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スクールアシスタントの登録を受け付けています

100周年を祝い福富太鼓保存会の演奏
［写真］しろいしれんこん100周年セレモニーが開催されました！！
　　　（13ページ）



　11月13日、雨天のため延期した『Farmers Table 2023』は、令和5年3月12日(日)に延期開催する
ことが決定しました。テーマは「白石町で『暮らしの食卓』をデザインする」。
　当日は、芸術祭に携わるアーティストの作品展示のほか、参加者と一緒に1つの作品を作り上げるワーク
ショップを行います。また、農家や飲食店など暮らしの食卓に並ぶモノ、コトを取り揃えた出店者が集結
するファーマーズマーケットを行います。たくさんの方のご来場をお待ちしています！

　白石町教育委員会では、部活動検討委員会を立ち上げ、具体的な協議と検討を進めています。令和6年度4月
の新設中学校開校に向け、部活動の基本方針の見直しや部活動の地域移行に係る環境の整備に取り組みます。
　学校部活動は、スポーツ・文化芸術に興味・関心のある生徒が参加し、学校教育の一環として行われ、
中学生の体力や技能の向上を図る目的以外にも、生徒の自主的で多様な学びの場として、多くの教育的意
義があります。今後も生徒の豊かなスポーツ・文化芸術活動を実現するためには、学校と地域の連携・協
働により、生徒や保護者の負担に十分配慮しつつ、子どもたちが継続して部活動を行う環境を整備してい
く必要があります。

【設置目的】白石町内中学校の現状と今後の見通しを整理し、学校と地域が協働・融合し、中学生ニーズに応え
る持続可能なスポーツ・文化活動の機会を確保できる体制を整えるとともに学校の働き方改革の推進を目指す。
町内各中学校へ聞き取り開始

部員が年々減少
選ぶ部活動がない

アンケート実施
指導が負担・多忙
積極的に指導したい

委員の選定及び中学校の
課題に応じた検討

各中学校代表　部活動担当者
地域指導者　学識経験者
地域・生涯スポーツ関係者

全体会（年間3回）

■開催日時　
　令和5年3月12日（日）11:00～16:00　※雨天中止
■開催場所　
　ふくどみマイランド公園（白石町大字八平432）
　※当日は会場とJR江北駅を結ぶシャトルバスを運行します
■内容　
　1）芸術祭に携わるアーティストの作品展示
　2）生産者・飲食店・食卓のアレコレ店の出店・販売
　3）レンコン100周年ワークショップ「レンコンの蓮の花」
■主催/問合せ　
　白石町観光推進協議会 (佐賀県白石町役場 商工観光課内)
　TEL 0952-84-7123
　E-mail　syoukoukankou@town.shiroishi.lg.jp

【延期開催決定!!】
しろいし緑の芸術祭関連企画 『Farmers Table 2023』

新型コロナウイルスワクチン接種について学校と地域が協働し、部活動改革を推進します 11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）

年末年始の新型コロナの流行に備え年内接種をご検討ください

オミクロン株対応ワクチン以外の新型コロナワクチン接種状況

　これまでの2年間、年末年始に新型コロナが流行しています。 流行に備えて、高齢者・基礎疾患がある
人など、重症化リスクの高い人はもちろん、若い人もオミクロン株対応ワクチンの接種をお勧めします。

■オミクロン株対応ワクチンの接種対象者は、
　12歳以上で2回以上ワクチン接種をされた全ての人です。
　前回接種から3カ月経過していれば接種できます。
　3回目、4回目、5回目の接種券をお持ちの人はすぐに予約ができます。

12月のオミクロン株対応ワクチンの接種状況　予約が必要です
ファイザー社オミクロン株（BA.4-5）対応ワクチンを使用します

■個別接種 ※12歳以上　医療機関に直接予約ください
■集団接種 ※18歳以上　
　◎会　場　白石町総合センター
　◎日　時　  9(金)、15(木)　13：00～
　　　　　　10(土)、17(土)　14：00～　予約は順次開始していきます。
　◎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）
　　※5回目接種のWEB予約ができません。必ず電話でご予約ください。
　　WEB予約 (24時間受付)右のQRコードからアクセスしてください。
　　※WEB予約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。

　今年の冬は、新型コロナウイルスと季節性インフルエンザの同時流行が懸念されています。インフル
エンザワクチンの接種もご検討ください。
■インフルエンザ感染防止対策
　⑴ワクチン接種 ⑵外出後の手洗い・手指消毒 ⑶適度な湿度の保持 ⑷十分な休養とバランスのとれた
　栄養摂取 ⑸人込みや繁華街への外出を控える ⑹不織布マスクを着用する ⑺室内のこまめな換気
■インフルエンザワクチンと新型コロナワクチンの同時接種
　インフルエンザワクチンと新型コロナウイルスワクチンは同時接種可能です。また、別日にする際も
　接種間隔の規定はありません。※新型コロナウイルスワクチンとインフルエンザ以外の予防接種を
　接種する場合は、前後13日以上の間隔が必要になります。

今冬は、インフルエンザ流行への備えもしっかりと行いましょう

接種は
一人1回

接種費用
無 料

白石町のワクチン接種に関する（全般）お問い合わせ

↑最新情報随時更新中

種類

1、2 回目接種

小児用

乳幼児

ノババックス

対象年齢

12歳以上

5歳～11歳

6カ月～4歳

12歳以上

実施医療機関

有明医院、いけがみ内科クリニック、カタフチ医院

有島病院、高島病院

高島病院

県接種会場（佐賀リハビリテーション病院）

備考

年内でワクチンの供給終了予定

ファイザー社ワクチンを3回接種
ファイザー社ワクチンを3回接種
接種希望者は接種券発行申請が必要
1、2回目12歳以上、3～5回目18歳以上

【注意事項】ワクチンを受けるにはご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。

白石町部活動検討委員会

各中学校

競技別会議（年間5回ずつ）
検討開始

課題は何か？

存続・維持
の可否？

指導体制
支援体制

部活動の
地域移行は？

合同部活動
合同練習会

合同部活動、部活動交流会の実施、定例化の検討

部活動とジュニアスポーツクラブの連携

中学校部活動指導体制及び支援体制
合同部活動、部活動交流会活動について
「地域部活動」「地域スポーツクラブ」の
検討及び組織について
休日の部活動の段階的な地域移行に関する協議
地域指導者の発掘・育成
開設部活動に関する検討、協議

委員の選定
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問 学校教育課 教育総務係　TEL 0952-84-7128

問 保健福祉課 健康づくり係　TEL 0952-84-7116

スクールアシスタント（学校教育支援員）の登録を受け付けています

大腸がん郵送検診のお知らせ

　町教育委員会では、教育活動の充実と、児童生徒の健全な育成の手助けを行うスクールアシスタント
（学校教育支援員）を町内の小中学校に配置しています。

　主な業務
　・個別の支援を必要とする児童生徒への対応補助　・授業や補充学習などの指導補助
　・学校行事における指導および準備・運営補助　　・学校事務補助
　・その他、目的の趣旨に照らして校長が必要と認める校務・指導補助

　12月5日から大腸がん郵送検診の受付を開始します。
　申込後に検査キットが自宅に届き、返信用封筒にキットを入れて返送するだけで簡単に検診を受ける
ことができます。
■対象者：町内に住所がある人で、今年度大腸がん検診を受診していない下記の人
　　　　　年度末年齢　・50歳（S47.4.1～S48.3.31生）
　　　　　　　　　　　・55歳（S42.4.1～S43.3.31生）
　　　　　　　　　　　・60歳（S37.4.1～S38.3.31生）
■費用：無料
■実施機関（問い合わせ先）：（医）高野会くるめ病院（TEL 0942-43-5199）
■検査内容：免疫便潜血検査（2日分を採便する）
　　　　　　検査結果は約3週間後に自宅に届きます。
■受付期間：12月5日～令和5年1月20日
■実施期間：令和5年1月4日～1月31日
■申込方法：以下の3つのいずれかの方法で、くるめ病院にお申し込みください。
　①QRコードからの申し込み　スマートフォンで右記QRコードを読み取り、必要事項を入力する。
　②電話で申し込み　くるめ病院へ「白石町がん検診の申し込み」と伝えて申し込む。
　　　　　　　　　　TEL 0942-43-5199
　③FAXで申し込み　申込書に記入し、FAX（0942-43-1517）で送信する。
　　　　　　　　　　 申込書は町ホームページからダウンロードできます。

1日6時間勤務　年間146日
1日4時間勤務　年間200日
1日4時間勤務　年間150日
1日3時間勤務　年間100日　　※始業時間は各校により異なります。

・この目的の趣旨を理解し、積極的に取り組む意欲がある人
・教育職員免許状を有するまたは取得見込みの人
・将来に向けて教員を目指している人のほか、児童生徒の学校生活面での個別対応の支援および
　事務的支援に対し経験・技術がある人

　町教育委員会および各学校備え付けの様式に、必要事項を記入のうえ、履歴書を添えて町教育
　委員会に提出してください。
　様式は町ホームページからもダウンロードできます。

　登録であり採用ではありません。各学校で必要とするスクールアシスタントを登録者から採用します。
　なお、採用に際しては、履歴内容や面接等による審査のうえ決定します。
　詳しくは、町教育委員会学校教育課へお問い合わせください。

勤務時間

対 象 者

注意事項

登録方法

問 保健福祉課  こども未来係　TEL 0952-84-7116

令和5年度４月からの
「学童保育」の入所申込を受け付けます
            児童クラブ名
福富小学校　　すみれクラブ
白石小学校　　ひまわりクラブ
六角小学校　　わかばクラブ
須古小学校　　スマイルクラブ
北明小学校　　ひばりクラブ
有明東小学校　こすもすクラブ
有明西小学校　もみじクラブ
有明南小学校　さくらクラブ

 定員
80人
  75人
 45人
  45人
  80人
  40人
  35人
  25人

■保育時間・利用料金
・月～金（学校のある日）
 　放課後～18:00　　月額　2,000円
 　放課後～18:30　　月額　2,500円
 　放課後～19:00　　月額　3,000円
 ・土曜日もあわせて利用する場合
　 上記利用料金に　月額  1,000円加えた額　　 
　 土曜日は　7：40～18：00
　 （時間延長はありません）
　 全校区の利用希望児童を六角小わかばクラブで
　 預かります。土曜日のみの利用はできません。
 ・夏休みなどの長期休暇  
　 7：40～19：00 別料金　
 ・傷害保険料      　年間     800円
 ・おやつ代　　　   月額  1,000円

■対象者　小学校1～6年生
　　　　（定員を上回る申込があった場合は、
　　　　　低学年等を優先します。）
■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　12月5日(月)～28日(水)　
　　　　　　8:30～17:15（土日・祝日を除く）        
■受付場所　保健福祉課こども未来係

・申込書および添付書類は保健福祉課で配布
　します。
　(町ホームページからもダウンロードできます）
・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人は、所属クラブ
　で受け付けます。

■日時　令和5年1月4日(水)　受付12:00～　開式13:00  
■場所　有明スカイパークふれあい郷「自有館」多目的ホール 
■対象　平成14年4月2日～平成15年4月1日生まれで、次の
　　　　いずれかに該当する人  　　　　　　 
　　　　①令和4年12月1日現在で町内に住所がある人  
　　　　②町内の小学校および中学校を卒業した人   
　※上記以外で希望する人（町内の小中学校に在籍したことが
　　ある人）は、事前に連絡をいただくと参加可能です。 

令和5年白石町二十歳のつどいのお知らせ

新型コロナウイルス感染症対策として以下のことにご協力をお願いします。
・入場時の検温、手指消毒、マスク着用にご協力ください。
・介助等配慮が必要な場合は事前にご連絡ください。
・保護者等の対象者以外の入館もできます。
・当日のライブ配信は行いません。
※今後の感染症拡大等の状況の変化で、内容等の変更や保護者等の入場制限をお願いする場合があります。

問 生涯学習課 生涯学習係　TEL 0952-84-7129
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新 民生委員・児童委員を紹介します
任期：令和4年12月1日～令和7年11月30日

　民生委員の皆さんには、地域の身近な相談役、地域と行政機関とのパイプ役として、地域の皆さんの福祉
に関するさまざまな相談に応じ、情報の提供やお年寄り・子どもたちの見守り活動などを行ってもらいま
す。民生委員・児童委員は、民生委員法および児童福祉法により厚生労働大臣に委嘱されたボランティアと
して、住民の立場に立って、地域社会の福祉向上のため、皆さんの暮らしを支援します。
★主任児童委員は、主に児童福祉に関する支援活動を行います。

　民生委員の一斉改選があり、令和4年12月1日付けで、71人の皆さんが民生委員・児童委員として厚生労
働大臣から委嘱されました。

氏名 担当地区
陣内　隆夫
吉原　啓子
石隈　敏子
筒井　清雅
村上　恭与
松尾　和子
　永　美由紀
溝口　登代美
山口　隆康
松尾　信宜
福地　涼子
嬉野　昭子
横山　順子
辻　新一郎
山下　好惠
髙羽　たよ子
安久　誠一
中溝　安子
白石　美智子
鶴田　裕子
坂井　富士子
赤坂　まゆみ
志田　正俊
川﨑　靖弘
川﨑　豊治
満田　京子
楠　　和弘
吉牟田　亘
松永　博己
武富　光春
丸尾　禮子
島ノ江　美恵
松尾　平
白石　昭子
島ノ江　佳弘

福吉南・北中・北・西中、東深通
郷移東・西、福富移、廿治移北・南、秀移
五反田、揚田、屋形通
秀津一・二・三区
秀津四・五・六区
栄町一・二・三区、駅通、郷西
北川
上廿治、廿治町北・南
秀新村、中廿治、廿治新村北・南
深通
大戸上・中・下
東郷上、東郷移、網代
中郷南・中
中郷北
今泉東・西、西郷、伊ヶ代
多田、江越、吉村
馬田、神辺
法蔵寺、宮田
三町北・南
船野、嘉瀬川
内堤、小島、久治
湯崎、川津
岡崎、下蓑具、鳥巣、喜佐木
西分一・二・三・四号
一・二の篭、沖小路、道目
田中小路、北揚、八ノ割
弥平搦、築切搦
旭通、太原上・中、遠江上
遠江中・下、太原下
新観音、遠江搦、太原搦
大井、新昌、天神
中南、只江
新拓
★主任児童委員【白石地域全域】
★主任児童委員【白石地域全域】

氏名 担当地区
小林　京子
溝口　朝子
大舘　洋一
久𠩤　俊太郎
川﨑　正紹
古賀　和子
吉𠩤　富江
吉𠩤　秀正
本山　道代
釘本　弘子
中村　瑞乃
久原　幸子
田島　千鶴子
東島　美智子
原﨑　慶輔
　渕　茂子
百武　博文
西　昭文
小野　敬子
池上　久代
土斐﨑　誠一
定松　秀弥
　渕　千津子
渕上　一徳
高口　清美
溝口　又一
池田　美香
藤田　嘉子
鈴山　孝子
川﨑　敏光
大田尾　幸子
光武　ミエ子
中島　和幸
樋口　秀憲
一ノ瀬　ひとみ
鶴田　宏和

上区
中区
下区
南区
東区
六府方区
六府方区
東六府方区
東六府方区
住ノ江区
住ノ江区
北区
★主任児童委員【福富地域全域】
東上、新通
中央、大西
日登、大和、干拓
新盛、西南
興亜、共栄
沖清、新興
新明１A・１B・２A・２B、新開
新明３A・３B・４A・４B
戸ヶ里
戸ヶ里
廻里津
廻里、高町
久治、六ヶ里
辺田
上田野上、下田野上、島津
古賀、原田
坂田、白岩
室島、竜王
深浦東分・西分
百貫、古渡、大谷
牛間田
★主任児童委員【有明地域全域】
★主任児童委員【有明地域全域】

白
　
　
石

福
　
　
富

有
　
　
明

問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（５万円/1世帯）のご案内

訂正

■電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金（１世帯あたり５万円）は、住民税均等割非課税世帯や
　令和4年1月から12月までに家計急変のあった世帯を支援する新たな給付金です。
■給付金を受給するためには、手続きが必要です。
※注意：期限までに確認書の提出または、申請がなかった場合は、支給できません。

【確認書が届いた世帯】返信してください
　対象と思われる世帯には確認書を送っていますの
で、内容を確認し、令和5年1月31日（火）までに
返信してください。
【申請書が届いた世帯】申請が必要です
　令和4年1月2日以降に白石町に転入された人が
いる世帯等には、申請書を送っています。令和4年
1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「住
民税非課税証明書」の写しを添えて、令和5年1月
31日（火）までに返信してください。

【申請期間】
令和5年1月31日（火）まで
　
※申請時点で住民登録のある市区町村に申請してく
　ださい。 　
※申請時に必要な書類等、詳しくは町ホームページ
　をご覧ください。

支給対象となる世帯

申請が必要です

給付金の支給額

支給対象と申請の有無

支給対象とならない世帯

1世帯あたり5万円

（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

予期せず令和4年1月～12月の収入が
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)

・住民税が課税されている人を含む世帯
・世帯全員が住民税が課税されている人の扶養親族等のみで構成された世帯
　（例）住民税が課税されている親の扶養を受けている一人暮らしの大学生など
・租税条約による住民税の免除適用を届け出ている人を含む世帯
・令和4年10月1日以降に入国した人

　広報白石令和4年11月号13ページ「白石町人事行政の運営等の状況について」の記事内において、
一部誤りがありました。次のとおり訂正させていただきます。

問 保健福祉課 福祉係　TEL 0952-84-7116

月　額
55,500円
46,300円

内　　　容
課長（総務課長に限る。） 
課長、会計管理者、事務局長等

区　分

管理職手当
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2024年秋には、現在の健康保険証が原則廃止され、マイナンバー
カードと一体化した「マイナ保険証」に一本化される予定です。
町内でマイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局

副島医院
かわぞえ内科クリニック
医療法人 明生会 前山クリニック
まじま歯科医院
あまの歯科医院
江頭調剤薬局
タイヘイ薬局 Aコープ店
坂本健康堂薬局
タイヘイ薬局メディカルモールしろいし店
いけがみ内科クリニック
まつお歯科医院
医療法人醇和会　有島病院
白浜医院
森外科医院
犬塚歯科医院
そうごう薬局白石店
有限会社江頭薬局
めぐり薬局

白
石
地
域

有
明
地
域

（2022.10.30現在）

　白石町でもすでに約６割の人が申請され、マイナンバーカードを持っている人が
増えてきました。
　今回も前月に引き続き、マイナンバーカードの安全性について特集します。

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 part3

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

ポイント

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



問 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

冬に多発‼　油流出事故に注意！ 年末年始 環境業務休業 のお知らせ

指定ごみ袋・ごみ収集カレンダーの有料広告を募集します!
 会社・団体等のＰＲにご活用ください！

冬の交通安全県民運動　実施！！
　12月14日（水）～12月23日（金）は冬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。
　ドライバーの皆さんは早めのライト点灯、歩行者や自転車に乗る人は、反射材を
身につけて交通事故を起こさないよう、交通事故に遭わないように心がけましょう。

　油の流出は少しの量でも土壌汚染や水路・河川の水質汚濁、また、農業や漁業にも深刻な影響を
引き起こします。
　家庭用暖房機器や農業用施設への使用量が増加する冬季は、油流出事故の発生が多くなる傾向が
あり、その多くが人的ミス・不注意によるものです。
　以下のことを守り、油の流出事故を防ぎましょう。
　　　　　1.　給油中は、その場を離れない！
　　　　　2.　バルブやコックのゆるみ、閉め忘れに注意！
　　　　　3.　貯油タンクや配管等の破損点検・清掃の実施！
　　　　　4.　貯油タンクに防油堤の設置をしましょう！
　　　　　5.　廃油の早めの処分、廃油缶の適正な管理！
※油の回収や処理には多大な費用がかかり、その費用は原因者負担となります。
　万が一、水路等に油を流出させた時、または油が流出しているのを発見した時は、すぐに役場等
　の行政機関に連絡してください。

白石町役場の業務は、
12月29日（木）～1月3日（火）に休業しますが、この期間中の出生届・死亡届・婚姻届など
は、庁舎東口にある守衛室で受け付けます。

※し尿汲み取り許可業者　
（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

■『ごみ』収集
　1月1日(日)～ 3日(火)

■　さが西部クリーンセンター
　ごみ受け入れ
　1月1日(日)～ 3日(火)

■ 　し尿汲み取り
　12月30日(金)～ 1月4日(水)

・年末年始は特にごみの持ち込み件数が多い
　ため大変混みます。混雑防止のため、
　時期をずらしての搬入、荷台の中で可燃と
　不燃の分別をして搬入をお願いします。

※休業期間中は『すべてのごみ』の収集
　を休みます。
　休業期間中の『ごみ』は、次の出し日
　まで各家庭で保管をお願いします。

※年末のし尿汲み取りは大変混みますの
　で、予約は12月20日(火)までに指定の
　業者へ必ず申し込みをお願いします。
※休みの日の対応はできません。

※日曜日は搬入できません。
  （ただし第２日曜日は家庭用のみ受け付けます）

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

町民の皆さんにはご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

問 生活環境課 環境係　TEL 0952-84-7118

3枠【①②③】
※指定ごみ袋とごみ収集カレンダー両方に掲載

申込書と広告原稿を添えてご応募ください。
申込受付後、原稿を審査のうえ、掲載の可否を決定し
ます。なお、応募が多い場合は抽選とします。
広告掲載の決定を受けた広告主は、別に定める日までに版下
原稿（電子データ）の提出と広告料の納付をお願いします。

応募期限

掲載期間
前年度分在庫終了
（令和5年5月）から
作成分の在庫終了まで

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

申込方法

注意事項

掲載料(広告料金)

募集件数

広告掲載物

規格および
作成枚数

5万円（年額）

令和5年1月13日（金）

（縦6㎝×横36㎝）
  320,000枚（予定）

令和5年度に作成・販売する
指定もえるごみ袋（特大袋）

令和5年度ごみ収集カレンダー
（町内全地域）
（縦6㎝×横10㎝）
  8,000枚（予定）

も
え
る
ご
み
特
大
袋

ご
み
収
集
カ
レ
ン
ダ
ー ②① ③

12月
28日
(水)

27日
(火)

29日
(木)

30日
(金)

31日
(土)

1日
(日)

2日
(月)

3日
(火)

4日
(水)

1月

白石町役場
白石公民館・白石町総合センター・健康センター
福富公民館・福富ゆうあい館
ゆうあい図書館 
有明公民館・図書室
有明スカイパークふれあい郷
町内社会体育施設
町内学校教育施設
いこカー・予約制いこカー
あいのりタクシー  
白石町社会福祉協議会・ゆめてらす

②
①

③
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 in Shiroishiまちのわだい

【れんこんキムチチヂミ】

【肉巻きれんこんの黒酢あん】

▲受賞おめでとうございます

社会教育の振興に貢献
文部科学大臣表彰　令和4年度社会教育功労者表彰

Topics

　令和４年度社会教育功労者表彰を白石町社会教育委員会委員長の川崎
富雄さんが受賞されました。
　社会教育委員として、平成6年4月から28年の永きにわたり、社会教
育に関する諸活動の指導者として特に地域における青少年教育の振興に
功労されたことによるものです。
　川崎さんは、「これからも社会教育の推進のために各方面で力を尽く
していきたい」と話されました。

「ABC Cooking Studio」と「しろいしれんこん」でタイアップ！！

▲くす玉開披 ▲小野立生さんへ感謝状の贈呈 ▲福富小学校3年生製作お祝いの絵

しろいしれんこん100周年セレモニーが開催されました！！
道の駅しろいし

Topics

　10月30日、道の駅しろいしにて、「しろいしれんこん100周年記念セレモニー」が開催されました。
　町の特産品のれんこんは、今から100年前（大正11年）に小野市次さんが、当時の福岡県甘木町
（現朝倉市）かられんこんの種を購入し試験栽培したのが始まりです。セレモニーには、小野市次さん
の孫である小野立生さんに感謝状が贈呈されました。また福富太鼓保存会の演奏もあり、来場者には
れんこんかるかんまんじゅうが振る舞われ、さらなる繁栄を願い100周年を祝いました。
　佐賀県はれんこん生産量で全国2位を誇り、その内の約9割は白石町産です。現在では日本全国へ向け
出荷されるなど町が誇る特産品となっています。

▲岡 幹也さん▲久原 修一さん

おめでとうございます！
第63回全国スポーツ推進委員研究協議会滋賀大会

Topics

 

・れんこん
　・薄力粉
　・片栗粉
　・鶏がらスープの素
・水
・キムチ
・ニラ
・ごま油
　・しょうゆ
　・酢
　・白すりごま
　・ラー油

‥‥‥‥‥‥‥‥‥200ｇ
‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ2
‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ2

‥小さじ1/4
‥‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ2前後

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥40g
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥20g
‥‥‥‥‥‥大さじ１と1/3

‥‥‥‥‥‥‥大さじ1
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ1

‥‥‥‥‥‥小さじ1
‥‥‥‥‥‥‥小さじ1/4

■材料：2人分 ■作り方
①れんこんの皮をむき、40ｇは薄い輪切り､残り
　はすりおろす。
②すりおろしたれんこんにAを入れて混ぜ、様子
　を見ながら少しずつ水を加えて混ぜる。 
③②にキムチ(粗みじん切り)・ニラ(４㎝ざく切り)
　を入れ、ざっくりと混ぜ合わせる。
④フライパンにごま油（大さじ1）を熱し、③を
　入れて直径20cm位広げ、輪切りのれんこん
　を上に並べて焼く(強～中火4分)。  
④焼き色がついたら裏返し、ごま油(小さじ1)をフラ
　イパンのふちからまわし入れて焼く(強火2分)。
⑤食べやすい大きさに切り、混ぜ合わせたBを
　つけていただく。

A

B

 

・れんこん
・豚バラ薄切り肉
・塩こしょう
・片栗粉
・サラダ油
・酒
　・黒酢
　・水
　・砂糖
　・しょうゆ
　・酒
　・片栗粉
　・鶏がらスープの素
・プチトマト
・ごま油
・香菜 (シャンツァイ )

‥‥‥‥‥‥‥‥‥240ｇ
‥‥6枚(1枚約30g)

‥‥‥‥‥‥‥‥‥少々
‥‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ1
‥‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ1

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥小さじ２
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥40cc

‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ1と1/3
‥‥‥‥‥‥大さじ1と1/3
‥‥‥‥‥‥‥小さじ2

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥小さじ2
‥‥‥‥‥‥‥‥小さじ1

‥小さじ1/4
‥‥‥‥‥‥‥‥‥6個

‥‥‥‥‥‥‥‥小さじ1/2
‥‥‥‥適量

■材料：2人分 ■作り方
①れんこんの皮をむき、160gは繊維に沿った
　4～5cmの棒状(12切れ)、80gは7～8mm
　の半月に切る。
②半分に切った豚バラ肉に塩こしょうし、棒状
　のれんこんを巻く。
③フライパンにサラダ油(小さじ1)を熱し、半
　月切りのれんこんを入れ、焼けたものから
　バットに取り出す。
④同じフライパンにサラダ油(小さじ2)を熱し、
　②に片栗粉をまぶして入れ、余分な脂を除き
　ながら、焼き色をつける。火を止め酒を加え、
　フタをして火を通し、バットに取り出す。
⑤フライパンの余分な脂を除き粗熱を取る。Aを
　よく混ぜてフライパンに入れ、弱～中火で混
　ぜ、とろみをつける。
⑥⑤に③・④・プチトマトを入れてからめる。
　火を止め、ごま油を加えて混ぜる。  
⑦器に盛り付け、香菜を飾る。

A

「魚を食べましょう」 鮭の塩こうじホイル蒸し
　魚の油は、不飽和脂肪酸であるDHA・EPAを豊富に含んでおり動脈硬化予防に有効と
言われています。
　また、健康な骨を保つために必要なカルシウムやビタミンDも豊富です。
　日々の食卓にぜひ魚を取り入れましょう。

 

・鮭切り身（無塩）
・こしょう
・玉ねぎ
・えのきだけ
・しめじ
　・塩こうじ
　・酒
・ブロッコリー
・ミニトマト

　　　‥‥‥4切れ
‥‥‥‥‥‥‥‥少々

‥‥‥‥‥‥‥1 0 0ｇ
‥‥‥‥‥‥80ｇ

‥‥‥‥‥‥‥‥80ｇ
‥‥‥‥‥大さじ2

‥‥‥‥‥‥‥‥大さじ2
‥‥‥‥100ｇ
‥‥‥‥‥‥8個

■材料：4人分 ■作り方
①玉ねぎは薄切り、えのきだけは下を切り落とし半分の
　長さに切る。しめじは石づきを取りほぐす。ブロッコ
　リーは小房に切り茹でておく。
②アルミホイルに、玉ねぎ、えのきだけを敷き、こしょ
　うを振った鮭と、しめじをのせ、合わせておいたAを
　かけて包む。
③②をフライパンに並べ、水を100ｍｌほど注ぎ、蓋を
　して、10分程蒸し焼きにする。(途中水がなくなって
　いたらつぎ足す)
④具材に火が通ったらアルミホイルを開き、ブロッコリ
　ーとミニトマトを飾る。（1人分：エネルギー 113kcal　塩0.3ｇ）

A

健康レシピ

カ おいしい
ン
タン

広報11月号でお知らせした、12月2日にABCクッキングスタジオで動画配信されたレシピを紹介します。

動画配信の様子はこちら

　11月17日から18日に開催された第63回
全国スポーツ推進委員研究協議会滋賀大会
で、白石町スポーツ推進委員協議会会長の
久原修一さんが30年勤続スポーツ推進委員
表彰、同じくスポーツ推進委員の岡幹也さ
んがスポーツ推進委員功労者表彰を受賞さ
れました。久原さん岡さん共に現役のスポ
ーツ推進委員として長年白石町のスポーツ
振興にご尽力いただいています。
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 in Shiroishiまちのわだい

しろいしいちごちゃんチーム

美化活動ありがとうございます
白石町商工会女性部ボランティア

美化活動ありがとうございます
白石町建設業組合ボランティア

 in Shiroishiまちのわだい

第１回「パラスポーツ大会～みんなの大会～」

　10月から11月にかけて佐賀県内各地で、第1回「パラスポーツ大会～
みんなの大会～」が開催されました。これは、障がいのある方の競技力
向上や、障がいのあるなしに関わらず、参加者みんなが一緒にパラスポ
ーツの“楽しさ”や“すごさ”を体験することで、パラスポーツの普及とび理
解を広めてもらおうと開かれたものです。
　10月9日に佐賀市のSAGAパラスポーツセンターで開かれたゴールボ
ール競技で、白石町のしろいしいちごちゃんチームがみごと準優勝に輝
きました。

Topics

Topics

地域の美化にも貢献してもらっています！Topics
杵島建設業協会清掃ボランティア

　（一社）杵島建設業協会では、毎年、杵島・武雄地区内の公共
施設の清掃等奉仕作業に取り組まれています。
　10月21日、会員事業所から25社が参加され、3班に分かれ、
展望所「肥前犬山城」登坂路の路肩の除草と側溝・路面の清掃作
業をしていただきました。道沿いに茂った草、溜まった土砂や枯
葉はスッキリと無くなり、道路利用者の安全が確保できました。
　建設業協会の皆さん、ありがとうございました。

　11月1日、白石町商工会女性部の皆さんに総合運動場周辺の除草
作業をしていただきました。商工会女性部では、毎年町内の施設や
公園などをきれいにしていただいています。みのりちゃんTシャツ
を着た女性部の皆さんにより、丁寧に作業が行われ、運動場周辺は
すっきりときれいになりました。
　商工会女性部の皆さん、ありがとうございました。

▲作業後の道路はスッキリきれいに！

▲きれいになりました

▲ありがとうございました

▲準優勝おめでとうございます

▲グラウンド・ゴルフ▲バレーボール一般女子

▲SAGAアクアでの表彰▲ソフトボール一般男子A

　白石町建設業組合では、毎年清掃活動を実施し、町内の美化活動
に取り組まれています。
　今年は、11月2日に除草作業等が行われました。慣れた手つきで
作業が行われ、作業後は公園内の草や落ち葉が無くなり、公園利用
者が気持ちよく利用できるようになりました。
　建設業組合の皆さん、ありがとうございました。

町の代表として活躍!!
第75回県民スポーツ大会

Topics

　10月15日、16日、23日、白石町・武雄市・鹿島市・
嬉野市・大町町・江北町・太良町等で第75回県民スポ
ーツ大会が開催されました。
　今大会には、白石町から18競技29種別に366人が
参加し、各競技で熱戦が繰り広げられました。
　結果、白石町は町の部で総合2位に輝きました。
　また、11月13日には佐賀市のSAGAアクアで、「県民
スポーツ大会」、「パラスポーツ大会～みんなの大会～」、
「さがねんりんピック」の成績優秀者を招待し「フィナ
ーレイベント」が開催されました。

▲防災訓練の様子

佐賀県原子力防災訓練
唐津市肥前町京泊地区の皆さん

Topics

　10月29日、玄海原子力発電所の事故を想定した原子力防災訓練
が行われました。
　この訓練は、玄海原子力発電所の緊急時に住民避難を円滑に行
うため、関係機関が連携し、避難誘導、避難所の設置および運営
等の訓練を目的として毎年行われています。
　避難所の有明公民館には、唐津市肥前町京泊地区の皆さん、
およそ30人がバスや自家用車で避難し、避難の手順や施設など
の確認を行いました。また、今年はペット同行者の避難訓練も
初めて行われ、受付後、大町町の受け入れ施設へ避難を行いました。
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競技名
陸上競技
陸上競技
バレーボール
バレーボール
バスケットボール
卓球
卓球
ソフトボール
弓道
剣道
剣道
グラウンド・ゴルフ

種別
一般男子
一般女子
一般男子
一般女子
一般女子
一般男子
一般女子
一般男子Ａ
遠的
一般男子
一般女子

区分
町の部
町の部
町の部
町の部
Ｂパート
町の部
町の部
町の部

成績
3位
3位
2位
優勝
3位
3位
優勝
2位
3位
2位
3位
優勝

■各競技種目の主な成績



 in Shiroishiまちのわだい

有明東小学校稲刈り体験学習
昔ながらの稲刈りを体験

　11月4日、有明東小学校の5年生が小学校前の圃場で、自分たちが植えたもち米の稲刈りを体験しました。
　最初はおそるおそる鎌で刈っていた児童たちですが、コツをつかむと競い合ったように時間いっぱい刈っ
ていました。
　また、刈り取った稲は足踏み式脱穀機を使って脱穀し、昔ながらの稲刈りを体験しました。

Topics

この商品券を手元にお持ちの
人は、使用期限までにご使用
ください。商品券が使える
お店は、白石町商工会ホーム
ページをご確認ください。

白石町総合運動場周辺
令和５年１月１０日（火）※当日消印有効

一　般　2,500円
高校生　2,000円

役場 生涯学習課内　
歌垣の郷ロードレース大会実行委員会事務局
TEL　0952-84-7129

■日時　12月18日（日）10：00～
■場所　有明公民館　１階　大和室
■内容　人形劇「かに子ちゃんとさるどん」
　　　　パネルシアター、紙工作など

▲たくさんお米がとれたよ！▲上手に刈れました ▲脱穀の様子

白石高等学校陸上競技部（女子）都大路へ
高等学校駅伝競走大会

Topics 問 白石町商工会　　TEL 0952-84-2043
役場 総合戦略課　TEL 0952-84-7132

使い忘れは
ありませんか？
使い忘れは
ありませんか？

ス
マイ

ルし
ろいし

ス
マイ

ルし
ろいし

商品
券の

商品
券の

令和4年12月31日まで
使用期限

使わんともっ
たいなかばい

！

この商品券は白石町にお住まいの皆さんに白石町から給付されています。

歌垣の郷ロードレース大会歌垣の郷ロードレース大会
※（公財）日本陸上競技連盟公認大会・コース

第２６回

伝言板 おはなし会

令和５年 ５㎞の部 １０：００スタート
１０㎞の部 １０：５０スタート３月５日（日）

※インターネットでの受付は、スポーツエントリー
　またはランネットでお願いします。

・大会の詳しい内容は、町内全戸に配布している大会要項をご覧ください。
・大会に関することは町のホームページでもご覧いただけます。

※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。

種目番号／種目名
① 一般男子（18～39歳）
  （高校生を除く）
② 一般男子（40歳以上）
③ 高校生女子
④ 一般女子
⑤ 高校生男子
⑥ 一般男子（18～39歳）
⑦ 一般男子（40～59歳）
⑧ 一般男子（60歳以上）
⑨ 一般女子（18～39歳）
⑩ 一般女子（40歳以上）

種目

５㎞の部

10㎞の部

場　　所
申込締切

参 加 料

受 　 付
問 合 せ

参加者
募集中

雨天決行

インターネットでの申込も
1月10日(火)までです

問 ありあけおはなしキャラバン代表 片渕
090-1080-1844

今大会から
５㎞の部も
日本陸連公認！

▲応援よろしくお願いします▲表敬訪問の様子

　10月30日、佐賀市のスポーツパーク川副を出発点に佐賀県高等学校駅伝競走大会が開催されました。
　女子は、白石高校が4年連続10回目の全国切符を手にしました。
　11月14日には、白石高校の選手と関係者が町長を表敬訪問し、県大会優勝と全国大会出場を報告
しました。
　有明中学校出身の前田穂乃香選手は、「代表としての自覚を持ち、自分らしく最高の走りをしたい。
応援よろしくお願いします。」と全国大会への意気込みを語りました。
　全国大会は、12月25日に京都市のたけびしスタジアム京都付設駅伝コースで開かれます。

ス
ポ
ー
ツ
エ
ン
ト
リ
ー

ラ
ン
ネ
ッ
ト
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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

【集中受付期間】  
12月15日（木）～ 令和5年1月31日（火）
※集中受付期間終了後も、随時受け付けます。
※集中受付期間を過ぎて提出した場合は、令和５年度当初の入札には参加できないことがあります。
白石町役場　企画財政課　財産管理係
　〒849-1192　佐賀県杵島郡白石町大字福田１２４７番地１  
　TEL　0952-84-7112（企画財政課直通）

持参・郵送どちらでも可 
※持参の場合は、9：00～17：00（閉庁日を除く）
※新型コロナウイルス感染防止のため、郵送による申請にご協力ください。
申請様式は町ホームページからダウンロードすることができます。 
令和4年12月中は、白石町役場企画財政課の窓口でも申請用紙を配布しています。
　　　・建設工事  
　　　・測量・建設等コンサルタント  
　　　・物品の販売・役務の提供等  

・ 複数の区分（建設工事と物品の販売等）で申請する場合は、区分毎にそれぞれ申請してください。 
・申請の受理が、必ずしも入札に参加できることではないことに注意してください。  
・インターネット方式での登録申請は行っていません。   

令和5年4月1日～令和7年3月31日【集中受付期間内に提出されたもの】
　　名簿登録後～令和7年3月31日【集中受付期間を過ぎてから提出されたもの】

Ａ4サイズ（クリップ止め）でクリアファイルに入れたものを１部提出
※フラットファイル等への綴じ込みは不要

12月15日（木）～28日（水）

問 建設課 建築住宅係　TEL 0952-84-7124

問 企画財政課 財産管理係　TEL 0952-84-7112

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

六角橋住宅　1戸
白石町大字東郷2010番地3 
昭和55年建築（簡易耐火構造2階建）3DK、水洗トイレ、浴槽あり

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30日（水）までに応募があった場合は、募集を中止します。
　詳細はお問い合わせいただくか、町ホームページをご覧ください。

■応募に必要な書類

令和5・6年度　入札参加資格審査申請要項について
　町が発注する建設工事、測量・建設等コンサルタント業務、物品の販売・役務の提供等の入札（見積）
に参加したい企業や事業所は、入札参加資格審査申請を行ってください。

１．受付期間

２．提出先
　（担当課）

３．有効期限

４．受付方法

５．申請様式

６．提出形態

７．その他

問 総務課 広報情報係　TEL 0952-84-7111

QRコード決済（○○Pay）なら各アプリからの
申込みがスムーズです！
　　　　　　　　　　　　　　　　　など

申込む

キャンペーンについて知る
ー既に申込んでいる場合ー
申込み状況を確認

Q１．マイナポイントをもらうためには、いつまでにマイナンバーカードを作ればいいですか？

Q２.マイナポイントの申込みはいつまでですか？

Q３．マイナポイントの申込みに必要なものは何ですか？

Q４．マイナポイントをもうらうためにはどうすればいいですか？

Q５．スマホでのマイナポイントの申込み方法は？

12月末までにマイナンバーカードの作成申請すればマイナポイント付与対象となります。
マイナンバーカードがお手元に届いてから、マイナポイントの申込みができます。

役場１階に「マイナポイント申請サポートコーナー」を設置していますが、大変混雑しています。
役場でマイナポイント申込みサポートを希望される人は、下記①～③にご協力ください。
　① Q3を参考に、申込みに必要なものを準備の上ご来庁ください。
　② 長時間お待ちいただく場合もあります。時間に余裕を持ってご来庁ください。
　③ マイナポイント申込み可能なスマホが１台あれば、家族分のマイナポイントの申込
　　 みができます。混雑緩和のためにも、可能な人はスマホでの申込みをご検討ください。

マイナポイントの申込みは２月末までです。

マイナポイントの申込みが
できるスマホの確認はこちら

※分からない場合は役場
　住民課で再設定が必要です

※１つの決済サービスに複数人の
　マイナポイントを付けることはできません

ナナコ トライアル ワオン コジカ ゆめか

など

※本人名義の口座

①マイナンバーカード

①下の２つのアプリをインストール
　する。

②「マイナポータルアプリ」から、
　　健康保険証の利用申込みと
　　公金受取口座の登録を行う。

③「マイナポイントアプリ」から、
　　マイナポイントの申込みを行う。

②マイナンバーカード
　の４桁の暗証番号

④公金受取口座に登録
　する口座が分かるもの

③ポイントを付ける決済サービスの
　カードや会員番号・IDが分かるもの

「マイナポータル」
　マイナちゃんに
　黄色の背景

「マイナポイント」
　マイナちゃんに
　虹色の背景 スマホの「NFC機能」

をONに切り替えて
ください。
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■創　立：明治8年
■校　長：日髙　祐子
■生徒数：106人（R4.5.1現在）
■住　所：白石町大字東郷2231番地
■HPアドレス
　https://www.education.saga.jp/hp/rokkaku-e/

学校教育は今

　六角小学校は、校訓「根気強く」を受け継ぎながら、学校教育目標の実現を目指して、子どもも教師も
生き生きと学び合い、共に成長し、笑顔あふれる学校づくりを進めています。コミュニティ・スクールと
して、家庭や地域のご理解とご協力をいただきながら、連携・協働を確かにしていくことで、日々の教育
活動を更に充実させたいと考えています。
　子どもたちに身に付けてほしい「３つの力」として、「自分で考え､自分から動く」「自分も人も大切に
する」「あきらめずにチャレンジする」を示しています。「かしこく・やさしく・たくましく」を合言葉
に、学校と家庭、地域がひっきゃで六角の子どもたちを育んでいきたいと思っています。

自分の考えをもち、進んで伝えます。
たてわり遊びでは、リーダーにも下級生
にも、気付きがたくさん生まれます。

委員会活動は、主体的に責任や役割を果た
せるようにし、自己有用感を高めます。

自分のめあてをもち、意欲的に調べます。
たてわり花いっぱい活動は、優しさも
いっぱいです。

全校なわとび大会では、自分の記録
に挑戦します。

【かしこく】
自分で考え、自分から動く
進んで学び考えを深める子ども

【やさしく】
自分も人も大切にする

認め合い共に高まり合う子ども

【たくましく】
あきらめずにチャレンジする
粘り強くがんばり自ら挑戦する子ども

「六角小授業モデル」を活用して、
子どもの主体性を育む授業づくりに
取り組んでいます。

行事やたてわり活動（１～６年生を含
む班活動）等を通して、自分や友達の
頑張り、よさを認め合っています。

自分で目標を立てたり、活動を決め
たりして挑戦します。失敗からも学
び、自分の自信につなげます。

［六角小学校］
根気強く 元気な子ども 六角小

【学校教育目標】　自ら学び、心豊かに成長し続ける児童の育成

～ 「我がふるさと、六角」の心はみなさんとの関わりの中で、子どもたちに育まれます～
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■12月の休館日

ゆうあい図書館
図書紹介

図書紹介

図書紹介

12月

1月

/12日(月)/19日(月)/22日(木)
/26日(月)/28日(水)～31日(土)
/1日(日)～4日(水)/9日(祝・月)/10日(火)

開館時間：10:00～18:00

　12月12日～1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 ！
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家族が「うつ」になって、
不安なときに読む本
下園　壮太著　前田　理香著　
日本実業出版社

直島　翔著　角川春樹事務所

うつのメカニズム、うつの人の感じ方・考
え方、寄り添い方...。うつ・クライシス専
門のカウンセラーが、自分のことも大切に
しながら、「うつ」になった人を支えるた
めに知っておきたいポイントを伝える。

図書紹介

家呑みサイコーつまみ
市瀬　悦子著　学研プラス
今すぐ呑みたいとりあえずおつまみ、おかずにもな
る旬の晩酌おつまみ、和・洋・中・韓・エスニック
の３品つまみ献立、〆の炭水化物...。家呑みに最適な
超簡単おつまみレシピを紹介します。食材からレシピ
を探せるさくいん付きDIYでキャンピングカーを作る

快適で楽しい車中泊空間の自作ノウハウ集
キャンプ ワン・バブリッシング（発売）
（ONE PUBLISHING MOOK）

愛車を自分の手で宿泊施設に変えよう！16台の手作りキャンピングカーを紹介し、軽バンを
DIYで車中泊仕様にカスタムする手順を完全リポート。車中泊カスタムの基礎知識、必須の
DIYテクニックも収録。

警察医の戒律

犯罪都市ＮＹの検視局でキャリアを積んだ法医学者が、神奈川県
警と警察医契約を結び、横浜に戻ってきた。すべては死者のため
に。死に隠れた謎を解き明かす書き下ろし法医学ミステリ。

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。

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
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16,000円

2件
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8,000円4年度累計

長
町

長
議
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■ゆうあい図書館　
　おはなしの部屋
12月のおはなし会　
10日(土)、24日(土)
10:30～



白石新四国八十八ヶ所⑨
（第22番～第24番）

あ わのくに

あ しゅう ど しゅうと  さ のくに

ふたつき やく  こ

いっせきろく じ ぞう

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」、土佐国（高知県）は「土州」と記されています。

　両手で蓋付円形薬壺を乗せます。基礎は失
われ、竿石は祠前方の一石六地蔵のもとに置か
れています。

VOL.210

〈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

おおい びょうどう　　　  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
　　第二十二番
（正）  本尊薬師如来
　　 　 阿州
　　　　　  平等寺
　　大井村中
　　　　　 副嶋慶次良
（左）世話人
　　　　　田中忠兵エ

第22番　大井・大井橋の東北東約170ｍの祠（平等寺‐薬師如来）
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じゅ
　右手で知恵の剣を握り、左手の蓮華の上に宝
珠？を乗せる坐像のみ安置されています。
　現在、白石新四国八十八ヶ所第24番とされて
いるのは、横手上・英彦山神社境内の祠で、白石
信者一同が昭和24年（1949）５月15日に造立し
た「弘法大師」坐像が安置されています。
　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』には、第24番の所在地は「只江（横手下‐筆者注）龍神社」、本尊は「地蔵菩薩」、世話人は「不明」とされていますの
で、昭和25年当時は龍神社が第24番でしたが、既に坐像のみだったようです。
　本尊を「地蔵菩薩」としているのは、本殿内中央に地蔵菩薩坐像が安置されているので間違えたのでしょう。
　銘文は他札所例から復元しましたが、寺号を「東寺」としたのは次の理由によります。
　四国八十八ヶ所第24番は高知県の室戸岬先端に位置する最御崎寺ですが、西側に位置する第26番金剛頂寺と地理
的に相対しているので、最御崎寺が東寺、金剛頂寺が西寺と呼ばれること、また、次号で紹介する白石新四国八十八ヶ所
第26番では寺号を「西寺」としているからです。

やくおうまんがん

　　明治十五午年
（右）　大世話人
　　大戸村喜多和十
　　第二十三番
（正） 本尊薬師如来
　　　 阿州
　　　　　 薬王寺
　　大井村中
　　　　　副嶋慶次良
（左）世話人
　　　　　田中忠兵エ

第23番　大井・満願寺の祠（薬王寺‐薬師如来）

よこて しも　りゅう こ くうぞう ぼ  さつほつ み さき

　　明治十五午年
（右）　大世話人　
　　大戸村喜多和十
　　第二十四番
（正） 本尊虚空蔵尊
　　　 土州
　　　　　東寺

第24番　横手下・龍神社本殿（最御崎寺‐虚空蔵菩薩）

　両手で蓋付円形薬壺を乗せる坐像のみ安置され
ています。
　銘文は昭和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
及び本尊』と他札所例から復元しました。大井村の
２人が第22・23番の世話人になっています。

ざ  ぞう

home
education
COLUMN

家　庭　教　育　コ　ラ　ム
シリーズ

⑲

　　　　　   　　　　
　　　　　　　「家庭での解決」～うまくいっていることを見つけよう！～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　佐賀星生学園　理事長・校長　　加藤 雅世子　
子どもは、親にとってかけがえのない存在
　赤ちゃんが生まれた時、どんなに嬉しく愛おしかったでしょう。その大切な命に思いを託して名前
がつけられたことでしょう。子どもの成長は親にとって大変うれしいことです。「這えば立て立てば
歩めの親心」と言われるように、親が子どもの成長に期待する理想や希望も増えてきます。
　ところが、過剰な期待をしてしまうと、子どものできないことばかりに注目してしまうことになり
ます。そうすると、なんとかできるようにさせたいという気持ちが強くなり、がみがみ言ったり、き
つく叱ったりすることへとつながっていきます。
　子育てをしていると「なんでいつもこうなの？」「なんでうちの子はこんなことしちゃうの？」と
原因を追究してしまいがちです。そこでおすすめなのが解決志向アプローチです。原因や過去を追求
するよりも、今よりさらによくするための解決策を考える方法で未来へ焦点を当てた考え方です。
原因追及よりも解決策を考える
　小さなお子さんを育てていれば、お子さんがいつもおもちゃを出しっぱなしにしていて、イラッと
する場面がよくあります。「ご飯までおもちゃ片づけてね」と子どもに伝えたけれど、結局時間が足
りなくて半分までしか片づけられなかったことに対して、あなたならどういいますか？
　A：「なんで、半分しか片づけられないの？」
　B：「どうやって、半分まで片づけることができたの？」
さあ、子どもにとってどちらがいいでしょうか？
　Aの聞き方だと、子どもは責められているようで、できなかった理由ばかり
探します。
　Bの聞き方だと、自分が頑張ったことを認めてもらえたと思い、できなかっ
たことを次から頑張ろうとします。
　つまり、Aは原因追及、Bは解決志向。
　しかし、子どもがだらだらしていたため半分しかできていなかったのであれば、無理やり褒めたり
おだてたりする必要はありません。そういう場合は、「どうやったら片づけられると思う？」と投げ
かけ、さらに子どもと一緒に考えていけばいいのです。
　宿題のことでも親を悩ませますね。「宿題はやったの？」より「今日はどんな宿題がでたの？」と
中身をきくほうがやっていてもいなくても未来につながる会話ができます。
　大切なことは「うまくいっているところに注目し、原因追及をしない」ということです。
子育ては誰がやっても素人
　子育てのプロはいません。ただ子どもを信頼し、寄り添い続ける親がいるだけです。できないこと
よりできていることに目を向けましょう。引き算の子育てより、足し算の子育てを。自分らしさがそ
の人のポジティブな面を引きだします。
　そもそも子育てに正解を求める必要はありません。子育てに日々奮闘している親はすでに多くの学
びを子どもと共有しています。必要なのは、親が答えを言うのではなく、子どもの声をたくさん聴い
てあげながらお互いの理想的な答えを見つけていく視点ではないかと思います。
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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。

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

12月の相談日
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相談日 他の町でも相談できます

電気代が安くなる！？
電力契約の訪問販売トラブルに注意！

■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＞
・「電気代が安くなる」と言われても契約プランによっては現在よりも電気料金が高くなることもあります。
　現在の契約と比較検討しましょう。
・「マンション全体の契約が変わります」などと言われたら、管理会社や大家さんに連絡して、事実かどうか
　を確認しましょう。
・検針票は契約に必要な情報が書かれています。安易に検針票は見せないようにしましょう。
・訪問販売の場合、契約書を受け取って8日以内はクーリング・オフできます。
・少しでも不安に思ったり、トラブルに遭った場合は、白石町商工観光課や佐賀県消費生活センターへ
　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
　「大手電力会社の委託を受けて来ました」と訪問があり、電気代が安くなるので検針票を見せるように
言われた。大手電力会社との手続きは済んでいるのに不審だ。
事例2
　賃貸マンションに入居して間もなく「マンション全体で契約する電気会社が当社に変わる」と言われ、紙に
氏名・電話番号・生年月日を書かされ検針票を見せてしまった。勝手に契約先を変えられないか心配だ。

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)

122022
Decemberくらしのカレンダー 12/5▶1/10

※11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。
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★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
12月11日

18日
　25日
31日

1月　1日
　2日
　3日
　8日
　9日

日
日
日

土・大晦日
日・元日
月
火
日

月・成人の日

有島病院
溝口医院

かわぞえ内科クリニック
藤井整形外科
高島病院

白石共立病院
重村医院

川崎整形外科医院
白浜医院

白石町
白石町
白石町
白石町
白石町
白石町
白石町
大町町
白石町

0954-65-4100
0954-65-2046
0952-37-5593
0952-84-5880
0954-65-3129
0952-84-6060
0952-84-2656
0952-82-5551
0954-65-5006

保健福祉課
健康づくり係
0952-
８４-７１１６

日 月 火 水 木 金 土
5 6 7 8 9 10

11 12 13

18

25 26 27 28 30 31

19 20 2221 23 24

14 16 1715
◆消費生活相談
　　10：00～16：00

★住民健診
　　8：30～10：30
　（子宮がんのみ
　10：00～）
　特定健診・がん検診実施
　６月に送付した通知を持参
◆消費生活相談
　　10：00～16：00

◆法律相談
　　10：00～12：00
●おはなし会
　ゆ10：30～

交

◆法律相談
　　10：00～12：00ゆ

ゆ

●おはなし会
　　10：30～

★3歳6ヵ月児健診
　　〈受付〉12：45～13：15
　［H31.4月生］
　母子健康手帳・問診
　票・尿

ミ
相

大
健
総

交
会

ゆ
元
有公

1 元日 2 3 4 5

●おれんじ茶屋
　　10：00～11：30健

★住民健診
　　8：30～10：30
　（子宮がんのみ
　10：00～）
　特定健診・がん検診実施
　６月に送付した通知を持参

総 総

相

相

◆消費生活相談
　　10：00～16：00相

6 7

相

健

◆消費生活相談
　　10:00～16：00
★乳児健診
　　 〈受付〉13：15～13：40
　［R4.8月生］
　母子健康手帳、健やか
　親子21アンケート

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ヵ月児相談
　　〈受付〉13：00～13：30
　［R4.10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

健
★2歳6ヵ月児歯科健診
　　〈受付〉12：50～13：30
　［R2.4月～5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

29

8 9 10
◆人権相談・行政相談
　　 9：00～12：00健

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

◆人権相談・行政相談
　　 9：00～12：00健

健

※

都
合
に
よ
り
変
更
に
な
る

　
場
合
が
あ
り
ま
す
。
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振替休日

成人の日
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犯罪発生件数
うち窃盗犯

74件
51件

前年比  

－1件

前年比  

前年比  
＋2件

7件
17件
3件
12件

－1件
前年比  

±0件
前年比

±0件
前年比  

－7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

－7件

オートバイ盗
空き巣、忍込み等

※窃盗犯はやや減少傾向ですが、詐欺被害が増加しています。
　日頃から家族、友人間で詐欺被害について話し、被害を根絶
　しましょう。

10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（2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　令和5年2月3日（金）～ 8月30日（水）
■募集期間　令和5年1月5日（木）まで
■入所選考　令和5年1月16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

第2回がん遺族つどいの会
■日時　令和5年1月7日（土）13：00～16：00
■場所　佐賀メディカルセンタービル1階
　　　　佐賀県がん総合支援センター
　　　　さん愛プラザ（佐賀市水ケ江1丁目12-10）
■対象および定員　がんで大切な人（愛する人）を
　亡くされた人（10人程度）
■内容　親睦・交流会や音楽鑑賞など（お菓子付き）
■参加料　　無料　
■申込方法　住所・氏名・電話番号・参加人数を電話で
　ご連絡ください。
　電話受付（平日9：30～13：00　14：00～16：30）
■申込期限　令和5年1月4日（水）
■問合せ　　佐賀県がん総合支援センター
　さん愛プラザ　TEL　0120-246-388
　佐賀県健康づくり財団内（佐賀市水ケ江1丁目12-10）
※新型コロナウイルスの感染拡大の状況により、
　開催が中止になることもあります。
　その場合は、当財団のホームページでお知らせ
　します。

令和5年度ゆめさが大学鹿島校　学生募集
　楽しく学んで、仲間も増える、シニアのための学
習講座です。
■応募資格　おおむね60歳以上の人
■募集定員　50人
■開講日　　火曜日（おおむね週1回）
■受講期間　令和5年4月から2年間
　　　　　　（年間30日開講、60講座）
■講義内容　現代社会の動き、ふるさとを知る、
　シニアの健康管理、工芸実習、見学研修、地域
　活動の基礎知識など
■主な会場　鹿島市民交流プラザ「かたらい」
■年間経費　受講料36,750円／消費税含む
■応募締切　令和5年3月22日（水）必着
■申込・問合せ　ゆめさが大学事務局　
　　　　　 TEL　0952-31-4165

「社会人のための新規就農希望者養成講座」
の受講者募集

　農作物の栽培管理など、農作業を体験できる講
座を開講します。
■開催日　令和5年2月21日（火）、22日（水）、
　　　　　24日（金）
■場所　佐賀県農業大学校
　　　　（佐賀市川副町南里1088）
■応募資格　就農に関心のある65歳未満の社会人
　　　　　　（定員10人程度）
■申込方法　受講申込書に必要事項を記入のうえ、郵
　送、FAX、メールで農業大学校へ提出してください。（受
　講申込書は農業大学校ホームページよりダウンロード
　できます）
　受講申込書をもとに受講者を決定・通知します。
■申込締切　令和5年1月20日（金）
■提出先　佐賀県農業大学校研修部農業研修課 
　担当：上土井
　〒840-2205 佐賀市川副町南里1088
　TEL：0952-45-2145 FAX：0952-34-7004
　E-mail:nougyoudaigaku@pref.saga.lg.jp

准看護科学生募集
■入学試験　一般入学試験（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】
■受験資格　中学校卒業以上の学歴を有する人
■願書受付期間　令和5年1月16日（月）～
　　　　　　　　1月27日（金）（9：00～16：00）
■試験日　　令和5年2月4日（土）
■試験会場　武雄看護学校
　　　　　　（武雄市武雄町昭和297）
■問合せ　　武雄看護学校准看護科 
　　　　　　TEL 0954-23-7171 
　　　　　　FAX 0954-20-1605

情報

無料法律相談
　佐賀県労働者福祉協議会で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。多重債務・金融・相続・奨学
金・法律・生活全般の困りごとなど法律問題でお困
りの人は1人で悩まずご相談ください。また電子
メールによる「なんでも相談」は記載のQRコード
かURL入力で可能です。
■日時　12月11日（日）13：00～16：00
■場所　佐賀県労働会館1階
　　　　（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
　URL　http://sagarofuku.net/pages/71/

子どもの里親　個別相談会
～知ってほしいな里親のこと～

　さまざまな事情で実親と生活できないお子さん
を、家庭的な環境で育ててくださる里親家庭を募
集しています。里親に関心のある人、子どもがお好
きな人、気軽な気持ちで、まずはお話を聞きにきま
せんか？
■日程　12月13日(火)
■時間　10：00～13：00
　　　　(この間スタッフがお待ちしてます)
■場所　白石町役場（1F）
　　　　※事前予約・予約なし　いずれも可能です。
■問合せ　佐賀県里親支援こねくと　担当：勝田
　TEL/FAX　0952-65-1165　
　mail：connect@b1.bunbun.ne.jp 
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問 生涯スポーツ係　TEL 0952-84-7129

問 白石町スポーツ協会（生涯学習課内）　TEL 0952-84-7129

Bリーグの試合を生で見るチャンス
　佐賀を拠点に活動している佐賀バルーナーズより、町内在住の人をホームの試合
に招待していただけることになりました！各試合先着20人となります。
　興味のある人は白石町教育委員会生涯学習課生涯スポーツ係へお問い合わせくだ
さい。
　【対象試合】　　12月24日・25日　熊本ヴォルターズ戦

第63回郡市対抗県内一周駅伝大会杵島郡チームを応援してください!!
　令和5年2月17日から19日まで郡市対抗県内一周駅伝大会が開催されます。
　前回大会の杵島郡チームは、選手不足で前回10位と苦しいレースを強いられました。
　来る2月の大会で更なる上位を目指し、選手たちは町内のグラウンドなどでトレーニングに励んで
います。選手への応援をぜひお願いします。
　また、杵島郡チームでは選手層の薄さを何とかしたいと思っています。学生の頃に長距離走をし
ていた人、杵島郡代表として県内一周駅伝に出てみたいという人はぜひご連絡ください。
　一緒に杵島郡の襷をつなぎましょう！
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再生紙を使用しています 〔編集／印刷〕誠文堂印刷
広報白石 R4・1228

●世帯
●人口
　男性
　女性

（＋3）
（－27）
（－16）
（－11）

7,753世帯
21,802人
10,315人　
11,487人　
R4年10月末現在（対前月比）

広報白石 2022.12 No.216
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12月5日発行

12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
1月1日（日）～7日（土）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）

2月生まれの子どもの写真を募集します♪

わが家のアイドルにこちゃん
お誕生日おめでとう♪
これからも元気にニコちゃんらしく
大きくなってね！

いつも元気なあーちゃん
たくさん食べてたくさん遊んですくすく
大きくなってね　
いつも笑顔をありがとう

お誕生日おめでとう。
いつもみんなを笑顔にしてくれて
ありがとう。
たくさん食べて遊んで、大きくなってね。

5歳のお誕生日おめでとう！
歌に踊りに喋るの大好き♡
これからも明るく元気いっぱい
過ごしてね♪
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れ
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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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  しろいしキッズ
  しろいしキッズ
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