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白石町移住計画

健診を受けて いつまでも自分らしい毎日を
［写真］10月に住民健診を実施します！
　　　　（11ページ）



　令和5年4月からの保育施設（保育園や認定こども園（保育園部分）など）への入所を希望する人を
対象に入所申し込みを受付けます。
　なお、令和5年度中に中途入所を希望する人についても申し込みを受け付けます。

支給認定申請書（入所申込書）、添付書類（就労証明書など保育を必要とする証明書）　
◎事前に必要事項を記入のうえ、持参してください。　
※申請書および添付書類は役場保健福祉課こども未来係で配布します。
　また、町ホームページからもダウンロードできます。
※証明書には、民生委員の証明等が必要になる場合もありますので、早めに準備をお願いします。
　保護者の就労や出産、疾病、病人の看護などの理由で、常時保育を必要とする家庭の児童
・見学を希望する場合は、事前に各園へお尋ねください。
・受付の際、係員が話を伺ったうえで申し込みを受け付けますので、お子さんや家庭の状況に     
　詳しい人の出席をお願いします。
・受付では、感染症拡大防止のため、マスクを着用し密にならないようにしてください。
・幼稚園や認定こども園（幼稚園部分）への入所を希望する人は、直接各園へお申し込みください。

施設名・受付場所

ふくたこども園

運営 申込受付日 受付時刻

15:30

※ふくたこども園・ありあけ幼稚園・六角保育園・福富こども園は、保育園部分の利用を希望される人のみの受付になります。

18:30

私立
有明わかば保育園 私立
みのり保育園 私立

ありあけ幼稚園 私立
須古保育園 私立

六角保育園 私立
あかり保育園 公立
有明ふたば保育園 私立

11月16日（水）
11月17日（木）
11月18日（金）
11月21日（月）
11月22日（火）
11月24日（木）
11月25日（金）
11月28日（月）

　

11月1日（火）～30日（水）［土・日曜、祝日を除く］　
8:30～17:15 に役場保健福祉課こども未来係で申し込みができます。
※在園児およびその兄弟児の受付は下記一覧表のとおりですが、当日都合が悪い場合は、
　役場での受付をご利用ください。

■必要書類

■受付期間

■入所対象者

■入所の決定　認定事務が集中し審査に時間を要するため、2月中旬頃に決定通知を送付予定です。

■注意事項

（在園児および兄弟児）
　　　　　　

令和5年度保育施設入所申し込みのご案内

認定こども園

認定こども園

認定こども園

問 保健福祉課 こども未来係　TEL 0952-84-7116

福富こども園 11月29日（火）私立認定こども園

問 総合戦略課 白石創生推進係・重点プロジェクト係　TEL 0952-84-7132

有
料
広
告

有
料
広
告

ご家族やお知り合い等にも検討され
ている人がいらっしゃいましたら、
ぜひお伝えください。

いま、時間や場所にとらわれず自分らしく暮らしていき

たいという人が増えています。佐賀県の白石町で、のん

びりと子育てや仕事、生活を楽しんでみませんか？

白石町に移住を考える皆さんへ、各種補助金等の情報発

信を行っています。
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令
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度
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和
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町
の
財
政
決
算
報
告

　令和3年度の一般会計、特別会計、下水道事業会計の決算が、9月の定例議会で認定され
ましたので報告します。あわせて、各種財政指標を公表します。

　一般会計の決算額について、歳入は前年度比
10億3,034万円の減（－5.78％）、歳出は前
年度比12億3,124万円の減（－7.09％）と、
どちらも減少しました。
　これは、新型コロナウイルスワクチン接種事
業、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨
時交付金を活用した生活支援や感染症予防対策
で増加しましたが、それ以上に前年度にあった
特別定額給付金の給付事業がなかったことによ
る減少が大きかったことが主な要因です。

　なお、全国から白石町へのふるさと
寄附金は8億1,483万円となりました。

　特別会計では、全ての特別会計で黒字
決算となりました。

 下水道事業会計では、収益的収支におい
て、当年度純利益を計上しました。資本
的収支の不足額は、自己財源で補てんし
ています。

使用料および手数料
1億1,815万円　0.7％
分担金および負担金
8,116万円　0.5％
財産収入
2,511万円　0.1％
寄附金
8億1,838万円　4.9％
繰越金
4億5,990万円　2.7％
繰入金
10億6,572万円　6.4％
諸収入
4億2,388万円　2.5％

地方譲与税
1億4,933万円　0.9％
各種交付金
5億6,176万円　3.4％
地方特例交付金
3,149万円　0.2％

　　　　会　　　計
一般会計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計

歳入（千円）
16,800,839
3,715,284
356,601

歳出（千円）
16,140,044
3,457,933
355,026

形式収支（千円）
660,795
257,351
1,575

【令和3年度各会計決算概要】

　　　　下水道事業会計
収益的収支（税抜き）
資本的収支（税込み）

収入（千円）
634,046
654,143

支出（千円）
603,451
856,451

　　税　目
個人町民税
法人町民税
固定資産税
軽自動車税
たばこ税
一般会計合計
国民健康保険税 

歳入額（千円）
922,145
56,595
974,117
106,796
180,907
2,240,560
823,902

収納率（％）
99.2
99.8
99.2
99.4
100.0
99.3
97.3

※収納率は、現年度分

町税
22億4,056万円
13.3％

52億9,366万円
31.5％

地方交付税
うち普通交付税
47億9,289万円
うち特別交付税
5億77万円

町債
18億6,665万円　
　11.1％

国庫支出金
 21億1,996万円　
　12.6％

県支出金
15億4,064万円　
　9.2％

交通安全特別交付金
450万円 0.0％

依

存

財
源 68.9％

自 主
財
源

一般会計

168億84万円
歳  入

【款性質別】

31.1％

【一般会計】
歳出の町民1人当たりの額（目的別）
令和４年１月１日現在の住民基本台帳人口
（22,130人）で算出

5,333
（2年度：5,234円）

162,698162,698 182,976182,976

21,351 49,747 68,613335335335335

116,032116,032

27,27327,273

（2年度：220,357円） （2年度：179,987円） （2年度：85,689円）

95
（2年度：93円）

68,04868,048
（2年度：86,536円）

10,72210,722
（2年度：13,074円） （2年度：29,451円）

21,751
（2年度：20,914円）

58,72658,726
（2年度：53,651円） （2年度：4,114円）

75,340
（2年度：74,160円）

人件費
24億1,365万円
15.0％

公債費
16億6,729万円
10.3％

扶助費
24億2,627万円
15.0％

普通建設事業費
15億4,484万円

9.6％

物件費
19億4,564万円
12.1％

補助費等
30億1,998万円
18.7％

積立金
16億8,001万円
10.4％

繰出金
10億8,822万円
6.7％

災害復旧費
1,322万円　0.1％

その他3億4,094万円
　　　　　2.1％

1人当たり総額 729,329円
（2年度：773,260円）

一般会計

【目的別】
161億4,004万円
歳  出

議会費 1億1,801万円
　　　　　0.7％

総務費
36億50万円
22.3％

民生費
40億4,926万円
25.1％

衛生費
25億6,778万円
15.9％労働費

209万円　0.0％

農林水産業費
15億591万円
  9.3％

商工費
2億3,727万円　
1.5％

土木費
6億355万円　
3.7％

消防費
4億8,136万円　
3.0％

教育費
12億9,960万円

8.1％

災害復旧費
742万円　
0.1％ 公債費

16億6,729万円
10.3％

一般会計

【性質別】
161億4,004万円
歳  出

義
務

投資的経費

そ
の

的
経
費

他
の
経
費 40.3％
50.0％

9.7％
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　不妊に悩む夫婦の経済的負担を軽減するため、
保険適用外の不妊治療を受ける夫婦に治療費の一
部を助成します。

　新型コロナウイルスワクチンの4回目接種の対象
者拡大とオミクロン株対応ワクチンの接種開始に
対応するため、必要な費用を増額補正します。

　集落営農の活性化に向けて、集落ビジョンの策定
や効率的な生産体制の確立等の取組みを行う集落営
農組織を支援します。

　ふくどみマイランド公園内の外灯をLED化する
ための費用と公園周辺の水路に堆積している土砂
を取り除くための費用を増額補正します。

補正予算のお知らせ

不妊治療支援事業費
2,000千円

担当：保健福祉課 健康づくり係　0952-84-7116

■一般会計

■国民健康保険特別会計

令和4年度9月補正予算　　9月の町議会定例会に提案し、可決されました。

集落営農活性化プロジェクト促進事業　【新】
202千円

担当：農業振興課　農政係　0952-84-7121

ふくどみマイランド管理費
7,632千円

担当：生涯学習課　福富公民館係　0952-87-2149

　特定健診の受診率を高め、疾病の早期発見・早
期治療に繋げるため、国民健康保険の特定健診受
診者を対象に抽選を行い、当選者に賞品を贈呈し
ます。

特定健診うけと幸キャンペーン事業　【新】
500千円

担当：住民課　保険係　0952-84-7115

新型コロナウイルスワクチン接種事業費
58,244千円

担当：保健福祉課 健康づくり係　0952-84-7116

【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。

■一般会計補正予算（第4号）
補正前の予算額
15,275,585

補正額
369,832

補正後の予算額
15,645,417

■国民健康保険特別会計補正予算（第1号）
補正前の予算額
3,417,000

補正額
230,343

補正後の予算額
3,647,343

■後期高齢者医療特別会計補正予算（第1号）
補正前の予算額

381,900
補正額
1,573

補正後の予算額
383,473

（単位：千円）

問 企画財政課 財政係　TEL 0952-84-7112問 企画財政課 財政係　TEL 0952-84-7112

各種財政指標

健全化判断比率・資金不足比率（財政健全化法に基づく公表）

経常収支比率　84.3（令和2年度：92.6） 財政力指数　0.335（令和2年度：0.339）

町債残高（一般会計分）積立基金現在高（一般会計分）

町民１人当たり積立基金現在高（預金）
405,931円（令和2年度：372,098円）

町民１人当たり町債現在高（借金）
429,587円（令和2年度：402,371円）

１．健全化判断比率

２．公営企業会計に係る資金不足比率

　実質赤字比率、連結実質赤字比率は黒字のため、「―」で表示しています。
　将来負担比率は、将来の負担に対して基金等の充当可能財源が上回るため、「―」で表示しています。

　白石町では、資金不足はなく黒字のため「―」で表示しています。

比率が低いほど新たな行政需要へ対応ができること
になり、財政構造に弾力性があると言われる。

指数が高いほど財政力が強く、「１」を超えると
地方交付税のうち普通交付税が交付されない。

8,983,262千円（令和2年度：8,359,187千円）
定額運用基金を除く

下記の４つの財政指標のうち、いずれかが早期健全化基準以上の場合には自主的な改善努力による財政健
全化を図ることとなり、財政再生基準以上の場合には、その早期是正のために国等の関与を受けることと
なりますが、白石町では、いずれも基準を下回っています。

14,044,996千円（令和2年度：13,775,149千円）
うち、臨時財政対策債（全額国が地方交付税で補てん）
を除いた現在高
9,506,750千円（令和2年度：9,039,260千円）

指　標

実質赤字比率

連結実質赤字比率

実質公債費比率

将来負担比率

（参考）標準財政規模

―（2年度：―）

―（2年度：―）

10.0（2年度：10.0）

―　（2年度：4.3）

13.77

18.77

25.0

350.0

20.00

30.00

35.0 

 

白石町の状況
令和3年度決算に
基づく比率（％）

一般会計等を対象とした実質赤字の標準
財政規模に対する割合
全会計を対象とした実質赤字の標準財政
規模に対する割合
一般会計等が負担する元利償還金の標準
財政規模に対する割合
一般会計等が将来負担すべき負債の標準
財政規模に対する割合
一般財源（地方税や地方交付税など）の
規模を示すもの

早期健全化
基準（％）

財政再生
基準（％）

判断基準
摘　要

区　分
白石町の状況 判断基準

令和3年度決算に
基づく比率（％）

経営健全化
基準（％）

下水道事業会計 ―（2年度：―） 20.0

7,933,976千円（2年度：7,477,794千円）
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接種当日に白石町に住所があり、次のい
ずれかに該当する人
①65歳以上の人
②60歳以上65歳未満の人で心臓・じん   
　臓・呼吸器の機能、またはヒト免疫不
　全ウイルスによる免疫の機能に障害が
　ある人（障害者手帳1級程度）

助成対象者

助 成 期 間

実 施 場 所

自己負担額

接 種 方 法

持参するもの

注 意 事 項

接種当日に白石町に住所がある０歳から
中学３年生までのお子さん

佐賀県内の実施医療機関
（やむをえず県外で接種する場合は、
　必ず事前に相談してください）

武雄市、杵島郡内の実施医療機関

・健康保険証または後期高齢者医療
　被保険者証
・身体障害者手帳（対象者②の人のみ）

・母子健康手帳
・健康保険証
・子どもの医療費受給資格証

【佐賀県内の広域実施医療機関以外で
　接種を希望する人】
・白石町と接種を希望する医療機関で
　契約をかわす必要があります。契約
　をしていない医療機関での接種は
　全額自己負担となります。

【武雄市、杵島郡内の医療機関以外で
　接種した人】
・助成申請の手続きが必要です。母子健康
　手帳または接種済証、領収書、通帳を
　持って保健福祉課へお越しください。
　申請期限：令和5年3月31日（金）
・健康被害の補償内容が異なります。

接種料金　 　4,450円
 うち助成額　3,150円
 自己負担額　1,300円（1回のみ）

※生活保護世帯の人は無料
（事前に福祉係にご連絡ください）

自己負担額：接種料金から助成額を差
し引いた金額です。
助成額
・0歳から12歳まで（2回接種）
（1回目1,000円、2回目1,000円を助成）
・13歳以上の中学生（1回接種）
（2,000円助成）

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

問 学校教育課 学校給食係　TEL 0952-84-2713

インフルエンザ予防接種費用の一部を助成します

学校給食の保護者負担を軽減します

　インフルエンザは例年1月上旬から3月上旬に流行します。接種後、免疫がつくまでに約2週間かか
るといわれています。インフルエンザの予防には、流行前の予防接種が有効です。

　急激な物価高騰により学校給食の材料費も値上がりをしています。
　町では、成長期にある児童・生徒のために食材の質・量を確保した給食を引き続き提供するため、国
の「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」を活用し、今年度限り給食費を据え置くこと
で、保護者の負担を軽減します。
　来年度分の給食費については、物価の動向を見ながら検討します。

令和４年10月1日～令和５年1月31日

※助成金が現金で支給されるわけではありません。

上記の対象者以外、実施期間以外の接種は全額自己負担となりますのでご注意ください。

事前に医療機関に予約してください。

高齢者インフルエンザ予防接種 子どもインフルエンザ予防接種

かかりつけ薬剤師・薬局に関するお知らせ

不妊治療費の一部を助成します！

　なんでも気軽に相談できる『かかりつけ薬剤師・薬局』を決めていますか？
　かかりつけ薬局は「普段利用している相談しやすい薬局」、かかりつけ薬剤師は「普段利用している
薬局の何でも相談しやすい・話しやすい薬剤師」のことです。
■『かかりつけ薬剤師・薬局』を決めておくと
あなたが使用する薬を、ひとつの薬局でいつも同じ薬剤師が管理することができます。
複数の医療機関から同じ薬が出されることを防ぎ、注意を要する飲み合わせのチェックをすることができ
ます。また、飲み残しや副作用の確認も行います。
■『かかりつけ薬剤師・薬局』で健康相談も
「サプリメントや市販薬が、今飲んでいる薬や治療中の病気に影響がないか心配」
「健康診断の結果の見方がわからない」
そんな時も、ぜひ『かかりつけ薬剤師・薬局』に相談してください。
■『かかりつけ薬局』に今飲んでいる薬は置いているの？
薬はとてもたくさんの種類があり、在庫がないこともあります。
まだ手持ちの薬があるようなら、翌日以降、揃った時点で薬を渡すことが可能です。
また、飲んでいる薬を事前に伝えておくことで、次の受診日までに薬を揃えておくことができます。
■「お薬手帳」が『かかりつけ薬局』と医療機関との橋渡しに
医療機関や他の薬局との円滑な連絡が行えるように、「お薬手帳」に『かかりつけ薬局』の名称と電話番
号を記入しておきましょう。

　皆さんも自分や家族の健康のためにも、”何でも相談できる”『かかりつけ薬剤師・薬局』を持ちましょう。

問 一般社団法人 佐賀県薬剤師会　  TEL 0952-23-8931
佐賀県後期高齢者医療広域連合　TEL 0952-64-8476

　不妊で悩む夫婦の経済的負担を軽減するため、不妊治療にかかる費用の一部を助成します。

※詳しくは保健福祉課健康づくり係にお問い合わせください。

通算6回まで

対象となる治療

助成対象

助成額

助成回数
申請期限

提出書類

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

令和4年4月1日以降に実施した人工授精、体外受精、顕微授精、男性不妊治療で
保険適用外となる治療（保険適用分は除外）
※社団法人日本産科婦人科学会に登録されている医療機関で行った治療
①法律上の婚姻をしている夫婦および事実婚関係にある夫婦で、治療が終了した日
　において白石町に１年以上居住または１年以上居住見込みである人
②治療開始時の妻の年齢が43歳未満の人
③夫および妻に町税等の滞納がない人

・白石町不妊治療支援事業補助金申請書
・白石町不妊治療支援事業費補助金交付請求書
・白石町不妊治療支援事業にかかる受診証明書
・申請に係る治療費の診療明細および領収書（原本）

保険適用外の治療費（入院費、食事代および証明書等の文書料を除く）の７割を助成
（上限10万円）

治療が終了した日の属する年度の3月31日まで
（ただし、2月～3月治療終了分は翌年度4月末まで）
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特定健診うけと幸（受けとこう）キャンペーン事業のお知らせ
　町の国民健康保険の加入者で、特定健診を4月から
12月までに受けた人を対象に、ペア宿泊券・しろいし
商品券が当たる抽選を行います。応募の手続きは
不要です。詳しくは、各世帯に配布するチラシをご
覧ください。

■対象者　40歳～74歳
■賞　品　
　ペア宿泊券（5万円相当）　3本
　しろいし商品券（1,000円分）　300本

自身の健康管理のために、ぜひ受診してください。
詳しくは、個人宛の通知または6月に各世帯に配布した
ガイドブックをご覧ください。
※全日程で乳がん検診は実施しません。
■後期高齢者は、がん検診(胃がん検診以外)を無料で受け
　ることができます。

10月に住民健診を実施します
社会保険加入者・20代以上の女性

国民健康保険加入者

健診項目

対象者

特定健診 胃がん 子宮
頸がん

大腸
がん

前立腺
がん

肝炎ウイ
ルス検診

保険に関係なく受診可能

料　金 1,000円 1,080円 1,000円

40～74歳 40歳以上

が　ん　検　診

10月12日(水)、13日(木)、14日(金)、17日(月)
8:30～10:30　（子宮頸がん検診のみ10:00から受付開始）

白石町総合センター（白石町役場　西側）

20歳以上

1,000円 無料500円 500円

実施日
受付時間
健診場所

30歳～74歳
の国民健康
保険加入者

40歳～74歳の
国民健康保険以
外の保険に加入
している被扶養
者（家族）

30代国保
特定健診受
診者で検査
未実施者

30歳～74歳
でこれまで検
査を受けてい
ない人

各健康保険者
より通知

30代ピロリ
菌検査

肺がん
（結核）

200円
(痰：500円)

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

問 住民課 保険係　TEL 0952-84-7115

～農業者の皆さん～
個人農業者の農業経営収入保険申込期限は11月末までです

　収入保険制度は、自然災害や価格低下だけでなく、農業者の経営努力では避けられない様々なリスク
による収入減少が補償の対象です。
　　※青色申告者が対象です。
　　※農業者が自ら生産した農産物の販売収入全体が対象となります。
　　※法人の場合は、事業開始月の前々月が申込期限となります。
　詳しくは、佐賀県農業共済組合杵島支所まで早めにお問い合わせください。

問 佐賀県農業共済組合杵島支所　TEL 0952-84-6411

新型コロナウイルスワクチン接種について 9月22日現在

■杵藤地区新型コロナワクチンコールセンター
　TEL　0120-947-694（フリーダイヤル）
　9：30～17：00（休日なし）

■白石町役場　保健福祉課健康づくり係　
　「新型コロナウイルスワクチン接種対策班」　　
　TEL　0952-84-7116　8：30～17：15（平日対応）

オミクロン株（BA.1）対応ワクチンを接種しています
（新型コロナウイルスのオミクロン株（BA.1型）と従来型に対応した2価ワクチン）

［接種対象者］1・2回目接種を完了した12歳以上の人
　　　　　　（4回目接種を、従来株ワクチンで接種済みの人も対象です）
［接種間隔］前回の接種完了日から5ヵ月以上経過後（今後、変更の可能性あり）
［接種回数］オミクロン株対応ワクチン接種は、現時点では1人1回までです
［接種券］お手元にある3回目用、4回目用接種券でオミクロン株対応ワクチンの接種を  
　　　　  受けられます（紛失された人は再発行の申請を健康づくり係に行ってください）
　　　　　オミクロン株対応ワクチンのために差し替える必要はありません
　　　　　※2・3回目接種が完了し、接種券が届いていない人には、前回の接種から5ヵ月経過
　　　　　　頃に、順次接種券を発送します。

接種方法　予約が必要です
■個別接種(使用ワクチン：ファイザー社ワクチン※12歳以上)　医療機関に直接予約ください
■集団接種(使用ワクチン：モデルナ社ワクチン※18歳以上)
　◎会　場　白石町総合センター
　◎日　時　10月7日（金）、8日（土）、15日（土）、22日（土）、28日（金）、29日（土）
　　　　　　金曜日：13：00～　土曜日：14：00～
　　　　　　11月も実施予定。町ホームページ等で確認してください。
　◎対象者　前回接種から5ヵ月以上経過している、接種券をお持ちの18歳以上の人
　◎予約方法　杵藤地区新型コロナワクチンコールセンター　
　　TEL　0120-947-694（フリーダイヤル9：30～17：00（休日なし）
　　WEB予約(24時間受付)右のQRコードか下記のURLよりワクチン接種予約サイト
　　からアクセスしてください。https://vaccines.sciseed.jp/kito-vaccine/login
　　※WEB予約の場合は、基本情報変更から姓、名、性別、電話番号を必ず入力してください。
　　ログイン画面では、自治体番号(白石町は414255)・接種券番号・パスワードを入力してください。

【注意事項】
・他の予防接種を受けた場合は、前後13日以上の間隔を空け予約してください。
　ただし、インフルエンザ予防接種は同時接種が可能です。
・ワクチンを受けるには本人の同意が必要です。受ける人の同意なく、接種が行われることはありません。

接種費用
無　料

令和5年3月31日まで延長

白石町のワクチン接種に関する（全般）お問い合わせ
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ポイント

　10月1日から、介護保険の申請書に医療被保険者番号の記入と医療保険証の
写しの添付が必要になりました。添付がない場合は受付できませんので、必ず
医療保険証をご持参ください。
※介護保険申請書の様式が変更になっています。
　新しい様式は杵藤地区介護保険事務所のホームページに掲載されています。

　白石町でもマイナンバーカードを持っている人が増えてきました。8月末現在
で白石町のカード交付率は約44.5％です。
　せっかくマイナンバーカードを作ったけど、持ち歩くのが怖いと心配されて
いる人も多いかもしれません。そこで、今月からマイナンバーカードの安全性
について数回に分けて特集します。

問 杵藤地区介護保険事務所 認定係　TEL 0954-69-8227
長寿社会課 高齢者係　　　　　　TEL 0952-84-7117

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

介護に関する相談や申請の時は、
認定を受ける人の医療保険証をご持参ください

持ち歩いても大丈夫‼
マイナンバーカードの安全性について

　11月11日は「介護の日」です。広く住民の皆さんに高齢者等に対する介護についての理解と認識を深
めてもらうために、介護に関する質問や相談を受け付ける「無料相談会」を開催します。この機会に、
お気軽にご相談ください。

■日時・場所    
　杵藤地区　11月11日（金）10：00～15：00　武雄温泉物産館(店頭）

「介護の日」相談会を開催します

　一定面積以上（別表）の土地取引をした場合には、国土利用計画法により、契約締結日も含め2週間以内
に、土地の所在する市町を経由して、知事へ届出を行う必要があります。
　届出をしなかったり、偽りの届出をしたりすると罰則が科せられることがあります。

■届出義務者　　買　主
■届出の時期　　契約締結日も含め2週間以内
■届　出　先　　土地の所在する市町
■罰　　　則　　6ヵ月以下の懲役又は100万円以下の罰金

大規模な土地取引には届出が必要です

　日没が早まり、交通事故が多発する時期になりました。
　交通事故を防ぐため、ドライバーは早めにライトを点灯し、安全運転を心がけましょう。
　歩行者は、必ず反射材を着用し交通事故にあわないように注意しましょう。
　夜間だけでなく、昼間に外出する際も交通事故に十分注意をしてください。

早めのライト点灯と反射材等の着用をお願いします！

問 佐賀県介護保険事業連合会　TEL 0952-37-1131

問 総合戦略課 重点プロジェクト係　TEL 0952-84-7132

問 総務課 危機管理・防災係　TEL 0952-84-7111

市街化区域
市街化区域以外の
都市計画区域
都市計画区域以外
の区域

2,000㎡以上

5,000㎡以上

10,000㎡以上

（別表）

part１

万全なのじゃ

教えて！マイナンばあちゃん

マイナンバーの生き字引
マイナンばあちゃん

マイナンバーPRキャラクター
マイナちゃん
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　令和5年度に任用する【学校給食調理員】を募集します。
　※他の職種については、広報白石11月号に掲載予定です。

　　・勤務場所　　給食センターまたは学校
　　・休　　日　　土曜・日曜・祝日・夏季(2週間程度の業務を予定)・年末年始他 
　　・募集人員　　20人程度
　　・任用期間　　令和5年4月から令和6年3月までの間 
　　・資格、経験　　不問

■募集期限　　11月18日（金）まで 
■応募方法　　市販の履歴書に、必要な事項を記入し、白石町役場総務課（2階）
　　　　　　　に持参してください。       
■採用方法　　書類審査と面接によります。面接日は、募集締切後、通知します。
■勤務条件等　町ホームページおよび役場総務課職員係窓口にてお知らせします。
　　　　　　　※勤務条件に応じて、各種保険、厚生年金等の加入があります。
■問合せ　　　勤務内容に関すること…学校給食センター　　　TEL　0952-84-2713
　　　　　　　会計年度任用職員に関すること…総務課職員係　TEL　0952-84-7111

適格請求書（インボイス）とは…
　「売手が、買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段」であり、免税事業者
（消費税の納税義務が免除され、消費税の申告及び納付を行う必要がない人）も含めた、多数の
事業者の人が対応を求められます。
　インボイスを発行できる「適格請求書発行事業者」となるためには、登録申請手続が必要です。
令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続を
行う必要があります。

令和5年度
白石町会計年度任用職員(学校給食調理員)募集

武雄税務署からのお知らせ
消費税インボイス制度説明会の開催について

　令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式（インボイス制度）
が始まります。税務署では、事業者の人がインボイス制度への理解を深めていただいたうえで、事業に
応じた対応や準備を進めていただけるよう、説明会を開催しています。

※1　事前予約制となります。武雄税務署個人課税第１部門まで、電話で予約してください。
※2　新型コロナウイルス感染症等の感染拡大状況またはその他の事情により、中止となる場合があります。

問 武雄税務署個人課税第１部門　TEL 0954-23-2128

問 企画財政課 政策調整係　TEL 0952-84-7112

■場所　武雄税務署（武雄市武雄町大字昭和12番地10武雄市役所庁舎5階）
■日程

導入編：消費税の仕組みから知りたい人が対象
概要編：インボイス制度全般について知りたい人が対象

開　催　日

10月19日（水）

11月16日（水）

12月14日（水）

事前予約締切日

10月17日（月）

11月14日（月）

12月12日（月）

開　催　時　間
13：30～14：30
15：00～16：00
13：30～14：30
15：00～16：00
13：30～14：30
15：00～16：00

区　分
導入編
概要編
導入編
概要編
導入編
概要編

定　員
25名
25名
25名
25名
25名
25名

ふくどみラージボール卓球クラブ2連覇！
佐賀県ラージボール卓球大会（男子団体B級）

　8月7日、諸富文化体育館で開催された、佐賀県ラージボ
ール卓球大会が行われ、ふくどみラージボール卓球クラブ
（永石國慶さん、池田信一さん、馬場喜壽さん、林国人さ
ん、木下昇さん）が優勝しました。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。初心者にはコーチやスタッ
フ等の実践指導も行っていますので参加してみませんか。

「しろいしれんこん100周年記念セレモニー」
　を開催します！！

 in Shiroishiまちのわだい

Topics

山口知事のさー行こう！！Topics
TOMMY BEEF（トミービーフ）

　8月17日、白石町のTOMMY BEEFで知事広聴事業が開催され、店主の吉原龍樹さんらTOMMY BEEF関
係者と県知事との意見交換が行われました。
　TOMMY BEEFは平成30年に開業し、「FARM to TABLE
（牧場から食卓まで）」という言葉をコンセプトに、自社牧
場の有限会社佐賀セントラル牧場で育てた「白富（しろとみ）
牛」「しろいし牛」「佐賀牛」の肉用牛を自らの手で加工・
販売し消費者へ届けられています。
　この日は自社牧場で牛の飼育見学を行った後、TOMMY 
BEEF店舗にて知事と関係者との意見交換が行われ、これから
の展望等について語られました。
　最後は県知事と「佐賀さいこう！」のコールで締めくくり
ました。 ▲意見交換の様子

▲ラージボール卓球クラブの皆さん

　しろいしれんこんは、大正11年から栽培が始まり
令和4年で100周年を迎えます。これまでの100年間
に対する感謝の気持ちと、これからのさらなる繁栄
を願い「しろいしれんこん100周年記念セレモニー」
を開催します。
　　■日時：10月30日（日）8：30～
　　■場所：道の駅しろいし
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 in Shiroishiまちのわだい

ゆうあい図書館

第77回国民体育大会および第22回全国障害者スポーツ大会に出場！
白石町激励会

災害時備蓄用「非常食パン」1,500個を寄贈
株式会社リョーユーパン（福岡県大野城市）

 in Shiroishiまちのわだい

図書除菌機を設置しました！

　ゆうあい図書館では、町民の皆さんに安心して図書館を利用していただけるよ
う、図書除菌機を館内に設置しました。図書除菌機は、紫外線による本の除菌・
消臭抗菌を行うことができ、一度に6冊の本を30秒で除菌することが可能です。
■図書除菌機　3つの機能
　・除菌　　　　　　本を開いた状態で紫外線を照射し、ページの中まで除菌
　・消臭・芳香　　　消臭抗菌剤を循環させて、煙草臭・動物臭など、不快な臭い
　　　　　　　　　　を除去
　・ページ間の清掃　本の下から風をあて、ページ間に挟まったホコリ、髪の毛、
　　　　　　　　　　 フケなどを除去
　図書館資料を大切にする気持ちを育む環境面でも、重要なサービスのひとつと
して役立てていきたいと考えています。どなたでも自由に使うことができ、簡単に本の消毒ができますの
で、ぜひご利用ください。使い方などご不明な点は図書館職員にお気軽におたずねください。

Topics

Topics

ごっつあんです！
白石町ふるさと大使の旭大星関からメッセージ

Topics

2022白石町CSW(キャリア・スタート・ウィーク)職場体験Topics
中学２年生が町内の事業所でお世話になりました！

　キャリア教育の一環として、町内3中学校の2年生の職
場体験学習を、58カ所の事業所で8月24日～26日の3日
間で行いました。コロナ禍ですが、国や県の「子どもた
ちの学びを止めない」という方針を踏まえ、感染予防を
徹底して行いました。
　今回の体験を通して「仕事の厳しさや大変さ」「礼儀
・あいさつの大切さ」「コミュニケーションの大切さや
楽しさ」「働くことのすばらしさ、やりがい、大切さ」
などを学んだとのことでした。地域理解や地域貢献、働
くことについての自分の考えを見つめるよい機会となりま
した。今後の生活にも生かされていくことと思います。
　各事業所の皆さんには大変お世話になりました。あり
がとうございました。

　10月に栃木県で開催される、第77回国民体育大会およ
び第22回全国障害者スポーツ大会に出場する町内在住者
10人の激励会が行われました。田島町長から激励の言葉
が贈られ、選手を代表してボクシング競技（成年男子）
に出場する高島祐作さんが出場の決意表明をしました。

▲職場体験の様子

▲災害時備蓄用「非常食パン」

▲図書除菌機

　白石町ふるさと大使の旭大星関へ「しろいしれんこん」を差し入れたところ、れんこんを手に部屋の皆
さんとほほえむ姿の写真が届きました。
　旭大星関は大島部屋所属の力士として活躍されています。北海道出身ではありますが、父親が白石町
出身で、ご本人も幾度となく白石町に訪問されていることや地元応援団も数多いというご縁もあり、令
和2年11月から白石町のイメージの高揚、地域振興や観光振興の促進のため白石町ふるさと大使に就任さ
れています。
　今回、旭大星関から「白石町のれんこんが栽培されてから100周年を迎えられたと聞いております。お
めでとうございます。白石町のれんこんは噛んだ時の触感が最高でした！部屋のみんなと美味しくいただ

き大好評でした！」とのメッ
セージが届きました。
　旭大星関のさらなるご活躍
をお祈りしています！

▲大島部屋の皆さん ▲旭大星関

　9月12日、株式会社リョーユーパン（北村俊策代表）より、災害時に非
常食となる備蓄用パン1,500個（3年保存可）の寄贈がありました。
　株式会社リョーユーパンは、社会貢献の一環として、県内でも近隣自治
体に寄贈を続けられています。災害発生時、避難者に提供するなど、町民
の皆さんに安心を届けるために使わせていただきます。
　ありがとうございました。
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陸上競技（少年女子Ａ800ｍ）
サッカー競技（成年男子）
ボクシング競技（成年男子）
銃剣道競技（少年男子）

前田　穂乃香
　渕　之遠
高島　祐作
川﨑　大晟

白石高等学校
佐川急便
鹿島消防署
佐賀農業高等学校

第77回国民体育大会
バレーボール競技
バレーボール競技
バレーボール競技
陸上競技コーチ
陸上競技コーチ
バレーボール競技トレーナー

川﨑　翼
川﨑　響貴
山口　飛翔
川﨑　健一
小野　充
加藤　祐介

野中建設
うれしの特別支援学校
白石中学校
金立特別支援学校
自営
大和特別支援学校

第22回全国障害者スポーツ大会
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白石町婚活サポーター 
白石町役場 総合戦略課 白石創生推進係　
TEL 0952-84-7132

konkatsu@town.shiroishi.lg.jp

日時 11月2日(水)
開場／18：30 開演／19：00 
※90分程度

佐賀県杵島郡白石町福富下分306-4

定員 男女各10人　※参加費無料

道の駅しろいし 2階会議室

　　　　　　参加者多数の場合、予約をした人が優先となります。
予約を希望する人は【氏名】【年齢】【住所】【電話番号】を記載のうえ、メールでお申し込みください。

会場

申込 予約優先

◆スキルアップセミナー
　講師　有田 麻記
◆交流イベント
　令和5年2月頃実施予定

テーマ 男女脳の違いとは？
男女脳の違いを少し学ぶだけで、恋人間、夫婦間、上司部下
間などにおいて公私ともに、円滑な人間関係が構築できる
ヒントを得ることができます。

講 師
有田　麻記
結婚相談所ハピネス
コミュニケーションアドバイザー

YouTube登録者数 約7.8万人
福岡市出身。地場大手企業の社長秘書を経験し多くの皆様との触れ合いの経験を
活し、脱サラ後は対人関係を中心とした司会や講演などの仕事を行う。その中で
350組を超えるカップルの結婚披露宴の司会を担当し、披露宴当日の司会だけで
なく婚約中のお二人や結婚されたお二人へのアドバイスも積極的に行う。男女脳の
知識を活かして、恋愛・婚活・結婚・夫婦生活などのアドバイザーとして活躍中。

主催 問合せ

人と大地がうるおい輝く豊穣のまち

SAGA ,
SHIROISHI
TOWN白石町

有
料
広
告

町営住宅入居者募集のお知らせ

白石地域自治公民館対抗グラウンド・ゴルフ大会中止のお知らせ

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

10月17日（月）～31日（月）

問 建設課 建築住宅係　TEL 0952-84-7124

問 白石公民館　TEL 0952-84-6925

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。

　11月6日(日)開催を予定していた「令和4年度白石地域自治公民館対抗グラウンド・ゴルフ大会」は
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止します。

白石地域文化祭中止のお知らせ

問 白石文化協会事務局 尾賀原　TEL 0952-84-5442

　11月5日(土)～6日(日)に開催を予定していた「白石地域文化祭」は、新型コロナウイルス感染症拡
大防止のため中止します。

有明文化まつり中止のお知らせ

問 有明文化協会事務局 森田　TEL 0954-65-3919

　11月12日(土)～13日(日)に開催を予定していた「有明文化まつり」は、新型コロナウイルス感染症
拡大防止のため中止します。

※9月30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

町長・議長交際費を公表します

8月分 0件

0件
0円

0件
0円0円

4件
16,000円

0件
0円

2件
10,000円 20,000円

0件
0円

1件
0円

0件
0円

0件

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

0件
0円

7件
46,000円4年度累計

8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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　10月は「食品ロス削減月間」です。
　食べ残し、売れ残りや期限が近いなど様々な理由で、食べられるのに捨てられてしまう食品「食品ロス」。
日本の食品ロス量は年間600万トンを超え、国民1人1日分に換算すると約140グラム（茶碗約１杯分）の食
べ物が捨てられています。

①買い物をする時の工夫
　買い物の前には事前に冷蔵庫内をチェックする。
　食べきれる量・使いきれる量だけ購入する。
　購入する時には、手前に陳列している食品から選ぶ。
②調理する時の工夫
　調理の時には残っている食材から使うようにする。
　その日に食べきれる量を作る。
　定期的に冷蔵庫や収納庫を整理し、食材を無駄なく使うよう工夫する。
③保存する時の工夫
　冷蔵庫を含め、食品を保存するときは最適な保存方法と場所に保存する。
　冷凍や乾燥など下処理をするときは、まとめて行うようにする。
　期限の長い食品を奥に、近い食品を手前に保存し、使い忘れによる期限切れを防ぐ。

食べられるのに捨てられる
「食品ロス」を減らそう

■なぜ食品ロスを減らさなければならないの？
　食品ロスを減らすことは、ごみのリデュース（発生抑制）のみならず、温室効果ガス削減などの環境負荷低
減効果にもつながります。

■食品ロスを減らすために家庭でできることは？
　必要な量だけ購入し、食べきることが基本となりますので、それを意識したうえで次の事を実践してみ
ましょう。

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

もったいない

一人ひとりが意識して食品ロスの削減を目指すことが大切です

道路、税金、年金、福祉など役所の仕事についての疑問や要望はありませんか。
総務大臣に委嘱された行政相談委員が相談に応じています。
相談は無料で、秘密は厳守します。気軽にご利用ください。

～定例相談所～
■日　時　　毎月第1月曜日　9:00～12:00（１月は第１火曜日）
■場　所　　健康センター　研修室　
　　　　　　（10月・11月・3月は総合センター機能回復訓練室）

困ったら ひとりで悩まず 行政相談
犬のフンの放置は違法です！

問 総務省佐賀行政相談センター　TEL 0952-22-2651　FAX 0952-22-2652
総務課 総務係　　　　　　　  TEL 0952-84-7111　FAX 0952-84-6611

※相談の際は、手指消毒やマスク着用など、新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力ください。

10月1日は「浄化槽の日」です！
家庭で使った水をきれいにしてから、自然にかえしましょう。
浄化槽が守る　持続可能な  水環境
　 　　　　　 　　　  （第34回　「浄化槽の日」標語最優秀賞）　

・浄化槽は水質保全と快適な生活を両立することができます。
・下水道の計画がないところでは浄化槽を設置しましょう。
※町では、各家庭に設置する浄化槽に対し、経費の一部を助成します（下水道整備区域をのぞく）。
　助成には事前申請が必要です。希望する人は、早めに生活環境課へご相談ください。　

1　保守点検・清掃は定期的に行い、必ず年1回の法定検査を受けてください。
2　台所では、使った油や調理くずなどを、流し台から流さないようにしましょう。
3　洗濯は、適量の洗剤・塩素系漂白剤を使いましょう。
4　トイレでは、トイレットペーパー以外のものは、流さないでください。
5　浄化槽ブロワの電源は、絶対に切らないでください。

家族のみんなが知っておくべきこと

浄化槽設置補助額
5人槽（600,000円）
7人槽（720,000円）
10人槽（920,000円）

問 生活環境課 下水管理係　TEL 0952-84-7118

問 学校教育課　TEL 0952-84-7128

　町内の小学校敷地内のあらゆるところに飼い犬のフンが放置されており、
困っています。児童が使用する運動場や砂場にフンをさせ放置することは、
不快なだけでなく、環境的・衛生的にも問題があります。
　犬のフンや尿の放置は、軽犯罪法、廃棄物処理法に､違反する可能性があり、
場合によっては刑罰が科せられます。また、無断で敷地内に入ることも禁止されています。
　飼い主として最低限のマナーを守っていただき、学校敷地内に無断で侵入し、フンや尿を放置しないよ
うにお願いします。
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白石新四国八十八ヶ所⑦
（第16番～第18番）

あ わのくに

あ しゅう

ろっぴ

ほうじゅ

よ がんいん   しゅじょう ざ

ぞう ふながたこうはい

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）で、上段両手で合掌（指先が欠
損）し、中段両手で宝珠を乗せ、下段右手で数珠を握
り、左手は与願印（衆生の願うものを与える）を示す坐
像のみが安置されています。舟形光背先端が欠損して
います。
　昭和25年（1950）に白石信者団体が調査した『白
石新四国設置由来　八十八ヶ所所在地及ビ本尊』に
世話人名は不明とされています。銘文は他札所例から
復元しました。

VOL.208

〈参考資料〉
・ＨＰ（一社）四国八十八ヶ所霊場会
・中村　元他編『岩波　仏教辞典』岩波書店　平成元年
・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

たいばるしも てんまんぐう かんおん 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
　　第十六番
（正）本尊千手観音
　　　阿州
　　　　　観音寺

第16番　太原下・天満宮参道西の祠（観音寺‐千手観世音菩薩）

さん こ しょ

　両手で蓋付円形薬壺を乗せます。世話人２人は、
次回で紹介する第19番の世話人でもあります。
　この第18番本尊は、舟形光背・坐像・竿石・基礎
の損傷もほとんど無く、造立当初の姿が良く残され
ている数少ないものの一つです。
　本尊向かって左側に、右手で三鈷杵を、左手で数
珠を握る「弘法大師」坐像が安置されています。年代
は刻まれていませんが、基礎正面の施主と考えられ
る７人のうち、第18番世話人の２人の名前が最後に
刻まれています。

い   どなか しんこく しちぶつやく し にょらい

　　明治十五午年
（右）　大世話人
　　大戸村喜多和十
　　第十七番
（正）　本尊薬師如来
　　　　阿州
　　　　　　妙照寺
　　太原村
　　　　川嵜兵左エ門
（正）施主勝木忠太夫
　　　　川嵜義十

第17番　太原中・鎮国神社本殿北の祠（井戸寺‐七仏薬師如来）

とおの え しも おんざん

　　明治十五午年
（右）大世話人　
　　大戸村喜多和十
　　第十八番
（正） 本尊薬師如来
　　　 阿州
　　　　　 恩山寺
　　遠ノ江村中
　　　　　溝口林藏
（左）世話人
　　　　　江口権兵エ

第18番　遠ノ江下・鎮国神社南約170ｍの祠（恩山寺‐薬師如来）

　両手で蓋付円形薬壺を乗せ、基礎は失われています。
右側面は右隣の弘法大師坐像と接しているため読めま
せんが、他札所の例から推定しました。
　世話人を「施主」と刻んでいます。また、先月号で紹介
した第15番世話人である下太原村の香月忠太夫と、こ
こ第17番施主である太原村の勝木忠太夫は同一人物
で、本来の姓表記は「香月」であると考えられます。
　四国八十八ヶ所第17番井戸寺の当初の寺名は妙照
寺でしたが、空海（真言宗開祖弘法大師）が錫杖で一
夜にして井戸を掘ったとされる伝説から、所在地が井戸村、寺号も井戸寺と通称され、大正５年（1916）に正式に「井戸寺」と改名されました。
　七仏薬師如来とは『岩波　仏教辞典』によれば、善名祥吉祥王如来・宝月智巌光音自在王如来・金色宝光妙行成就如来・無憂最勝吉
祥如来・法海雷音如来・法海勝慧遊戯神通如来・薬師瑠璃光如来の７仏のことです。

ふたつき
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IHを使った料理教室　　　　　　　～洋食ワンプレート定食～
申込電話先　 白石公民館係　0952-84-6925
日　　　時　 11月15日(火) 10：30～12：30
場　　　所　 白石町総合センター　農産加工室
参　加　料　   　 無料　　　　定員 　    12人
講　　　師　 九州電力(株)ホームアドバイザー

本格味噌作り
申込電話先 福富公民館係　0952-87-2149
日　　　時 　 11月25日(金) 9：30～11：30
場　　　所 福富ふれあい干拓館　調理室
参　加　料　　1,500円 　    定員　  　 １0人
講　　　師 片渕　浩明　氏

申込電話先　 生涯学習係　0952-84-7129

日　　　時 ①11/10(木) ②11/12(土) ③11/19(土) 
④12/３(土)　いずれも 9：00～12：00

場　　　所    白石町陶芸館
参　加　料　  　500円   　  定員　　　10人
講　　　師 原﨑　壽　氏

秋の陶芸教室

新しい趣味や体験をしてみませんか？皆さんの参加をお持ちしています

　キャベツたっぷりメンチカツをメインディッシュにか
ぼちゃのポタージュスープやスイーツもついて、ちょっ
とおしゃれなワンプレートランチの料理教室です。ホー
ムアドバイザーから電気のお得情報もありますので、こ
の機会にIHを体験して料理の幅を広げてみませんか。
　なお、応募多数の場合は、初めての方を優先させてい
ただき抽選となります。　

スローエアロビック
申込電話先　 生涯スポーツ係　0952-84-7129
日　　　時    11月14日(月) 10：00～11：30　
場　　　所　 福富ゆうあい館　多目的ホール
参　加　料　  　  無料　　   　定員　      20人

　コロナ禍で家に閉じこもりがちになっているあなた。
少し体を動かしてみませんか？
　スローエアロビックは「開く・伸ばす・ひねる」の
3つの要素を取り入れた運動初心者や体力の低い方で
もがんばらずにできるエクササイズです。

　地元白石産大豆を使って体にやさしい味噌を作ってみ
ませんか？昔から日本の生活とともにある味噌、健康促
進・病気予防等いいことづくしの発酵食品です。この機
会にぜひご参加ください。出来上がった味噌はお持ち帰
りできます。
 なお、応募多数の場合は、抽選となりますのでご了承く
ださい。

①お気に入りの湯のみや皿などの形を作る
②形を仕上げる　　③下絵・色づけ
④窯から作品を取り出し仕上げ・講評・鑑賞します
※できるだけ４日間通しての参加をお願いします。
　陶芸に興味のある方、初心者の方、大歓迎です！

■申込方法 ・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。

申 込 先
申込受付時間
申 込 期 限
対 象 者

各講座の申込先へ電話してください。
8:30～17:00まで (土日を除く)
10月24日(月)まで
白石町内に在住または勤務している人

令和4年度 『秋の講座』受講者募集のご案内

講　　　師　  佐賀県エアロビック連盟　　　　　　　　　　　副理事長　鶴田　純子　氏

申込電話先　 国スポ・全障スポ推進係　0952-84-7129
日　　　時 11月26日(土) 10：00～12：00　
場　　　所    福富ゆうあい館　研修室
参　加　料　  　500円   　  定員　　　  9人
講　　　師 諸石　紋子　氏

コーヒーを淹れてみよう 親子で作る「消しゴムはんこ」
申込電話先　 有明公民館係　0954-65-3135
日　　　時    12月11日(日) 10：00～12：00　
場　　　所    有明公民館

参　加　料　  　500円　    定員　親子10組(20人)
対　象　者    町内小学5～6年生と保護者　※親子参加

　はがきサイズの消しゴムを適当なサイズにカットし、好
きな絵を書いたトレーシングペーパーを消しゴムに写し、
デザインカッターや彫刻刀で削ります。
　親子で一緒にオリジナルはんこを作ってみませんか。
※デザインカッターは準備します。カッター、彫刻刀が無い方はご相談ください。

　コーヒーの知識を学んで、美味しいコーヒーを淹れて
みませんか？初心者向けの講座になっています♪
①コーヒーの基礎講座　②コーヒーの飲み比べ体験
③コーヒーを淹れる体験　④試飲会
　　　　　　　　　　　　　　以上を予定しています。

講　　　師　  江口　智子　氏
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COLUMN

家　庭　教　育　コ　ラ　ム
シリーズ

⑰

■創　立：昭和37年
■校　長：中村　数寛
■生徒数：250人（R4.8.31現在）
■住　所：白石町大字遠江143番地１
■HPアドレス
　https://www.education.saga.jp/hp/shiroishi-j/

学校教育は今

学　校　教　育　目　標

「夢実現　知恵と情熱で共に伸びる白中生」
～　感動　感謝　思いやりの心を軸に　～

校舎改修・増築の工事が本格的に始まりました

■学力の向上：コロナ禍での「密」を回避す
るために、公開授業をオンラインで実施し、
先生方は別教室のモニターで授業の様子を参
観しました。教職員相互で切磋琢磨し指導法
の工夫・改善に努めています。（教学一如）

■学校行事を通して、生徒指導の充実と心の教育を推進しています。校舎改修に伴いグラウンドには仮設
校舎が建てられる中、コロナ禍で迎えた３度目の体育大会です。

　　 学校教育目標達成に向け、以下の重点項目４つに継続して取り組んでいます。
　１　学力の向上：指導法の工夫・改善とGIGAスクール構想の推進（教学一如）
　２　生徒指導の充実：「時を守り、場を整え、礼を正す」立ち止まり挨拶の徹底
　３　心の教育：「認め合い・支え合う素直な心の育成」感動　感謝　思いやりの心
　４　教職員の資質向上：チームワーク・フットワーク・ネットワークの実践で「信頼される教師」を
　　　　　　　　　　　　めざしています。

■令和6年4月、新しい「白石中学校」の開校に向け校舎の改修・増
築等の工事が本格的に始まりました。8月23日からはグラウンドに
設置された仮設校舎にて授業を始めました。

校訓 ： 正しく　明るく　強く

　　　　　   　　　　『部活動の地域移行』
　　　　　　　　　　～保護者、地域、先生方と共有しておきたいこと～
　　　　　　　　　　　　　　スポーツ少年団　白石アスリートクラブ　代表　
　　　　　　　　　　　　　　　　 白石町部活動検討委員会　委員長　　堤　王宏　　　　　
　4月、3つの小学生陸上クラブ（須古、白石、有明西）を統合し、さらに白石中、福富中、有明中の
陸上部員を受け入れ、67人（小31、中36）のスポーツ少年団『白石アスリートクラブ』が発足しま
した。5年前に始まった町内小中高の練習交流会がベースですが、組織化へと大きく舵を切った理由は、
部活動の地域移行と少子化です。今、ジュニアスポーツは戦後最大の変革期です。多くの人の協力が
不可欠なので、共有したい背景を紹介します。
【部活動の地域移行・・中学生の環境変化】
　6月、「休日部活動を令和5～7年度で地域へ完全移行する。その後、平日部活動も移行する」という
国の方針が出ました。これに至る経緯はここで触れませんが、3年以内に道筋を示せない市町や種目
では、中学生が身近にスポーツを親しめる環境が失われます。
【少子化・・小学生の環境変化】
　白石町は、令和2年度の出生数が103人。今の中学3年生は213人なので、少子化は急激です。小学
生を対象とするスポーツクラブは町内に25団体以上で、どこもチーム編成が困難になりつつあります
が、町全体を視野に入れた再編がないまま、活動を休止する団体も散発的に出始めています。
【健康管理、インテグリティ（誠実、高潔）・・指導者に求められることが変化】
　数年前の指導者講習会で講師（元校長）より、「中学校で軟式野球を指導してきたが、小学生時
点で肘にメスが入っていた生徒を７、８人はみてきた」とお話しがありました。佐賀県内の身近な
話です。子どもは小さい大人ではありません。発育の途中にあり、同学年でも発育段階は様々です。
ジュニア指導者には、技術や成績以前に、発育の正しい知識に基づいた指導が求められます。体罰
防止や子どもに対する態度もそうですが、今の指導者に求められる素養を小規模化する地域クラブ
ごとに担保するのは困難です。部活も地域移行する中で、包括的な仕組みづくりが必要です。
【白石町での見通し・・未来は明るい】
　5月に白石町部活動検討委員会が発足し、8月には競技別部会を開催。
陸上、軟式野球、卓球、バスケット、バレーの顧問、地域指導者、小学生
指導者が会しました。皆さん、連携へ前向きな議論をしていただき、未
来は明るいと確信しました。
　受け皿ばかり注目されますが、国の方針では、スポーツの多志向
（勝利至上主義からの脱却、シーズン制等）やインクルーシブ（障が
いのある子も地域で共に活動できる場の創出）など、ジュニアスポー
ツのソフト面での転換が本丸です。今までの部活動が、必ずしも生涯スポーツを楽しむことにつ
ながっていないのでは？との問題提起もあります。不可抗力な事故への対策など、安心して指導
できる環境づくりも必要で、総合型地域スポーツクラブ法人を設立し、包括的に解決を目指すの
も1つの方法です。
　学習指導要領で子どもたちには「予測困難な時代を生き抜く力」が求められています。一方で大
人は「予測困難な時代に立ち向かう覚悟があるのか？」を子どもたちから問われています。私たち
は、スピード感と大胆さを持って取り組まなければなりません。

【３年生国語科授業】

【青軍応援披露】 【３年生　一致団結】 【紅軍応援披露】

【モニターにて授業参観】

［白石中学校］
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消費者ホットライン…局番なし188消 費 生 活 情 報

11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。

10月6日(木)・13日(木)・
　  20日(木)・27日(木)
10：00～16：00
（12：00～13：00は昼休み）

10月の相談日

2

9

16
24
31

23
30

3

10

17

4

11

18

5

1

12

19

6

13

20

25 26 27 28

7

14

21

8

15

22

29

相談日 他の町でも相談できます

クレジットカードの使い方を考えよう！

■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＞
・手元や口座にお金が無くても買い物できるという意味では借金しているのと同じです。クレジット  
　カードを利用する際は計画的にしましょう。
・期限までに支払えない場合は、個人信用情報機関に延滞情報が登録されます。新規にクレジットカード
　を作ることができない等の不利益を受ける恐れがあります。
・「分割払い」「リボルビング払い」を選択した場合には所定の手数料がかかります。特にリボ払いは毎月
の　支払額が一定となる仕組みですが、月々の支払いを一定に抑えられる一方、支払いがなかなか終わら
な　いといった事態に陥る恐れがあります。
・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
　成人したのでクレジットカードを作り、限度額いっぱいまで買い物をしてしまい、支払いができなく
なってしまった。そのまま放置していたら督促状が届き、その返済のために借金をして返済不能になっ
た。どうすればいいのか。
事例2
　クレジットカードの請求が利用金額より少ないと思っていたが、明細はアプリなので面倒で見ていな
かった。確認すると、申し込み時からリボ払いで、100万円近い残額があることが分かった。

SUN(日) MON(月)

MON(月)

TUE(火) WED(水) THU(木)

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

FRI(金) SAT(土)

102022
Octoberくらしのカレンダー 10/5▶11/10

※9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
10月　9日

10日
　16日
23日
30日

11月　3日
　6日

日
月・スポーツの日

日
日
日

木・文化の日
日

白石共立病院
いけがみ内科クリニック

森外科医院
稲富胃腸科外科
白石共立病院
順天堂病院
有明医院

白石町
白石町
白石町
白石町
白石町
大町町
白石町

0952-84-6060
0952-87-2107
0954-65-2059
0952-84-3027
0952-84-6060
0952-82-3161
0952-84-2842

保健福祉課
健康づくり係
0952-
８４-７１１６

日 月 火 水 木 金 土
5 6 7

9 10スポーツの日

8

11 12 13 14 15

16 17 18

23

30 31 1 2 4 5

24 25 2726 28 29

19 21 2220
◆消費生活相談
　　10：00～16：00

◆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～
　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～
　乳がん検診なし

県民スポーツ大会

県民スポーツ大会

県民スポーツ大会
(※陸上競技のみ)

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

交

ゆ

●おはなし会
　　10：30～11：00

★3歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉12：45～13：15
　［H31.2月生］
　母子健康手帳・問診
　票・尿

ミ
相

大
健
総

交
会

ゆ
元
有公

交

健

6 7 8 9 10

●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～
　乳がん検診なし

健

総

相

総

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

◆消費生活相談
　　10：00～16：00

●スポーツフェスタ   
　しろいし2022
　白石町総合運動場
　9：00～16：00

相

相

◆消費生活相談
　　10：00～16：00相

相

健

◆消費生活相談
　　10:00～16：00
★乳児健診
　　 〈受付〉13：15～13：40
　［R4.6月生］
　母子健康手帳、健やか
　親子21アンケート

相
◆消費生活相談
　　10:00～16：00

◆法律相談
　　10：00～12：00
★2ヵ月児相談
 　   〈受付〉13:00～13：30
　［R4.8月生］
　母子健康手帳・出生届
　の時の資料・育児やここ
　ろの健康チェック票

日
曜
・
祝
日
在
宅
医

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

ゆ健

★2歳6ヵ月児歯科健診
　　〈受付〉12：50～13：30
　［R2.2月～3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

(11/3は祝日のため金曜日へ変更)

文化の日3

※都合により変更になる場合があります。

◆人権相談・行政相談
　　 9：00～12：00総
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EXPRESS
糖尿病・肝がん市民公開講座

　ケーブルテレビ、インターネットで開催します。
血糖値が気になる人、肝臓が気になる人、お酒が好
きな人、ぜひお気軽にご覧下さい（11月上旬～テレ
ビ放映・11月1日ネット配信）
■講演　「肝臓をガンから守る。～糖尿病、脂肪肝
　からの発癌が増加し続ける時代～」
■講師　嬉野医療センター　
　　　　消化器科医長　有尾啓介先生
■問合せ　鹿島藤津地区医師会　
　　　　　  TEL　0954-63-3969

「合同企業説明会in Saga」
■日時　10月11日（火）
　　　　13：30～16：00（12：00～15：00受付）
■会場　ホテルグランデはがくれ
　　　　（佐賀市天神2丁目1-36）
■内容　・20分×5回のターム制で行います。各
　 企業のブースを自由に訪問して、求人票を基に
　 担当者からお話を聞いてください。
　・説明会のほかにもワンポイントセミナー・PCで
　 の職業適性診断、ハローワーク相談ブース、佐賀
　 県情報ブースと盛りだくさんです。
■対象者　①令和5年3月に大学等を卒業予定の学生
　　　　　②既卒3年以内の人　
　　　　　③概ね45歳未満の若年求職者
■参加料　無料（事前予約制ですが、当日参加も可能）
■参加企業　佐賀県内に本社または事業所があり、
　ハローワーク求人（県内就業地・正社員）を申し込
　んでいる企業50社
■申込方法　若年者地域連携事業のホームページ
　からお申し込みください。また、最新情報は
　ホームページにてご確認ください。
　https://renkei-saga.hp.peraichi.com/
■問合せ　
　佐賀労働局委託若年者地域連携事業　
　副島・江頭　TEL　0952-27-6120

嘉瀬川ダム竣工10周年記念感謝祭
　～「感謝の心」を次世代に引き継ぐ～

　嘉瀬川ダム水源地域と受益地域の連携や交流促
進を図るため、感謝祭を開催します。郷土料理等の
振る舞いや花火の打上げも予定してます。この機会
にダムを見学してみませんか。
■日時　11月6日（日） 10：30～18：30
■場所　嘉瀬川ダム管理事務所
　　　　「水恵無限」碑前広場
■問合せ　
　嘉瀬川ダム竣工10周年記念事業実行委員会
　TEL　0952-62-1277（さが水ものがたり館）

「労使間のトラブル無料相談」重点受付週間
　佐賀県労働委員会では、解雇や賃金未払い・パワ
ハラ・セクハラなどの労使間のトラブルについて電
話・来所での相談を通年無料で行っています。秘密
は厳守されますので安心してご相談ください。
■重点受付期間　
　（平日の相談時間延長、土・日の相談受付）
　10月24日（月）～10月30日（日）
　　平日8：30～20：00（受付19：00まで）
　　土・日9：00～17：00（受付16：00まで）
　※通常は平日8：30～17：15まで相談を受け付
　　けています。
■場所・問合せ　
　佐賀県労働委員会事務局 佐賀県庁南館3階
　（佐賀市城内1-6-5）　TEL　0952-25-7242
　※来所相談については事前に電話予約をお願い
　　します。

無料調停手続相談会中止について
　広報白石9月号でお知らせした10月8日（土）鹿
島会場の相談会は、新型コロナウイルス感染症拡大
防止のため中止します。
■問合せ　
　鹿島調停協会（鹿島簡易裁判所内）
　TEL　0954-62-2870

佐賀県立盲学校「学校公開」
■日時　10月30日（日）　8：30～12：40
■場所　佐賀県立盲学校　
　　　　幼少・中・高等部各教室、図書室等
■日程および内容　受付　8：30～

■申込方法　電話、FAX、メール
　　　　　　（受付時間：平日9：00～16：00）
■締切日　10月21日（金）
■問合せ　佐賀県立盲学校　教務部　
　TEL 0952-23-4672　FAX 0952-25-7044
　メールアドレスmougakkou@education.saga.jp

情報

犯罪発生件数
うち窃盗犯

62件
43件

前年比  

－2件

前年比  

前年比  
＋2件

5件
16件
3件
8件

±0件
前年比  

－3件
前年比

±0件
前年比  

－5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

－5件

オートバイ盗
空き巣、忍込み等

自転車と自宅の確実な施錠をお願いします。

8月末現在白石警察署管内の犯罪発生状況

EXPRESS
職業訓練受講生募集（12月入所生）

■募集科名・定員　
　CAD/NCオペレーション科　15人、
　溶接技術科　15人、住環境CAD科　15人
■訓練期間　12月1日（木）～令和5年5月31日（水）
■募集期間　10月27日（木）まで
■入所選考　11月7日（月）
■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

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（二次）
■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】
■願書受付期間
　11月14日（月）～ 11月25日（金）　
　9：00～16：00
■試験日　12月6日（火）
■試験会場　武雄看護学校　
　　　　　　（武雄市武雄町昭和297）
■受験資格　
　年齢23歳（2023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
■申込・問合せ　
　武雄看護学校　TEL　0954-23-7171

行政書士広報月間事業「暮らしの手続き」
無料相談会

■日　時　10月16日(日)　13：00～16:00
■場　所　嬉野市コミュニティーセンター
　　　　　楠風館　第１研修室
　　　（嬉野市塩田町大字五町田甲3136番地1）
■相談担当者　杵藤地区の行政書士
■相談テーマ　
　⑴　遺言書作成や相続の手続き
　⑵　農地転用や事業開業等、官公署の許認可が
　　　必要な手続き
　⑶　外国人の在留資格についての手続き
■その他　
・予約制、ご相談時間は30分とさせていただきます。
　当日予約可
・ご相談を希望される方は、下記までお問合せ下さい。
・新型コロナウイルス感染拡大の影響について
　⑴　ご対応には、マスクやフェイスシールドを
　　　着用させていただきます。
　⑵　ご来場の際は、マスクの着用をお願いいた
　　　します。
　⑶　状況により、やむをえず中止となる場合が
　　　あります。
■問合せ　佐賀県行政書士会 杵藤支部　
　　　　　TEL　0954-68-0225（大塚）

情報

高齢者に対する講習会
1.福祉車両送迎運転者講習
■期日　11月16日（水）・17日（木）2日間
■講習会場　武雄市文化会館
　　　　　　（武雄市武雄町武雄5538-１）
■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　11月2日（水）
2.マンション施設管理員養成講習
■期日　11月29日（火）・30日（水）2日間
■講習会場　高齢者ふれあい会館「りふれ」
　　　　　　（唐津市二夕子3丁目155番地4）
■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　11月17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
■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

  8：50～  9：40
  9：50～10：40
10：50～11：40
11：50～12：40

公開授業Ⅰ
公開授業Ⅱ
公開授業Ⅲ
公開授業Ⅳ

「目の支援セン
ターゆうあい」に
よる個別の相談
会、生徒の作品・
教材教具展示

体験
コーナー 寄宿舎

見学
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●10月の休館日

ゆうあい図書館
図書紹介

10月

11月

/10日(祝・月)/11日(火)/17日(月)
/24日(月)/27日(木)/31日(月)
/4日(金)/7日(月)

開館時間：10:00～18:00

・10月10日～11月7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

ちんちろまい特選方言講座　第4集
これであなたも完璧なしろいしみのりちゃん
ちんちろまい編集部
　ちんちろまい特選方言講座 
第3集発刊から4年。皆さんか
らのご要望にお応えし、4年振
りに第4集が完成！「あったら
しか」「しょて」「ふべんなか」
など、いまではめったに聞かな
い方言が満載で、抱腹絶倒間違
いなし。全45話を収録。

おばけのやだもん こわーいおばけやしき
ひらの ゆきこさく・え　教育画劇

　やだやだおばけのやだもんが、
なかまのニャーゴとおばけやしき
にやってきた。やだもんはだだっ
こを見つけたけれど、ニャーゴに
「あれはこわがってるだけだニャ
ー」と言われ…。見返しに探し絵
&カヴァーそでに答えあり。

竹本義太夫伝　ハル、色
岡本 貴也著　幻冬舎

　届け、この声。あのひとの、胸の奥
深くまで。江戸中期、百姓だった若者
が、恋する女性のために人生すべてを
芸事に捧げ、「新浄瑠璃」なる芸術を
作り上げた。竹本義太夫の七転八倒の
人生を描く。

　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。

■ゆうあい教室
　【あなたも美文字！筆ペンレッスン】
　日頃、のし袋に書く文字(お祝い・香典等)
を、気軽に筆ペンで書いてみませんか？
・日時：10月16日（日）13：30～15：00
・場所：ゆうあい館　研修室
・人数：10人（先着順）一般
・参加費：無料
・持ってくるもの：筆ペン
（テキストはこちらで準備します）
・申込・問合せ：ゆうあい図書館　
　TEL　0952-87-2171

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
　10月のおはなし会　
　　　8日(土)・22日(土) 10:30～

璃の香（レモン）を育ててみませんか？
り　の　か

　町では、白石の新たな特産品の取り組みとして、平成29年度から
白岩地区の果樹試験場で栽培を行っていた「璃の香（レモン）」につ
いて、今後も作付を拡大したいと考えています。
　そこで、町内在住で町内の土地に作付をしていただく人を対象に、苗
木の購入費用の一部を補助します。
【補助内容】
・苗木１本につき購入価格の2分の1以内（100円未満切り捨て）で
　上限1,000円まで
・1事業者あたり50本まで
※璃の香は、リスボンレモンと日向夏をかけ合わせた品種で、柑橘系に多いかいよう病や寒さに強い品種
　です。また、通常のレモンより酸含量が少なく、まろやかな酸味が特長で、種が少なく使い勝手の良い、
　加工品や生食用としても評価の高いレモンです。詳しくは、農業振興課までお問い合わせください。

問 農業振興課 振興係　TEL 0952-84-7121

健康レシピ

カ おいしい
ン
タン

「野菜プラスで満足おかず」豚肉のレタスロール
　肉料理は摂りすぎてしまいがちですが、野菜も一緒に使うことでボリュームが出
て満足できる一品になります。
　レタスのように生で食べることが多い野菜も、加熱することでいつもと違う食感
を味わえ、さらにかさが減りたくさん摂ることができます。

 

・豚もも薄切り肉
・レタス
・片栗粉
・酒
・サラダ油
・ブロッコリー(小房に分け、茹でる)
・ぽん酢しょうゆ

　　　‥‥‥‥‥‥‥240ｇ
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥240ｇ
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥小さじ2
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥小さ4
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ1
　　　　　　　　　‥80ｇ
　　　‥‥‥‥‥‥‥大さじ2

■材料：4人分

■作り方
①ラップを大きめに切って広げ、その上に8等分に分けた豚肉を少しずらして
　重ねて縦長に広げ、片栗粉をふる。
②肉の幅に合わせてレタスをたたんで棒状にし、肉の手前に置き、ラップでお
　さえながら強めに巻く。
③フライパンに油を熱し、②の巻き終わりを下にして1～2分焼き、酒を加え
　ふたをして蒸し焼きにする。肉が白っぽくなったら焼き目がつくまで転がし
　ながら焼く。
④皿に盛り付けブロッコリーを飾り、小皿に入れたぽん酢しょうゆを添える。（1人分：エネルギー 131kcal　塩0.6ｇ）
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●世帯
●人口
　男性
　女性

（＋10）
（－9）
（－4）
（－5）

7,760世帯
21,858人
10,348人　
11,510人　
R4年8月末現在（対前月比）

広報白石 2022.10 No.214
編集・発行／佐賀県白石町役場

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

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

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

ひとのうごき 令和4年10月5日発行

10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
11月1日（火）～7日（月）の期間内に、①お子さん
の名前（ふりがな）②生年月日・年齢③性別④保
護者名⑤住所⑥電話番号⑦コメント（50字以内）
を書いて、メールでご提出ください。（郵送・持参
不可）

12月生まれの子どもの写真を募集します♪

結彩ちゃん5歳のお誕生日おめでとう♡
みんなを笑わせてくれる我が家の姫！
いつもニコニコ笑顔の結彩でいてね！

２歳のお誕生日おめでとう！
毎日元気で笑顔いっぱいももちゃん♪
たくさん食べて遊んで大きくなあれ☆

祝♡１歳　元気いっぱい笑顔いっぱい、
お姉ちゃんが大好きなきょうちゃん☆
これからも成長を楽しみにしているよ！

栞季のニコニコ笑顔が家族みんなの
元気の源です♡これからも、いっぱい
笑っていっぱい遊ぼうね♪
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◎送付先 
kouhou@town.shiroishi.lg.jp

※写真は原則お子さん1人で写り、加工前のもの。
　本文に絵文字を使用すると表示されない場合
　がありますのでご注意ください。

  しろいしキッズ
  しろいしキッズことちゃん、４歳のお誕生日おめでとう♪

これからもお友達と仲良く、
ニコニコ元気なことちゃんでいてね☆！

1歳の誕生日おめでとう♡これからもモリ
モリご飯食べて大きくなってね！ずっと
ママとパパの癒やしでいてね！

たんじょうびおめでとう！げんきいっぱい
のそうちゃん、だいすきです☆おきにいり
のおもちゃでたくさんあそぼうね！

お誕生日おめでとう！
いつも家族を笑顔にしてくれて
ありがとう♡
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さらんちゃん2歳の誕生日おめでとう！
お話し上手になってきたね！
これからも元気いっぱい、笑顔でいてね♪
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3歳おめでとう！
食べること大好きやんちゃ坊主の昂くん、
これからも姉弟と仲良く過ごしてね！
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