

日時：火曜日・水曜日
10：00～16：00
（12:00～13:00は昼休み）

場所：江北町公民館　談話室
電話 0952-86-5615
大町町役場１階　第３会議室
電話 0952-82-3112当日は電話での相談も受け付けています。

「消費生活相談」と伝えてください。

6月2日(木)・9日(木)・
　  16日(木)・23日(木)・30日(木)
10:00～16:00
（12:00～13:00は昼休み）

6月の相談日
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相談日 他の町でも相談できます

18歳から『大人』に！新成人を狙った悪質業者に注意！

■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。

■無料法律相談会

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

 ＜ひとこと助言＞
★2022年4月1日から成年年齢が引き下げられ、保護者の同意が無くても自分の意思で契約ができるよう
　になります。社会経験の乏しい新成人をターゲットに、言葉巧みに誘ったり嘘の説明をしたりして、高額
　な商品やサービスを契約させる悪質な事業者に注意しましょう。
　※飲酒・喫煙などは20歳になるまで認められません
★「簡単なもうけ話」「必ずもうかる」は絶対にあり得ません。「必要ない」と思ったらきっぱり断りましょう。
★申し込む前に返品・解約などの契約条件をよく確認しましょう。
★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
SNSの広告をきっかけに、クレジットカードで高額な情報教材を契約したが、説明と違い全く儲から
ない。解約したいが業者と連絡が取れず、借金だけが残った。
事例2
「無料体験」のチラシを見て、美顔エステの体験コースを受けた。体験後、別室で執拗な勧誘を受
け、高額な化粧品や美顔器を契約してしまった。支払うことができないので解約したい。

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)

　佐賀県労働者福祉協議会は県内勤労者とその家族の生活支援を目的に、弁護士による無料法律相談会を
開催します。コロナ禍による労働・生活問題や相続、借金など法律問題でお困りの人は、一人で悩まずぜ
ひこの機会にご相談ください。
　また、電子メールによる「なんでも相談」も受け付けています。電子メール相談及び、無料法律相談会
のお問合せは、記載のQRコードから可能です。
●日時　6月19日（日）13:00～16:00
●場所　佐賀県労働会館３階 会議室（佐賀市神野東四丁目7-3）
●申込・問合せ先　（一社）佐賀県労働者福祉協議会ライフサポートセンターさが
　　　　　　　　　TEL:0120-931-536　※相談は原則予約制です。事前に電話でお申し込みください。

home
education
COLUMN

家　庭　教　育　コ　ラ　ム
シリーズ⑬

　　　　　   「大丈夫」まずは、安心感を伝える関わりを
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アバンセ 館長　　田口 香津子
　令和4年の4月から佐賀県立男女共同参画センター・生涯学習センターの館長職を引き継い
でおります田口香津子と申します。3月末までは、約40年間、学校法人旭学園佐賀女子短期大
学の幼児教育・心理学の教員・カウンセラーとしてお世話になりました。これまで家庭教育の
講師としてお話させていただいたり、ご相談にのったりすることも度々ありましたが、自分が
結婚、出産、育児、家事を上手にこなしてきたエリートでは全くありません。自分自身も当事
者としてもがきながら、学んで得た気づきや発見をお伝えしてきました。
　私は、虐待、DV、ハラスメントなど、家庭内外の暴力的な人間関係がおよぼす影響や回復
の手立てに関心を持ってきました。愛着（アタッチメント）という言葉をご存じですか？これ
は、非常に重要なキーワードで、「子どもと特定の大人（主たる養育者）との間に形成される
情愛の絆」と言われるものです。不安な時、困った時に守ってくれる人がいるという「安心安
全の基地」を得ることと言い換えていいかもしれません。たとえば、兄弟げんかで負けて泣き
ながら養育者の胸に飛び込み、「よしよし、悔しかったね。」と抱きしめてもらった経験や、
転んで手足を怪我したとき、「痛いの、痛いの、飛んでいけ～」と撫でられて痛みが薄れた経
験などです。そうした他者から得る安心の経験の蓄積が、愛着を形成していきます。愛着の形
成は、自律心、共感性、社会性などの基盤になると考えていただいてもいいでしょう。
　ところが、さまざまな事情があり、この愛着の形成がうまくいかない親と子どもがいるのも現
実です。虐待を受けて育つということは、不安な時に守ってくれる大人がいない恐怖感を持つ
こと、他者から君は大切な存在だと肯定される機会が乏しいことでもあります。頼れる大人が
いない子どもは様々なSOSのサインを発信します。大声を出す、走り出す、人や物をたたく、
泣く、歌いだす、噓をつく、黙り込む等です。周囲に理解されにくく、問題行動と捉えられ、
叱責されかねない行動も多くあります。実は、そんな時こそ、大人には、「怖かったね。大丈
夫だよ。」と安心感を子どもに伝える関わり方が求められています。
　家庭教育では、人格形成上、人生初期の養育環境の重要性をお話しすることも多いです。親に
なって、自分が子ども時代に親からされたような養育態度を繰り返してしまうというのもよく
聞く話です。それは一面の事実ですが、その一方、人間には、初
期の養育環境だけに決定づけられない強靭性・可塑性が秘められ
ています。自分を受け入れ、認めてくれる他者との出会いによっ
て自分の人生を肯定的に切り開いていける存在でもあります。愛
着の再形成は早いに越したことはありません。家庭教育の重要性
とともに、子どもたちを保育者、教育者、地域の大人たちがしっ
かり関わって育てる意味もそこにあります。

きょうじんせい か  そ せい
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白石新四国八十八ヶ所③
（第３番～第６番）

あ わのくに

あ しゅう

じょうぼんじょうしょう み  だ じょういん

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。

第３番　福吉・円通寺大師堂（金泉寺‐釈迦如来）
　上品上生（弥陀定印‐心の安定を示
す）を結びます。方形台座の側面が欠損
し、基礎は失われています。

ち 

けんいん

こんごうかい ざ  ぞう

ふながたこうはい

よせむねづくり

しゅじょう ぼんのう
　立てた左手人差し指を右手で握る智
拳印（衆生の煩悩を菩薩に転じる）を結
ぶ金剛界大日如来坐像は、竿石に向か
って右側に置かれています。舟形光背上
部・方形台座の正面と竿石正面の右下
が欠損し、竿石上には別の寄棟造屋根
が乗っています。

VOL.204

〈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

すみの え

ふくよし えんつう こんせん しゃかにょらい

だいにち

　　明治十五午年 
（右）　大世話人　
　　大戸村喜多和十
　　第三番
（正）本尊釈迦如来
　　　阿州
　　　　　金泉寺
　　　　　 大串喜平次
　　福吉村 中村林藏
　　　　　野口平次郎（左）
世話人草場寅左エ門

　　　　　古田次助

第４番　住ノ江区・信号「住ノ江」北西三差路（大日寺‐大日如来）
　　明治十五午年 
（右）　大世話人　
　　大戸村喜多和十
　　第四番
（正）本尊大日如来
　　　阿州
　　　　　大日寺
　　住ノ江中
　　　　　　松尾善右エ門（左）
　世話人　

　　　　　　川 﨑 武 吉

ほうじゅ
　□内の文字は風化して読めません。
両手に宝珠を乗せます。方形台座の側
面が欠損し、坐像と竿石は別々に置か
れ、基礎は失われています。

ろ  ふかた じ ぞう えんめいじ ぞう

第５番　六府方区・中村店北西祠（地蔵寺‐延命地蔵）
　　明治十五午年 
（右）　大世話人　
　　大戸村喜多和十
　　第五番
（正）本尊地蔵尊
　　　阿州
　　　　　地蔵寺
　　福富下分村
　　　　　　渕上治左エ門（左）
世話人　

　　　　　　井 上 伊 八

■創　立：明治8年
■校　長：大串　由美子
■児童数：117人（R4.5.1現在）
■住　所：白石町大字牛屋6833番地2
■HPアドレス
　https://www.education.saga.jp/hp/ariakehi　　
　gashi-e/

学校教育は今

　交流や体験を通して「本物」に
触れる学習をしています。自分の
考えをもち伝えることができる子
どもを育てます。また、読書大好
きな子どもを目指します。

　有明東小は、「進んで学ぶ子」、「さわやかな子」、「たくましい子」を育成し、「笑顔い
っぱい元気いっぱい」の学校づくりに取り組んでいます。コロナ禍ではありますが、学校運営協
議会や地域の皆様と一層の連携を図り「できる工夫」を考えながら、笑顔いっぱい元気いっぱいの有明
東小学校を目指します。

　今年度で7年目となるコミュニティスクール。地域の皆さんと連携し、支援をいただきながら教育
活動を充実させています。地域の人とふれあい、地域を知る学習を通して、地域のすばらしさに気づ
きふるさとを愛する子どもを育てていきます。

［有明東小学校］

進んで学ぶ子
　日々の学習や体験の中で、自分
や友だちのよさがわかる子どもを
育成し、自己肯定感を高めること
を目指しています。

さわやかな子
　失敗や困難に出会ってもくじけ
ないたくましさをもつ子どもを目
指しています。

たくましい子

「学校のためなら　ひっきゃで！！」協力　～　東小コミュニティ・スクール　～

やく こ

しも ぶん

　両手に円形薬壺を乗せます。舟形光
背と方形台座の側面が欠損し、坐像と
竿石は別々に置かれ、基礎は失われて
います。
　福富下分村の２人が第５・６番の世
話人になっています。

だいふく あんらく やく し 

第６番　六府方区・大福寺祠（安楽寺‐薬師如来）
　　明治十五午年 
（右）　大世話人　
　　大戸村喜多和十
　　第六番
（正）本尊薬師如来
　　　阿州
　　　　　安楽寺
　　福富下分村
　　　　　　渕上治左エ門（左）
世話人　

　　　　　　井 上 伊 八

【干潟体験】

【R3年度図書貸出し100冊達成者】

【レンコン栽培についての学習】

【クラフト教室での助け合い】

【友達の考えを聞きあう活動】

【掃除も一生懸命】

【寒風の持久走大会】

【老人会の皆様としめ縄づくり】
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●6月の休館日

ゆうあい図書館
図書紹介

6月

7月

/6日(月)/13日(月)/20日(月)
/27日(月)/30日(木)
/4日(月)

開館時間：10:00～18:00

・6月5日～7月10日

TEL 0952-87-2171

　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、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
6月のおはなし会　
25日(土)　10:30～

70からはメリハリ元気で自然な暮らし
沖 幸子 /著　祥伝社

　さまざまな老化現象をはっきり
と自覚する70代には、不安や心配
に向き合える心をつくるための“
考え方のコツ”や“生活のメリハリ”
が大切。あるがままに、自然体で
生きるための知恵や暮らし方、生
き方のヒントを綴る。

オカピぼうやのちいさなぼうけん
岸本 真理子 /作　長谷川 義史/絵　
ひさかたチャイルド
　ある朝オカピぼうやが目を覚ま
すと、いつもならすぐそばにいる
はずのお母さんがいません。ぼう
やは「お母さんはどこ?」と言って、
森のしげみを抜けだし、お母さん
を探しますが…。オカピ坊やの成
長を描いた穴あきしかけ絵本。

紙と鉛筆ときみ
野田里子 /著　
ミューズ・コーポレーション

　白石町在住の野田さんのデビュー作。佐
賀新聞を中心に短歌雑誌などに投稿を続け
てこられ、古希を迎えたのを契機に歌集を
1冊の本にまとめられました。素直な作風
ながら奥深い歌が並んでいます。

かいけつゾロリの さが さいこー大さくせん
原ゆたか /さく・え　佐賀県政策部広報広聴課
　「かいけつゾロリ」と佐賀県がまさかのコラボが実現！ゾロリが佐賀県を舞台にした
あたらしい物語がはじまる！秘密のキャラクターも登場！？　ここでしか読めない特別
なおはなしです。

ブックリサイクル（本の無料配布）
日時：6月11日(土)、12(日)の2日間
時間：10:00～16:00
場所：福富ゆうあい館　ふれあいホール
　※持ち帰り用の袋をご持参ください。
　　詳しくはゆうあい図書館のホームページ
　　か窓口までおたずねください。

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

4月分 0件

0件
0円

2件
7,000円0円

2件
7,000円

0件
0円

0件
0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

2件
7,000円

2件
7,000円4年度累計

4月分 0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0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

福富ゆうあい館出入口の変更について

　旧直売所からの出入口が、国道444号道路
橋りょう保全工事期間中、通行止めになるた
め、ゆうあい館北側入口からの出入りに変更
になります。（図面を参考にして下さい。）
　ご迷惑をおかけいたしますがご理解と
ご協力をお願いします。

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

・6月15日（水）～30日（木）

問 建設課 建築住宅係　TEL 0952-84-7124

問 生涯学習課 福富ゆうあい館係　TEL 0952-87-2171

・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、上区住宅以外は、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)
※入居要件の詳細は白石町ホームページでも
　確認できます。

■応募に必要な書類

国
道
444
号
線

佐
賀
方
面

旧直売所

鹿
島
方
面
入
口

出
口

N

工事区間【通行止】

福富ゆうあい館
ゆうあい図書館

セブンイレブン 道の駅しろいし

鹿
島
方
面

広報白石 R4・6 29広報白石 R4・628



62022
June くらしのカレンダー 6/5▶ 7/10

※5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
6月  5日
12日
　19日
26日

7月  3日
10日

日
日
日
日
日
日

川崎整形外科医院
白浜医院
森外科医院
古賀病院

稲富胃腸科外科
いけがみ内科クリニック

大町町
白石町
白石町
江北町
白石町
白石町

0952-82-5551
0954-65-5006
0954-65-2059
0952-86-2070
0952-84-3027
0952-87-2107

保健福祉課
健康づくり係
0952-
８４-７１１６

日 月 火 水 木 金 土

5 6 7 8 119 10

12 13 14 15 16 17

19 20

◆消費生活相談
　　10：00～16：00

18

21 22 23 24 25

26 27 28

3

10

4 5 76 8 9

29 1 230

◆消費生活相談
　　10：00～16：00

◆消費生活相談
　　10：00～16：00
★乳児健診
　　〈受付〉
　13：15～13：40
　［R4.2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
　［R2.10月生］
　母子健康手帳・問診票・
　尿

日曜・祝日在宅医 ※都合により変更になる場合があります。

EXPRESS
職業訓練受講生募集（8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　8月2日（火）～2月28日（火）
■募集期間　6月28日（火）まで
■入所選考　7月6日（水）
■受講料　　無料　※テキスト代等は自己負担
■申込方法　最寄りのハローワークでご相談ください
■問合せ　ポリテクセンター佐賀　訓練課
　　　　　　TEL 0952-26-9516

男女共同参画週間パネル展
■期　日　6月2日（木）～29日(水)
　　　　　※月曜は休館日
■場　所　アバンセ１階展示ギャラリー
■内　容　6月23日から29日までの「男女共同参
　画週間」に合わせ「男女共同参画週間パネル展」を
　開催します。県内で男女共同参画社会づくりを目
　指し、活動されている団体の紹介や、男女共同参
　画に関連する啓発パネルの展示を行います。ぜひ
　ご来場ください。
■入場料　無料
■問合せ　佐賀県立男女共同参画センター　
　　　　　　　TEL 0952̶26-0011

高齢者に対する講習会
1.「福祉車両送迎運転者講習」
■期　日　7月20日（水）、21日(木)2日間
■講習会場　高齢者ふれあい会館「りふれ」
　　　　　　（唐津市）
■講習内容　一人では外出できない人達を、安全で
　安心して移送サービスを遂行できるための運転
　技術等を取得できる講習。
■締切日　7月7日（木）
2.「マンション施設管理員養成講習」
■期　日　7月28日（木）、29日(金)2日間
■講習会場　武雄市文化会館
■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　7月14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－に入会を希望される人
■受講料　無料
■申込・問合せ　公益社団法人佐賀県シルバ－　　
　人材センタ－連合会
　TEL (0952)20-2011　FAX (0952)20-2015

佐賀県立盲学校公開講座～点字・点訳入門～
■日　時　7月22日（金）29（金）8月5日（金）
　　　　　全3回　13：30～16：00
■場　所　佐賀県立盲学校図書室
■定　員　5名（県内の高校生以上対象）
■費　用　テキスト代等（1,000円程度）
■応募方法　電話またはメール
　（電話受付9：00～16：00、メール当日内有効）
■締切　7月5日（火）
■その他　全日程参加できる人
　締切後、抽選にて受講者を選出
　高校生については保護者又は学校の先生からの
　受付も可
■問合せ
　佐賀県立盲学校 TEL 0952-23-4672
　メールアドレス　mougakkou@education.saga.jp

看護職のための復職研修のご案内
離職してブランクがあり、再就業が不安な人を対
象に「再就業支援研修会」を開催しています。お気
軽にご参加ください。
詳細は、佐賀県看護協会のホームページをご覧く
ださい。
1.看護職一般再就業支援研修会（託児無料）
2.助産師再就業支援研修会（託児無料）
3.再就業支援技術セミナー「採血・注射」（半日）
■参加費　無料
■問合せ
　佐賀県看護協会
　TEL 0952-51-3511

2022年度税務職員（高等学校卒業程度）募集
■申込受付期間　6月20（月）～29（水）
■第一次試験日　9月4日（日）
※詳細は国税庁ホームページを
ご覧ください。

情報

犯罪発生件数

うち窃盗犯
32件

23件

前年比  

＋1件

前年比  

前年比  

＋4件

3件

8件

1件

4件

±0件

前年比  

－2件

前年比

＋1件

前年比  

＋2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

＋4件

オートバイ盗

空き巣、忍込み等

4月末現在

自宅等での確実な施錠をお願いします。

相
●おれんじ茶屋
　　10：00～11：30健

●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

◆法律相談
　　10：00～12：00
●ブックリサイクル
　ゆ10：00～16：00

●ブックリサイクル
　ゆ10：00～16：00

交

●おはなし会
　ゆ10：30～

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

交

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

●日本語交流教室
　　9：30～21：00元

●日本語交流教室
　　9：30～21：00
★2歳6ヵ月児歯科健診
　　〈受付〉
　12：50～13：30
　［R1.10月～11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

★3歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉
　12：45～13：15
　［H30.10月生］
　母子健康手帳・問診
　票・尿

健相

健

健

健

相

相

相

総 総 総

白石警察署管内の犯罪発生状況

◆法律相談
　　 10：00～12：00

健
★2ヵ月児相談
 　   〈受付〉
　13:00～13：30
　［R4.4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

★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

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

ゆゆ

広報白石 R4・6 31広報白石 R4・630



再生紙を使用しています

訂正とおわび：広報白石5月号でお知らせした「ひとのうごき」に誤りがありました。訂正しお知らせします。

〔編集／印刷〕誠文堂印刷広報白石 R4・632

●世帯
●人口
　男性
　女性

（－1）
（－18）
（－12）
（－6）

7,743世帯
21,936人
10,391人　
11,545人　

R4年4月末現在（対前月比）

●世帯
●人口
　男性
　女性

（＋7）
（－103）
（－46）
（－57）

7,744世帯
21,954人
10,403人　
11,551人　

R4年3月末現在（対前月比）

広報白石 2022.6 No.210 令和4年6月3日発行
編集・発行／佐賀県白石町役場

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

URL http://www.town.shiroishi.lg.jp/

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

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

8月生まれの子どもの写真を募集します♪

３歳誕生日おめでとう  
大きくなったね  
これからも一緒にいっぱい遊ぼうね

いおりん1歳のお誕生日おめでとう　  
これからもねーねと仲良く過ごしてね♪

1歳のお誕生日おめでとう   
毎日元気いっぱいで可愛い笑顔の詩ちゃん、
だいすきだよ 

健ちゃん　2歳のお誕生日おめでとう♡ 
たくさん食べてあそんで、健ちゃんらしく 
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。
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