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渡り鳥たちが『肥前鹿島干潟』へ飛来するのにあわせて　渡り鳥たちが『肥前鹿島干潟』へ飛来するのにあわせて、、

１１月はラムサール条約湿地登録を記念したイベントや野１１月はラムサール条約湿地登録を記念したイベントや野鳥鳥

観察会が多く開催されました観察会が多く開催されました。。

これからの寒い季節を鹿島の地で過ごしたり、羽を休め　これからの寒い季節を鹿島の地で過ごしたり、羽を休めたた

りする鳥たちを温かく見守りたいですねりする鳥たちを温かく見守りたいですね。。

　　（（写真は１１月１４日に開催された観察会の様子で写真は１１月１４日に開催された観察会の様子ですす。。））

写写真真
ラムサール条約湿地登録記念イベンラムサール条約湿地登録記念イベントト
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　１１月６日、地方自治や社会福祉、教育

文化体育、保健衛生、治安維持、その他の

功労部門の６分野で市政に功労のあった

人たちに対する鹿島市表彰式が市庁舎大

会議室で行われ、１１人が受賞されました。

－　鹿島市表彰　受賞者の紹介　－

市政功労者を

表彰

自　治 西村　宰さん

長年にわたり鹿島市固定資産評

価審査委員会委員として、公正

公平な税務行政に尽力。

市 自　治 西本　勝次さん

長年にわたり鹿島市嘱託員とし

て、地方自治の発展と住民福祉

の向上に貢献。

市

故　木原　邦昌さん

長年にわたり鹿島市体育協会会

長として、市民スポーツの普及

振興に貢献。

教育文化体育市

自　治 水頭　喜弘さん

長年にわたり鹿島市議会議員と

して、地方自治の発展と住民福

祉の向上に貢献。

市 自　治 中西　裕司さん

長年にわたり鹿島市議会議員と

して、地方自治の発展と住民福

祉の向上に貢献。

市

社会福祉　 　田　　子さん

長年にわたり民生委員・児童委

員として、地域福祉の向上に貢

献。

市 社会福祉　 石田　興光さん

長年にわたり主任児童委員とし

て、地域福祉の向上に貢献。

市

社会福祉　 上田　健一郎さん

長年にわたり民生委員・児童委

員として、地域福祉の向上に貢

献。

市 保健衛生　 吉田　富士雄さん

長年にわたり学校医として、生

徒の健康指導と学校保健の向上

に貢献。

市

治安維持　 中村　和喜さん

長年にわたり鹿島市消防団の役

員として、市民の生命と財産の

保全に貢献。

市 その他の功労 三原　治子さん

長年にわたり人権擁護委員とし

て、人権啓発活動に貢献。

市
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－　市教育委員会表彰　受賞者の紹介　－

社会教育　 濵松　美恵子さん

鹿島市社会教育委員兼公民館運

営審議会委員として、社会教育

の振興発展に貢献。

教

社会体育スポーツ 木原　力人さん

鹿島市スポーツ推進委員として、

スポーツの振興発展に貢献。

教

岩本　浩さん

七浦小学校の学校薬剤師として、

児童生徒の健康増進に貢献。

教 学校保健　

鹿島プリンセス（団体：女子軟式野球）

第５回全日本女子軟式野球九州

大会小学生の部準優勝。

教 感　謝　状　

社会体育スポーツ 永石　二男さん

少年柔道の指導や鹿島市柔道協

会の役員として、スポーツの振

興発展に貢献。

教

社会教育　 坂本　理一さん

鹿島市社会教育委員兼公民館運

営審議会委員として、社会教育

の振興発展に貢献。

教

山口　初美さん

鹿島市スポーツ推進委員として、

スポーツの振興発展に貢献。

教 社会体育スポーツ

　１０月２２日、市の教育に関する分野

に功績のあった人たちに対する市教育委

員会表彰式が、市庁舎大会議室で行われ、

７人、１団体が受賞されました。

市の教育に
関する貢献を
たたえて

故　木原　邦昌さん

鹿島市体育協会会長や鹿島市ス

ポーツ推進審議会会長として、

スポーツの振興発展に貢献。

社会体育スポーツ教
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　１１月１日に開催した『少年の夢発表会（青少

年健全育成大会）』で、各小中学校の代表１１人が

自分の夢や体験、思いを発表しました。

（敬称略）

ぼぼくくのの夢夢
わたしの夢を　　わたしの夢を発発表表

ぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくのののののののののののののののののののののの夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢
わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたしししししししししししししししししししししののののののののののののののののののののの夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢ををををををををををををををををををををを　　わたしの夢を発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表

　鹿島から遠く２,７００キロメー

トル以上もはなれたベトナムの地。

私の祖父は、仕事の都合でベトナム

に住んで六年になります。今年のお

正月、私は家族と一緒に祖父に会い

に行きました。祖父は、有名な観光

地やおいしいレストランにたくさん

連れて行ってくれました。ベトナム

では、ベトナム語が話されます。私

は全く分かりません。祖父がベトナ

ム語で店員さんとやり取りしてくれ

たので、安心して過ごすことができ

ました。

　滞在したホテルでは、英語が通じ

ました。歯ブラシが足りなくて、母

が英語で頼んでくれました。私は、

外国の人と話せる祖父や母がうらや

ましかったです。滞在中、ナムさん

という通訳に出会いました。ナムさ

んは日本語とベトナム語と英語が話

せます。ナムさんのおかげでベトナ

ム語や英語で話しかけられて、分か

らなくても私たちに日本語で説明し

してくれて、とても心強かったです。

　このことで、私は通訳になりたい

という強い夢を持ちました。ナムさ

んのように、私が架け橋になって、

言葉が通じない人々と、世界をつな

げていきたいと思うようになりまし

た。それから私は、テレビから流れ

る外国の映画俳優のインタビューに

耳を傾けることが多くなりました。

（何を言って笑っているんだろう。

どういった言葉でアピールしている

んだろう。）そんなことばかり考えな

がら、通訳をしている人を見ている

と、新たな発見をしました。それは、

通訳の人は言葉だけを聞いているの

ではなく、話す人の目を見て、視線

に気を配ったり、表現をうかがった

りしていたのでした。（そうか、通訳

は言葉だけ覚えて、それを言えるだ

けじゃだめなんだ。）

　そのことに気づいた私はまたひと

つ、夢への階段を上がることができ

たような気がしました。

　学校での英語の学習中も、ＡＬＴ

の先生の表情を見ていると、その時

何を言われているのか、少しずつ分

かってきたような気がします。これ

まで聞き取れなかった英語も感じ取

れるようになってきました。

　あと半年で中学生になる私。誰よ

りも早く基本の英単語の勉強を今か

らでも始めていきたいと考えていま

す。同時に、日常的な英会話を習っ

て英語に慣れていくことが、今の私

の課題とも言えます。

　私の夢への階段は、まだまだ道の

りは険しく頂上もまだ見えません。

しかし、「世界を飛び回り、人々の笑

顔と心をつなぐ通訳」という夢に向

かって、一日一日を大切にいきたい

と思います。

「世界へはばたけ！
私の夢」

鹿島小学校　６年

中島　花音

　私には、将来の夢があります。そ

れは、一級建築士になることです。

私のお母さんのいとこに大工さんが

います。二年生の時、その大工さん

の仕事場について行き、家を建てて

いるところを見学しました。

　はじめはただの細長いだけだった

木が家を支える柱になったり、かべ

になったりして、毎日少しずつ一つ

一つの部屋の形になっていくのを見

て、私は、これはかっこいい、自分

も大工さんになりたいと思いました。

その思いは今までずっと続いていま

した。

　そんなある日のこと、母からこん

な話を聞いたのです。

「ママは、一級建築士になりたかっ

たけど、病気になってなれんやった

とよ。」

私は、その一言が気になって、お母

さんに詳しく聞いてみました。お母

さんは、病気で福岡の病院に一年間

入院しないといけなくなり、建築関

係の高校をやめ、普通校に行くこと

になったそうです。

　その話を聞き、私のこれまでの思

いと合致し、絶対に一級建築士に

なって、お母さんに一番初めに家を

建ててあげたいと思いました。

　そのために、これからは、色々な

建築関係の本を読んで自分が興味を

持ったことについては、とことん調

べていこうと思います。そして、建

築の仕事をしているお母さんのいと

こやおじいちゃんのお兄さんに、建

築士になるための心構え、仕事をし

ていて大変なことは何かなどを詳し

く教えてもらいたいです。

　それから、建物を実際に見学して

想像力を豊かにし、人にとって便利

で住みやすい家にするためには、ど

んな工夫をすればいいのかなどを考

えていきたいと思っています。

　私は、お母さんの夢と私の夢をか

なえるため、お母さんの分までがん

ばって、たくさん勉強をして一級建

築士になります。そして、お母さん

にたくさん喜んでもらって、多くの

人が楽しく快適にくらせるような家

を建てたいと思います。

夢は一級建築士

能古見小学校　６年

中村　菜乃果
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　また、当日は『かべ新聞』や『俳句』の作品も展示されていました。

　これらの作品を来月号まで２回にわたって掲載します。（中学生の発表と俳句は、１月号に掲載します）

 　市青少年育成市民会議事務局（生涯学習課内）　緯０９５４（６３）２１２５詳しくは

　私は将来、美容にかかわる仕事に

つきたいです。美容にかかわる仕事

には、美容師やネイリストなどたく

さんありますが、その中でも私は

「メイクアップアーティストになり

たい。」と思っています。

　私がまだ小さかった七五三の時に、

こんな出来事がありました。私は、

お母さんに美容室に連れて行っても

らいました。そして、自分の顔をき

れいにメイクしてもらいました。

　普段は自分に自信を持てない私が、

きれいにしてもらった自分の顔を見

て、心がうきうきとなった事を覚え

ています。

　私のように、自分に自信が持てな

い人はたくさんいるのではないかと

思います。そんな人たちを、自分の

メイクできれいにして、自分に自信

を持つお手伝いができると嬉しいで

す。

　私が「メイクアップアーティスト

になりたい」と思うもう一つの理由

は、私が何よりきれいなものに興味

があるからです。テレビや雑誌で、

きれいなメイクをしている人を見る

と、心がわくわくしてずっと眺めて

いたくなります。今は見るだけです

が、「いつかは自分がたくさんの人

をきれいにしたい。」と思っています。

　メイクアップアーティストという

仕事は、私のあこがれの仕事で絶対

になりたいです。メイクアップアー

ティストになるためには、たくさん

勉強をしなければならないと聞いて

います。また、つらいこともたくさ

んあると思います。でも私は、「メ

イクアップアーティストになりた

い。」という夢をただのあこがれだけ

に終わらせるのではなく、「必ず実

現したい」と思っています。

　今自分にできることをしっかり

やって、たくさんの人が自分に自信

を持ってくれるような、すてきなメ

イクアップアーティストになれるよ

うに努力していきます。

わたしの夢

七浦小学校　６年

野田　愛華

　僕の将来の夢は、建築家になるこ

とです。家や建物を設計して、たく

さんの人を笑顔にしたいです。

　建築家になりたい理由は二つあり

ます。一つ目は、図や絵をかくのが

得意だからです。たくさんの部屋が

ある建物や、いろいろな形をしたこ

の世に一つしかない建物の設計図を

かいてみたいです。二つ目は、困っ

ている人達を助けたいからです。日

本にはまだ、自然災害や事故、その

他にもさまざまな理由で家を失って

いる人が多くいるそうです。災害に

あった人達だけではありません。障

害をもつ人や高齢の人など、弱い立

場にいる人達が安心して住むことの

できる家をつくりたいです。

　僕には、目標にしている建築家が

います。その人は、黒川紀章さんで

す。京都大学を卒業した有名な建築

家で、フランス建築アカデミーゴー

ルドメダル賞や日本建築学会賞など

多くの賞を受賞しています。僕は、

そのことを初めて知った時に、とて

もすごいと思いました。

　黒川紀章さんは、いろいろな建物

を設計してきました。中でも有名な

のは、東京にある国立新美術館です。

波のようにうねる美しい曲線をえが

いたガラスのカーテンウォールがあ

り、とてもきれいです。でも、工夫

してあることはデザイン性だけでは

ありません。地震による自然災害の

安全対策、雨水の再利用や省エネ、

障害者や高齢者のためにバリアフ

リーなど、さまざまな工夫がしてあ

ります。人を思いやる気持ちがあり、

とてもすばらしいと思います。

　僕も、黒川紀章さんのように、そ

こに住む人や訪れる人のことを一番

に考え、思いやりのある建物を設計

したいです。

　僕には、設計してみたいものがあ

ります。障害者や高齢者の家をつく

る時には、階段の数を減らして、手

すりをつけたり、段差をなくして、

スロープを作ったりしたいです。目

が見えない人の家を設計する時には、

部屋の数をできるだけ減らして障害

物をなくしたいです。

　住む人のことを思いやり、ユニ

バーサルデザインを取り入れたいで

す。

　多くの人が訪れる大きな建物も設

計してみたいです。図書館だと、静

かに読書ができるように、見た目を

落ち着いた色にしたり、美術館や博

物館だと黒川紀章さんのようにガラ

スの美しさを表現するデザインにし

たり、他にも工夫してみんながすご

いと思える建物にしたいです。

　夢を実現させるためには、努力や

学びが必要です。建築家になるため

には、建築士の資格をとらないとい

けないので難しいと思います。でも、

みんなの笑顔、幸せのために努力を

して経験を積み重ねていき、夢に一

歩一歩近づきたいです。自分にでき

ることをさがし夢に向かってがんば

ります。

夢に向かって一歩ずつ

古枝小学校　６年

馬場　音樹
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「ぼくの夢私の夢を発表」の続き

　「ぼくの将来の夢は、お医者さん

になることです。」保育園の卒園文集

を見ると、ぼくはそう書いていまし

た。そのころのぼくが、どんな気持

ちでそう書いたのかはよく覚えてい

ません。きっとぼくの両親が医師

だったからかもしれません。

　今も「医師になる」というぼくの

夢は変わっていません。でも、少し

だけ違うところがあります。その夢

は、医師になってたくさんの人を

「笑顔」にすることです。

　これを聞いて、変わっていないの

ではないか、と思った人もいると思

います。でも、ぼくは医師になるこ

とだけではなく、なったことによっ

てそこに生み出される結果を目標に

したいと思っているのです。

　これから子どもが少なくなり、高

齢者が多くなる少子高齢化が進みま

す。きっと人の命が、かけがえのな

いものであると感じる機会がもっと

増えると思います。だからこそ、医

師が患者さんの病気やけがを治すこ

とで、一分でも一秒でも多く、その

患者さんや、その患者さんを大切に

思う家族が笑顔になれたらいいなと

思っています。

　人を笑顔にする仕事は、医師ばか

りではなく、他にもたくさんあると

思います。ぼくの両親が医師でなけ

れば、ぼくは他の夢をもっていたか

もしれません。でも、ぼくは幼いこ

ろ両親の働く姿を見てきました。両

親の患者さんに接している姿や、病

気が治って笑顔で話をされる患者さ

んの姿を見て、ぼくは迷わず医師に

なりたいと思いました。

　両親はいつも忙しそうにしていま

す。学会や研修会に行き、勉強もた

くさんしています。きっときついこ

ともたくさんあると思います。でも、

患者さんや家族の人に「ありがとう」

と言われたときの両親の顔は、とて

もうれしそうです。その顔を見ると、

ぼくもとても幸せな気持ちになりま

す。

　医師になるのはとても大変だと思

います。なってからも一人一人病気

が違う患者さんと接していくのは大

変だと思います。でも、人を笑顔に

することができたら、きっと自分も

笑顔になれるし、きついことも吹き

飛ぶと思います。

　病気やけがを治すだけでなく、人

を笑顔にするためにはどうしたらよ

いか、これからも自分の夢に向かっ

て、考えながら努力していきたいと

思います。

みんなを笑顔に！

北鹿島小学校　６年

志田　晃士朗

　僕の将来の夢は、設計士になるこ

とです。家を建てる人が喜んでくれ

る家の設計がしたいと思っています。

　だけど、実は僕の将来の夢は決

まっていませんでした。運動会の

チャンスレースで、六年生は将来の

夢を発表しなければいけません。運

動会が近づいてくると、友達はサッ

カー選手になりたいとか、料理人に

なりたいとか、みんな将来の夢を決

めて話していました。ぼくは部活も

してないし、何になりたいかと考え

たこともなくて悩んでいました。

　それをお母さんに話すと、いろい

ろな職業を教えてくれたり、職業が

詳しく書いてある本を借りたりして

くれました。僕は、本を読んで世の

中には本当にたくさんの職業がある

んだなと驚きました。自分がなりた

い職業を探すのだから、得意なこと

を活かせる職業がいいとお母さんと

話しました。僕は、算数が得意です。

計算も得意だけど図形をかくのもお

もしろいなと思います。そして、僕

の目にとまったのが設計士でした。

その人に合った家の図面をかく。土

地の広さや方角を考え、よりよく暮

らせる家づくりのお手伝いができる。

僕の得意なことも活かせて人が喜ぶ

手伝いができる、設計士の仕事がし

てみたいと思いました。

　僕の家も五年前に建ちました。新

しい家に住めることがとても嬉し

かったことを覚えています。今まで

気にしなかったけど、僕の家のつく

りを考えました。おばあちゃんの部

屋が玄関の近くにあること、家族六

人が一緒にいられる広い居間や台所

は、居間を見わたせるように対面

キッチンになっていることなど、僕

の家も僕たちが楽しく暮らせるよう

に考えて作ってあるんだと思いまし

た。

　設計士になりたいと思い始めると

わくわくしました。家の近くに新し

い家が建つ予定です。設計士さんや

工事の人が準備しています。どんな

話をしているんだろう。何をしてい

るんだろう。僕は気になって、仕方

ありません。毎日、少しずつ家が出

来上がっていく様子を見られるのも

楽しみです。

　夢がはっきり決まると、僕は毎日

が楽しくなりました。大工になりた

いという友達がいるので、僕のかい

た図面の家を建ててくれることにな

るかもしれない。そんなことを考え

ると、夢を持つことは本当に楽しい

と思います。夢を実現できるように、

勉強をがんばろうと思います。そし

て、人が喜ぶ家づくりができる設計

士になりたいです。

ぼくの将来の夢

浜小学校　６年

中村　亮太
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　「大丈夫。すぐ治るよ。いっしょ

にがんばろう。」

と、小児科の先生にやさしく声をか

けてもらい、私はとても気持ちが元

気になりました。せきが出てとても

きつくて泣きそうだった私に、やさ

しく声をかけてくださいました。そ

のときから、私は小児科の先生にな

りたいと思い始めました。

　私は、この先生みたいに子ども達

の気持ちが分かる、子ども達を元気

にしてあげられるすてきなお医者さ

んになりたいです。

　医者という仕事は、人と人とのつ

ながり、そして、人と人との助け合

いを感じる事ができる職業だと思い

ます。お医者さんは、みんなにたよ

りにされて、必要だとされています。

だけど、お医者さん一人ではできま

せん。看護師さんや、まわりのス

タッフの人達と協力をして、病気で

苦しむ子ども達を支えていかなけれ

ばいけません。みんなの力を合わせ

て、子ども達を支えて上げられたと

き、みんなの力が一つになったとき、

助けてあげられた喜びは、何倍にで

もなって感じられると思います。そ

んな喜びを、たくさん感じていける

ような小児科医になりたいです。

　そのために私は今、協力するとい

うことを大切にしながら生活してい

ます。その中で私は、たくさんの人

に支えられているということに気付

きました。たくさんの人に支えられ

ている自分が、今度は困っている人

を助けてあげたい。そういう思いが、

今どんどん強くなってきています。

医者にとって、誰かを助けるという

ことは、病気を治すということだけ

ではなく、人の気持ちをわかって、

支えてあげることだと思います。こ

れから先、出会う人とのつながりに

感謝し、大切にしながら自分の夢に

向かって、精一ぱい努力していきた

いです。

そして、

「大丈夫。すぐ治るよ。いっしょに

がんばろう。」

と、やさしく声をかけてあげられる、

すてきな小児科医になります。

すてきなお医者さん

明倫小学校　６年

鷲﨑　礼奈

かべ新聞のかべ新聞の部部　優秀作品優秀作品

寓能古見小学校

実
行
委
員
長
賞

教

育

長

賞

寓鹿島小学校

奨
　
励
　
賞

寓古枝小学校

寓浜小学校

奨
　
励
　
賞

寓北鹿島小学校 寓七浦小学校 寓明倫小学校

栢中学生の発表と俳句は、広報かしま１月号に掲載します
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１．職員の任免および職員数に関する状況

（５）　特別休暇等の状況
有給・無給の別付与日数・期間等休暇の種類

有給必要と認める期間①公民権行使のための休暇

有給必要と認める期間
②裁判員、証人、鑑定人、参考人等とし
　て官公署に出頭するための休暇

有給必要と認める期間③骨髄提供のための休暇

有給７日④結婚休暇

有給７日の範囲内で必要と認める期間⑤妊産婦のつわり休暇

有給必要と認める期間⑥妊産婦の健康診査等のための休暇

有給
出産予定日前８週間（多胎妊娠の場合は１４週間）に当たる
日から出産の日後８週間目に当たる日までの範囲内の期間

⑦出産休暇

有給３日の範囲内で必要と認める期間⑧妻の出産に伴う休暇

有給１日２回（１回につき４５分）⑨生後満１歳に達しない子を育てるための休暇

有給１年に５日（２人以上１０日）の範囲内で必要と認める期間⑩子の看護のための休暇

有給１年に５日の範囲内で必要と認める期間⑪短期の介護休暇

有給２日の範囲内で必要とする期間⑫生理休暇

有給死亡者の区分に応じ１日から１０日の範囲内⑬忌引

有給３日の範囲内の期間⑭夏季休暇

有給必要と認める期間⑮災害または交通機関の事故等による休暇

有給１年に５日の範囲内で必要と認める期間⑯ボランティア休暇

無給
介護を必要とする一の継続する状態ごとに連続する６月の
期間内において必要と認められる期間

⑰介護休暇

（３）　時間外勤務および休日勤務等の状況
職員１人当たりの時間外・
休日勤務月平均時間数

時間外・休日勤務総時間数

１５.１時間３９,９７３時間

※総時間数には振替時間含む

（２）　年次有給休暇の取得状況（平成２６年１月１日～平成２６年１２月３１日）
消化率（Ｂ）／（Ａ）平均取得日数（Ｂ）／（Ｃ）全対象職員数（Ｃ）総取得日数（Ｂ）総付与日数（Ａ）

２４.１％９.１日２４０人２,１９４日９,０８８日

２．職員の勤務時間その他の
　　勤務条件の状況

（１）　勤務時間（標準的なもの）
休憩時間終了時刻開始時刻１日の正規の労働時間１週間の正規の労働時間

１２時～１３時１７時１５分８時３０分７時間４５分３８時間４５分

最終合格者数受験者数申込者数区分

　５人３４人　４５人一般事務Ａ

　１人　７人　１２人一般事務Ｂ

　１人　１人　　１人土　木　Ｃ

　１人　２人　　２人土　木　Ｄ

　８人４４人　６０人合　　計

（１）　職員の競争試験の状況

（４）　育児休業の状況
女性職員男性職員区　分

６０育児休業の承認件数

２０育児休業期間延長の承認件数

選考試験競争試験
区分

計女性男性計女性男性

０人０人０人５人３人２人一般事務
職種

０人０人０人２人０人２人土　　木

０人０人０人７人３人４人合　　計

（２）　職員の採用の状況

 　総務課職員係　緯０９５４（６３）２１１３詳しくは

平成２６年度　市の人事行政の運営等を公表します

計女性男性区分

　９人　１人　８人定年退職

　１人　１人　０人勧奨退職

　１人　１人　０人そ　の　他

１１人　３人　８人合　　計

（３）　職員の退職の状況
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４．職員の服務の状況

５．職員の研修および勤務成績の評定の状況

受講者数研修内容区分
４３１人　メンタルヘルス研修、事務ミス防止研修、文書作成力向上研修など市独自研修
２人　市町村職員中央研修所および国際文化研修所研修

派遣研修
９５人　佐賀県市町村振興協会主催研修
３６人　実務研修（民間等主催研修会参加など）自主研修
５６４人　合計

全職員評定対象職員
課長、部長、副市長評定者
勤務概評の総合評定をＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの５段階評価評定方法
普通昇給、昇任者の決定、新規採用職員の正式採用勤務評定の活用方法

６．職員の福祉および利益の保護の状況

受診者数健康診断の種類
１０８人基本検診

定期健康診断
１０５人胸部Ｘ線
　３６人胃検診
　　７人肝炎ウィルス検診
１２１人　人間ドック
　　０人　特殊業務従事職員検診
　１１人　婦人（子宮がん）検診
　　５人　婦人（乳がん）検診
　５９人　ＶＤＴ健診

（５）　不利益処分に関する不服申し立ての状況

（４）　勤務条件に関する措置の要求の状況

該当なし

（２）　公務員災害補償

（１）　健康診断の実績

合
計

降
給

休
職

免
職

降
任

処分の種類
処分事由

００勤務実績がよくない場合

２人０２人００心身の故障の場合

００職に必要な適格性を欠く場合

００
職制、定数の改廃、予算の減少に
より廃職、過員を生じた場合

００刑事事件に関し起訴された場合

００条例で定める事由による場合

２人０２人００合計

３．職員の分限および懲戒処分の状況
（１）　分限処分者数 （２）　懲戒処分者数

（２）　営利企業等の従事許可の状況（１）　公益法人等への一般職の地方公務員の
　　　派遣等に関する法律に基づく派遣の状況

該当なし

（１）　研修の状況

（２）　勤務成績の評定の状況

許可件数営利企業等の従事内容
０営利を目的とする会社の役員等に就任する場合
０自ら営利を目的とする私企業を営む場合
２報酬を得て事業または事務に従事する場合

該当なし

通勤災害公務災害区　　分
０１申請件数
０１認定件数
００不認定件数

公費負担額決算額実施主体事業名称

１,９７２千円５,０８５千円
鹿島市職員

互助会
職員互助会
福利厚生事業

（３）　福利厚生事業

該当なし
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　一般職員の給与などは、地方公務員法に基づき決定されます。具体的には、人事院勧告を基本に、国や他の地方公

共団体、民間企業との均衡を図りながら、市議会の議決を経て定められます。

　特別職の給与や報酬は、市内の公共的団体の代表者や住民によって構成される特別職報酬等審議会の答申をもと

に、市議会の議決を経て定められます。

７．市の給与・定員管理等について

（１）総括

①　人件費の状況（一般会計決算）

（参考）平成２５年度
の人件費率

人件費率
Ｂ／Ａ

人件費
Ｂ

実質収支
歳出額
Ａ

住民基本台帳人口
（平成２７年３月３１日現在）

区分

１６.９％１５.１％２,２２１,７７５千円３０２,７８０千円１４,７０８,２７１千円３０,６００人平成２６年度

（注）１.職員手当に、退職手当は含みません。
　　　２.職員数は、平成２６年４月１日現在の人数です。

１人当たり給与費　Ｂ／Ａ給与費計　Ｂ給与費区分職員数　Ａ区分

６,２０９千円１,２６６,７２８千円
　８０７,６３５千円
　１５８,３３７千円
　３００,７５６千円

給料
職員手当
期末・勤勉手当

２０４人平成２６年度

②　職員給与費の状況（一般会計決算）

国鹿島市
区分

平均給与月額平均給料月額平均年齢平均給与月額平均給料月額平均年齢

４０８,９９６円３３４,２８３円４３.５歳
３８６,６０８円

３３０,５８７円４３.３歳一般行政職
３４９,９４５円

（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況

①　職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（平成２７年４月１日現在）

（注）１.『平均給料月額』とは、職員の基本給を平均したものです。
　　　２.『平均給与月額』とは、給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです。このうち、上段はす
　　　　　べての諸手当込みのものであり、下段は国家公務員の平均給与月額と比較するために手当の種類を限定
　　　　　して算出したものです。

国鹿島市区分

１７４,２００円
１４２,１００円

１７７,４００円
１４４,７００円

大学卒
高校卒

一般行政職

②　職員の初任給の状況（平成２７年４月１日現在）

２０年１５年１０年区分

３５２,０７５円
３０３,３００円

２９３,６４３円
２４６,１００円

２５１,４８０円
２１７,９００円

大学卒
高校卒

一般行政職

③　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２７年４月１日現在）

７級６級５級４級３級２級１級区分

部長課長・参事課長補佐
係長・主査・
主任

主任

高度の知識ま
たは経験を必
要とする職員
の職務

定型的な
職務等

標準的な
職務内容

　４人
　２．１％

１８人
９．５％

２１人
１１．１％

７７人
４０．８％

４８人
２５．４％

１０人
５．３％

　１１人
　　５．８％

職員数
構成比

（３）一般行政職の級別職員数の状況　（平成２７年４月１日現在）
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支給職員１人当たり
平均支給年額

支給実績区分

４００千円８３,２４８千円２５年度

４２５千円８７,２１４千円２６年度

給料月額等区分

市　長　７７８,０００円
副市長　６３１,０００円

給　　料

議　長　４１６,０００円
副議長　３５０,０００円
議　員　３３１,０００円

報　　酬

市長・副市長・議長・副議長・議員
平成２６年度支給割合　３.１０月分
加算措置の状況　役職加算１５％

期末手当

市長・副市長とも一般職と同じ通勤手当

市長　給料月額×在職月数×５０／１００
副市長　給料月額×在職月数×３３／１００
　　　※いずれも任期毎に支給

退職手当

対前年
増減数

職員数（人）
部門

平成２７年平成２６年

　　０
　　１
　　０
　　０
　△１
　　０
　　０
　　０
　△２

　　　４
　　５７
　　１６
　　　２
　　２４
　　１０
　　２２
　　３０
　　１７

　　　４
　　５６
　　１６
　　　２
　　２５
　　１０
　　２２
　　３０
　　１９

議　　会
総　　務
税　　務
労　　働
農林水産
商　　工
土　　木
民　　生
衛　　生

一
般
行
政

　△２　１８２　１８４小　計

　△２　　２１　　２３教　　育特
別

行
政 　△２　　２１　　２３小　計

　　０
　　０
　　０

　　１０
　　　９
　　１５

　　１０
　　　９
　　１５

水　　道
下　水　道
そ　の　他

 公
営
企
業

等
会
計 　　０　　３４　　３４小　計

　△４
　２３７
[３１２]

　２４１
[３１２]

合　　計

（注）１職員数は一般職（教育長を除く）に属する職員

　　数です。

　　２[　]内は、条例定数の合計です。

（６）職員数の状況

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

（５）特別職の報酬等の状況

（平成２７年４月１日現在）

支給職員１人
当たりの
平均支給年額
（平成２６年度）

支給実績
（平成２６年度）

国の制度
との比較
（相違点）

手当名

２１７千円２７,３４１千円同じ扶養手当

２７１千円１０,５６２千円同じ住居手当

５７千円７,１７４千円
（交通用具利用者
の通勤距離区分）

通勤手当

５６１千円１１,７７７千円（役職区分）管理職手当

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

⑤その他の手当（平成２７年４月１日現在）

７６千円支 給 実 績

９千円支給職員１人当たりの平均支給年額

３.４％職員全体に占める手当支給職員の割合

３種類手 当 の 種 類 （ 数 ）

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

③特殊勤務手当（平成２６年度）

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

④時間外勤務手当

（４）職員の手当の状況

国鹿島市

－

－

１人当たり平均支給額

期末手当　　９２４千円

勤勉手当　　５２３千円

（支給割合）

同左

（支給割合）

期末手当　２.６月分

勤勉手当　１.５月分
（加算措置の状況）

噛役職加算　５～２０％

噛管理職加算　１０～２５％

（加算措置の状況）

噛役職加算　５～１５％

国鹿島市区分

勧奨・定年自己都合支給率

同左

２５.５５６２５月分
３４.５８２５月分
４９.５９　月分
４９.５９　月分

２０.４４５月分
２９.１４５月分
４１.３２５月分
４９.５９　月分

勤続２０年
勤続２５年
勤続３５年
最高限度額

定年前早期退職特例措置その他の
加算措置 ３～４５％加算２～２０％加算

－２２,３７９千円
１人当たり
平均支給額

※１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種
に係る平均支給額です。

②退職手当（平成２７年４月１日現在）①期末手当・勤勉手当（平成２６年度）

※１人当たり平均支給額は、公営企業職員を除いた全
職種に係る平均支給額です。
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『『農農業業協協同同組組合合法法等等のの一一部部をを改改正正すするる等等のの法法律律』』のの概概要要

怯趣　旨

　農業の成長産業化を図るため、６次産業化や海外輸

出、農地集積・集約化などを推進できる環境整備をす

る必要があるので、農協・農業委員会・農業生産法人

の一体的な見直しを実施する。

怯概　要

毅農業協同組合法の改正

　地域の農協が自由な経済活動を行い農業所得の向上

　に全力投球できるようにする

毅農業委員会等に関する法律の改正

　農地利用の最適化を推進するための改正を行う

毅農地法の改正

　６次産業化等を通じた経営発展を促進するため、農

　業生産法人要件を見直す

怯効　果

毅地域の農協が、地域の農業者と力を合わせて、農産

　物の有利販売などに創意工夫を活かして積極的に取

　り組めるようになる。

毅農業委員会が、農地利用の最適化をよりよく果たせ

　るようになる。

毅担い手である農業生産法人の経営発展に資する。

　平成２７年８月２８日、『農業協同組合法等の一部を改正する等の法律』が成立しましたが、その概要は次のとお

りです。
 　農業委員会事務局　緯０９５４（６３）３４１７詳しくは

農農農農農農農農農農業業業業業業業業業業委委委委委委委委委委員員員員員員員員員員会会会会会会会会会会制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度改改改改改改改改改改正正正正正正正正正正のののののののののの概概概概概概概概概概農業委員会制度改正の概要要要要要要要要要要要

農業委員会からのお知らせ

怯農業委員会の業務の重点

　農地利用の最適化（担い手への集積・集約化、耕作

放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進）の推進。

※その他、農業委員会総会での農地の権利移動の許可

　などの業務などがあります

怯農業委員会の委員の選出方法の変更

【　現　行　】選挙による農業委員会の委員と、議会・農業

　　　　団体からの推薦による選任

【改正後】市議会の同意を必要とする市長の任命制

　《選出方法》

　①推薦・公募の実施

　②応募のあった候補者を市議会の同意を得て任命

　　（地域の農業者や農業団体などから推薦）

　　毅過半数を認定農業者とする

　　毅農業者以外の者で、中立な立場で公正な判断

　　　をすることができる者の登用

　　毅女性・青年の積極的登用

　　毅定数は、現行の半数程度

怯農地利用最適化推進委員の新設

　農業委員会の委員とは別に、各地域で農地利用の最

適化を推進する農地利用最適化推進委員を新設する。

　《選出方法》

　①農業委員会が定める区域ごとに推薦・募集

　②その結果を尊重して委嘱

栢農業委員と農地利用最適化推進委員との役割分担と連携

　農業委員会の委員と農地利用最適化推進委員は、相互

に連携して業務を行う。また、農地利用最適化推進委員

は担当区域の、農地利用の最適化に係る業務を行う。

　《農地利用最適化推進委員の業務のイメージ》

　毅地域の農家の話し合いの中で、担い手への農地集

　　約の機運づくり

　毅農地利用の集積・集約化の推進のために、農地の

　　貸し手借り手の掘り起こし

　毅耕作放棄地の発生防止と解消のための農地パト

　　ロールや農地所有者への働きかけ　など

《農業委員会の委員と推進委員の業務の違い》

　農業委員会の委員も農地利用の最適化に関する業務を行いますが、農業委員会総会で農

地の権利移動の許可などの『合議体としての決定行為』は農業委員会の委員だけの業務です。
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情報掲示板ワイド

年末年始の公共施設等の休みと取り扱い業務
お
知
ら
せ

潤杵藤葬斎公園　　　１月１日（祝）

潤市民交流プラザかたらい

　　　　　　　　　　１２月２９日（火）～１月３日（日）

潤子育て支援センター　１２月２９日（火）～１月３日（日）

潤市陸上競技場　　　１２月２８日（月）～１月３日（日）

潤市民球場（芝の養生のため）

　　　　　　　　　　１２月１日（火）～２月２９日（月）

潤蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場

　　　　　　　　　　（年末年始および芝の養生のため）

　　　　　　　　　　１２月２７日（日）～２月２９日（月）

潤各地区公民館　　　１２月２９日（火）～１月３日（日）

潤市内各体育館　　　１２月２８日（月）～１月３日（日）

潤北公園　　　　　　年中無休

潤動物保護　　　　　１２月２６日（土）～１月３日（日）

潤し尿汲み取り　　　１２月３０日（水）～１月３日（日）

　※日程表による計画収集を行っています

潤ゴミ収集　　　　　１２月３０日（水）～１月３日（日）

　市役所の業務のうち、次のものは年末年始の休みの

期間中（１２月２９日～１月３日）も行っています。

恭出生届

　［持参品］出生届出書、印鑑、母子手帳

恭婚姻・離婚届

　［持参品］婚姻・離婚届出書、印鑑、

　　　　　身分証明書（運転免許証、パスポートなど）

恭死亡届

　［持参品］死亡届出書、印鑑、火葬料７,０００円（杵藤広域圏内）

恭各種証明書の予約交付（市民課、税務課関係分）

　［持参品］手数料、身分証明書（免許証・健康保険証など）

　　　　　印鑑証明書のときは、印鑑登録証をお持ち

　　　　　ください。

　［予約方法］１２月２８日（月）１７時までに、本人か同一世帯

　　　　　の人が市民課緯（６３）２１１７に電話で申

　　　　　し込んでください。

　［交付時間］８時３０分～２０時

焔届出および交付する場所　市役所守衛室

　市に関係する公共施設・サービスの年末年始の休みは次のとおりです。

鹿 島 市 特 産 品 ま つ り
イ
ベ
ン
ト

　鹿島自慢の農水産物や加工品などの物産を即売・展示する催しを祐徳稲荷神社のお火たきに合わせて開催します。

と　　き　１２月６・７日（日・月）９時～１６時

　　　　　　　８日（火）　　　　９時～２２時

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参集殿

内　　容　潤特産品の即売および展示

　　　　　潤伝統工芸品制作実演

　　　　　潤大当たり抽選会

　　　　　潤干支ふきんプレゼント（数量限定）

　　　　　潤じゃんけん大会　など

主　　催　鹿島市地場産業振興協議会

 　同協議会事務局（田雑商店内）

　　　　　緯０９５４（６３）２６０１

詳しくは

澗

監

環

看

潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅

潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

　祐徳門前商店街で５００円購入につき１枚の抽選

補助券を発行し、補助券３枚で１回抽選ができます。

佐賀牛や地元のお米などの賞品が当たる、空クジ無し

の抽選会です。

抽選券発行期間　１２月８日（火）２１時まで

抽　選　会　日　時　１２月８日（火）１１時～２１時

　　　　　　　　※賞品が無くなり次第終了

抽　選　会　会　場　YOU-TOKU庵（門前商店街家督屋前）

YOU竃得！ガラポン抽選会

 　YOU-TOKU庵　緯０８０（１５３２）３２４０詳しくは
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情報掲示板ワイド

　生き物豊かな干潟が広がる鹿島市の有明海沿岸には、ゴカイやカニ、貝などの干潟の生き

物を餌とする渡り鳥が渡来してきます。鹿島の干潟は渡り鳥たちが長い旅をする際の休息

地、越冬地として大切な場所になっており、１２月～翌年３月にかけて、さまざまな種類の

渡り鳥を見ることができます。

　今回から新籠海岸で見ることができる主な渡り鳥を紹介していきます。渡り鳥とともに

干潟の豊かな自然を再発見していきましょう！

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　環境下水道課ラムサール条約推進室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

有明海とともに生きよう！
⑤　肥前鹿島干潟は渡り鳥の宿場

　朝鮮半島、ロシアから渡っ
てくるトキの仲間で、世界中
でも約２,７００羽程度しか
いないとされている絶滅危惧
種です。鹿島には毎年冬にな
ると２０～３０羽ほどが渡
来しており、肥前鹿島干潟や
浜川河口で観察することがで
きます。

怯クロツラヘラサギ

観察時期　１２月～翌年３月

　肥前鹿島干潟にはさまざま
な種類のシギ類が渡来します
が、ハマシギは特に多く見る
ことができます。何百羽と集
まり、干潟の上を飛び舞う様
子は圧巻です。

怯ハマシギ

観察時期　１１月～翌年１月

マイナンバーの通知カードは届きましたか？
お
知
ら
せ

　市内では、１１月から各世帯に『通知カード』が送付され

ています。

　『通知カード』は、鹿島市に住民票があるすべての人へ世帯

ごとに簡易書留で郵送されますが、ご不在や転居などで配達

できなかったものは、郵便局で１週間程度保管したあと、市

役所へ返戻されます。

　『返戻された通知カード』は、市民課から「市役所へ受け取

りに来てください」という内容の案内文を郵送しますので、

その案内文および運転免許証など本人確認書類を持ってきて

いただければ、受け取ることができます。詳細は、案内文に

明記していますので必ずお読みのうえで、市役所１階市民課

までお越しください。

 　市民課市民年金係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７

詳しくは

噛　マイナンバー総合フリーダイヤル　噛

栢詳しくは国税庁ホームページをご覧ください

　ホームページはこちら→http://www.nta.go.jp

　税の分野でもマイナンバー制度が導入され、

平成２８年１月以降順次、税務関係書類にマイ

ナンバーや法人番号を記載することになります。

記 載 対 象

平成２８年１月１日の属する年分以降
の申告書から

所得税

平成２８年１月１日以降に開始する事
業年度に係る申告書から

法人税

平成２８年１月１日以降の金銭等の支
払等に係る法定調書から

法定調書

平成２８年１月１日以降に提出すべき
申告書等から

申請書

届出書

～税務署から事業者の皆さんへ～

新たに『通知カード』『個人番号カード』

に関することや、その他マイナンバー制度

に関することなどをお答えするフリーダ

イヤルの電話窓口を開設しました。

緯０１２０（９５）０１７８（無料）

平日：９時３０分～２２時、土・日・祝：９時３０分～１７時３０分

※年末年始（１２月２９日～１月３日）は休み
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プレミアム商品券（鹿島で 買 う
こ

 得券 ）のご案内
とくけんお

知
ら
せ

　事前予約販売を行いましたが、申し込みが予定数の

２６,０００冊に達しませんでしたので、公開抽選は行

いませんでした。

　そこで、次のとおり残りの約４,３００冊を先着順で

販売します。（１人５冊まで）

と　　き　１２月６日（日）～８日（火）１０時～１７時

　　　　　※無くなり次第終了します

と　こ　ろ　市民会館

価　　格　１０,０００円（５００円×２４枚＝１２,０００円分）

使用期限　平成２８年１月３１日（日）まで

潤代理購入はできません

潤当日配布する申込用紙に必要事項を記入のうえ、身

　分証明書類原本（運転免許証、学生証、保険証など）

　を提示してください

潤９時３０分より整理券を配布します

 　鹿島商工会議所　緯０９５４（６３）３２３１詳しくは

　福祉事務所と社会福祉協議会では、来春、高校や大学などに進学される人で、学費の支払いが困難な人のために

無利子の修学資金貸付申込の受け付けをしています。どうぞご利用ください。ただし、日本学生支援機構など他の

修学資金貸付との重複利用はできません。

貸　付　内　容

補足説明　煙修学資金は、在学中毎月貸し付けられる資金で、就学支度資金は、入学時に１回だけ貸し付けられる

　　　　　　資金です。資格の欄で複数の要件がある場合は、すべての要件を満たす必要があります。

　　　　　煙貸付金の償還は、返済据置期間が設けられているものもありますので、詳しくはお問い合わせください。

　　　　　煙貸し付けには条件がありますので、希望する人の全員が、貸し付けを受けることができるとは限りません。

締切申込先・問合先資格償還期間貸付額（円）学校区分貸付の種類

１２月１７日（木）

福祉事務所

　緯（６３）２１１９

煙市内に１年以上在住
煙学業成績優良な人
煙中学校３年時の予約申込のみ

１０年　１２,０００高校
市奨学
資金

修
学
資
金

煙母子・父子家庭世帯

６年

　１８,０００～２３,０００以内高校（公立）

母子父子
寡婦福祉
資金

　３０,０００～３５,０００以内高校（私立）

　４５,０００～６０,０００以内短大

１２年　４５,０００～６４,０００以内大学

３～６年　１８,０００～６０,０００以内専門学校等

社会福祉協議会

　緯（６２）２４４７
煙低所得世帯１０年以内

　３５,０００以内高校
教育支援
費

　６０,０００以内高専・短大

　６５,０００以内大学

福祉事務所

　緯（６３）２１１９

煙母子・父子家庭世帯
煙前年度所得税住民税非課税者

５年

　３９,５００以内小学校

母子父子
寡婦福祉
資金

就
学
支
度
資
金

　４６,１００以内中学校

煙母子・父子家庭世帯

１６０,０００以内高校（公立）

４２０,０００以内高校（私立）

３７０,０００～５９０,０００以内大学・短大

１５０,０００～５９０,０００以内専門学校等

社会福祉協議会

　緯（６２）２４４７
煙低所得世帯１０年以内５００,０００以内

高校・高専

大学・短大
就学支度
費

ご利用ください「修学資金」
お
知
ら
せ
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申込書等の請求　下記のいずれかの方法で入手できます。

　①市役所３階総務課で交付します。

　②申込書類の郵送による請求は、封筒の表面には　

　　『採用試験申込書請求』と朱書きし、裏面には　

　　『請求された人の住所、氏名』を記入の上、必ず

　　１２０円（返信を速達で希望する場合は４００円）

　　切手を貼った宛先および郵便番号を明記した返信

　　用封筒　（角形２号：Ａ４サイズ用紙の入る大きさ）　

　　を同封して、右記の申込先へ請求してください。

　③鹿島市ホームページからダウンロードできます。

受付期間　１２月１日（火）～１２月１８日（金）

　　　　　８時３０分～１７時１５分（土・日曜を除く）

第一次試験

　と　き　平成２８年１月１０日（日）９時３０分集合

　ところ　市役所

 

　　〒８４９－１３１２

　　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　　鹿島市役所総務課職員係

　　緯０９５４（６３）２１１３

問合せ・提出先

鹿島市職員（保健師）を募集します
採
　
用

職　務　内　容採用予定受　験　資　格試験の程度試験区分

保健師、一般行政
の業務に従事

若干名

昭和６０年４月２日から平成６年４月１日まで
に生まれ、保健師資格取得者または平成２８年
３月末までに保健師資格取得見込みの人で、
採用後、鹿島市内に居住できる人

教養試験および専門試験
【大卒程度】

保健師Ａ

高額医療・高額介護合算療養費制度とは？

　医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の

負担を軽減するもので、同一世帯内に介護保険の受給

者がいる場合、一年間に支払った医療保険（同一医療

保険ごと）と介護保険の自己負担を合計し、所得に応

じた限度額を超えた分を支給するものです。

※国保と後期高齢者医療の自己負担は合算できません。

申請についての留意点など

　支給の対象となる被保険者の皆さんには、１月ごろ

にお知らせする予定です。お知らせが届いたら、保険

健康課の窓口に申請してください。

※次に該当する人には、申請の対象となる旨のお知ら

　せができない場合があります。

　平成２６年８月から平成２７年７月末までの間に

　毅転入または転出した人

　毅医療保険を変更した人

　毅医療保険を喪失した人（死亡や生活保護受給など）

 　

　平成２７年７月３１日時点で

　毅鹿島市国保または後期高齢者医療の人

　　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０

　毅それ以外の医療保険の人

　　それぞれの医療保険へお尋ねください。

詳しくは

高額医療・高額介護合算療養費制度のご案内
お
知
ら
せ

健康づくり教室参加者募集！　～ロコトレでロコモ予防～
　『立つ』『歩く』などの動きをコントロールする骨、

関節、筋肉などの運動器の動きが低下することをロコ

モティブシンドローム（運動器症候群）、略して『ロコ

モ』と言います。放っておくと日常生活に支障をきた

してしまうこともあります。参加無料です。

　これを機会に運動しませんか？

と　　き　平成２８年１月８日～３月２５日　毎週金曜日

　　　　　１３時３０分～１５時

と こ ろ　七浦海浜スポーツ公園体育館

対　　象　概ね４０歳以上

内　　容　ストレッチ・リズムダンスなど

※タオル、飲み物は各自用意し、動ける服装でお越しください

 　地域包括支援センター　緯０９５４（６３）２１６０申込・問合せ先
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水 道 管 の 凍 結 に ご 注 意 を ！
お
知
ら
せ

　寒さが厳しくなる冬季（１２月～２月）は、水道管が凍ったり破裂したりすることがあります。市販されている保

温材や厚手の布などを水道管へ巻き、直接冷気を受けないようにして、凍結予防をお願いします。

怯水道管が凍結し水が出ない場合には　

　凍ってしまった水道管にタオルや布を巻き、蛇口を

開けてゆっくりぬるま湯をかけてください。日中の気

温が高くなるときには、自然に溶けるのを待つことで

も解消できます。

※急に熱湯をかけると水道管がひび割れや破裂するこ

　とがありますのでご注意ください

怯水道管が破裂した場合には　

　一時的に元栓を閉めて、お近くの市指定工事事業者

へ修理を依頼してください。開閉栓の器具の貸し出し

は水道課で行っていますので、ご連絡ください。元栓

を閉めるまでの間は、タオルなどをかぶせて水が飛び

散らないようにしてください。

 　水道課　緯０９５４（６２）３７１８詳しくは

みんなで徹底しよう!『選挙の 三 ない運動』
さんお

知
ら
せ

　政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職

にある者）が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法

律で禁止されています。違反すると、処罰されます。ま

た、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

【禁止されている寄附の例】

噛お歳暮やお中元、お年賀

噛入学祝い、卒業祝い、病気見舞い

噛お祭りへの寄附や差し入れ

噛地域の運動会などへの飲食物の差し入れ

噛秘書などが代理で出席する場合の結婚祝い、葬式の香典

噛町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の

　差し入れ

※政治家は、選挙区内にある者に対し（答礼のための自

　筆によるものを除く）、年賀状や暑中見舞いなどのあい

　さつ状（電報も含む）やあいさつを目的とする有料広告

　は禁止されています。

 　市選挙管理委員会事務局

　　　　　緯０９５４（６３）３４１８

詳しくは

 -選挙の三ない運動-
 贈らない！
　 求めない！
　 　受け取らない！

市民交流プラザ『かたらい』からお知らせ
お
知
ら
せ

怯柚子湯であったまろう　

　１２月２２日は、冬至です。

柚子湯に入って、温まってみま

せんか？

　かたらいでは、冬至ウィーク

として５日間お風呂に柚子を

浮かべてお待ちしています。

と　　き　１２月２２日（火）～２６日（土）

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階浴室

入浴料金　通常どおり１００円／回

怯みにみに図書館開設　

　１１月１９日から市民図

書館の本を１００冊程度設

置しています。かたらいで

読んでもらうための本で月

１回入れ替わります。

　また、マンガコーナー（週刊・月刊雑誌など）も併設

していますので、ぜひくつろぎに来てください。

 　市民交流プラザかたらい管理室

　　　　　緯０９５４（６３）３０３０

詳しくは

情報掲示板ワイド
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このごみどの袋・人権の輪

No.１２４

たくさんごみが出たときは…

　年末と言えば、大掃除ですね。きれいな環境で心機一転新年を迎えましょう。

　ところで、大掃除などで大量のごみが出たときは、市のごみステーションでは回収しません。

　大掃除などで大量のごみが出たときは、次の運搬許可業者へご相談ください。

　（大掃除以外にも、引っ越し・遺品整理などで大量のごみが発生した場合も同じです）

　　※有料になります。ごみの指定袋に入れる必要はありません。

　ごみ出しマナー

　　潤ごみの種類ごとに１世帯２袋まで

　　潤分別をしっかり　　　　　　　　　　　よろしくお願いします。

【許可業者】

　馬場商会　緯０９５４（６２）１１３７

　野口商会　緯０９５４（６３）１２５８

恐

況

挟

狭

恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭

狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂

教
教
教
教
教

橋
橋
橋
橋
橋

～　一度に大量のごみが出せない理由　～

　潤他の人が通常出されるごみを置けなくなります

　潤歩行者や車両の通行の邪魔になります

　潤収集業務や通行に支障がでます

芦

斡

梓

扱
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 　環境下水道課環境係

　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　１９４８年（昭和２３年）１２月

１０日、国連は『世界人権宣言』

を採択し、その日を『人権デー』

と定めました。日本は昭和２４年

から毎年１２月１０日を最終日と

する１週間を『人権週間』とし、

世界人権宣言の目的と人権尊重の

重要性を広く国民に知ってもらう

ためにさまざまな啓発活動を行っ

ています。

　今年で６７回目となる『人権週

間』は、県内でも人権活動を推進

するための講演会や演奏会等が開

催される予定です。

　市でも毎年、人権週間にちなん

で『市内小中学校人権作文・標

語・ポスター募集』を行い、その

入賞作品展をエイブルで行ってい

ます。

　普段は考えずに過ごしているか

もしれない『人権』について、身

近に感じることができる機会にな

るのではないでしょうか。

　また、１２月には人権週間とと

もに市内の小中学校では『いじめ

防止強化週間』とし、いじめ防止

等に関する学習や活動を集中して

行うこととしています。

　さらに、エイズ防止と患者・感

染者に対する差別・偏見の解消を

目的に制定された『世界エイズ

デー』（１日）、障がいや障がいの

ある人々について知り、身近な問

題として考える機会となるように

『障害者週間』（３日～９日）を、

また拉致問題等の解決を願い『北

朝鮮人権侵害問題啓発週間』（１０

日～１６日）も予定されています。

　社会は人と人との結びつきで成

り立っており、人権は誰にでも平

等に認められているものです。

『自分の行いや言動で傷ついてい

る人がいるかもしれない』と自分

のしたことを振り返る気持ちや想

像力を誰もが持つならば、私たち

の周りにあるさまざまな差別の問

題も解決されていくのではないで

しょうか。人と人との結びつきを

大切にしていきたいものです。

人権週間（１２月４日～１０日）にちなんで
～　人と人との結びつきを大切に　～

噛ご意見等をお寄せください

人権・同和対策課　緯０９５４（６３）２１２６
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『ボートレースチケットショップ　鹿島』がオープン！

　北鹿島の森区に、ボートレース大村の

場外舟券売場として、『ボートレースチ

ケットショップ鹿島』が１１月１０日に

オープンし、テープカットなどの記念式

典が開催されました。

　この日は、オープンを記念して鳥栖市

出身で ミス イン ターナショナル

２０１２年グランプリを獲得した吉松育美さんのトークショーも開かれ、多くの

人で賑わいました。

森の名手・名人に認定

栢森の伝承・文化部門（面師・木彫刻師）

　毅中原　晋さん（雅号　中原惠峰）

　　中牟田在住

　毅小森惠吾さん（雅号　小森惠雲）

　　下古枝在住

　平成２７年度『森の名手・名人』に

２人が認定され、認定証の交付式が行

われました。

　『森の名手・名人』とは、森や山に関わる生業のうち、優れた技をもってその

業を極め、他の技術・技能者、生活者たちの模範となっている達人のことです。

レシピ監修　田中敏幸シェフ

～作 り方～

①蔵出し酒粕ソースと粒マスタードを混ぜ合わせる。

②鶏肉を１cm幅に切り、塩コショウをする。

③皮から焼いて、皮がカリカリに焼けたら、返す。

④全体に火が通ったら、白ワインを入れる。

⑤しめじを入れ、火が通ったら①のソースと絡める。

⑥仕上げにマヨネーズを入れて混ぜる

 　産業支援課産業戦略係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１１

詳しくは

栢詳しいレシピは市ホームページやかしまデリカテッセンのフェイスブック

　（https://www.facebook.com/kashimadelicatessen）に掲載しています

簡単　鶏もも肉のソテー

かしまデリカテッセン おいしいレシピ♪ No.２

　今月はクリスマスですね。デリカテッセンから一足早いクリスマスプレゼ

ントに、簡単レシピをお届けします。

　蔵出し酒粕ソースを使ったおいしいレシピ、ぜひ作ってみてください！

受 賞 者 紹 介

鹿島市老人クラブ連合会と城

内松陰会（城内老人クラブ）は、

会員増進に尽力したとして、

全国特別賞を受賞しました。

おめでとうございました。

市 長 訪 問

１１月２０日、七浦保育園の

園児１３人が勤労感謝の日に

ちなみ、市役所を訪れました。

園児たちは、「いつもお仕事あ

りがとうございます。」と、声

のそろった感謝の言葉ととも

に花束を市長に手渡しました。

寓寓中中原原　晋さ晋さんん 寓寓小小森森　惠吾さ惠吾さんん

材料

・蔵出し酒粕ソース

　（大豆・小麦・ごまを含む）

・粒マスタード

・鶏肉（もも肉）

・マヨネーズ

・しめじ

・塩コショウ

・白ワインまたは酒

５０ml

大さじ１

１枚

大さじ１

適量

適量

適量
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床　の　間
コーナー

えいぶる講座　募集中講座

に行ってみよう
潤エイブル倶楽部会員、入会要項
　市内外問わず、老若男女どなたでも
いつでも入会できます！
年　会　費　１,０００円
　　　　　（高校生以下５００円）
入会特典　「えいぶる事業」でチケット
　　　　　代金の割引、先行予約など
　　　　　が受けられます。
　　　　　（入会月から１年間有効）
 
　鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
　緯０９５４（６３）２１３８
　姉０９５４（６３）３４２４
　http://kashima-able.com/

詳しくは

定員になり次第締め切りますので、早めにお申し込みください。

受講料ところ開講期間講　師定員講　座　名

無料
（どなたでも）

干潟展望館

（道の駅鹿島）

１２月２３日（祝）

１１時３０分～１４時

速水　祐一さん
（佐賀大学低平地沿岸
海域研究センター）

１５人
有明海２０１５
『有明海の水産業を見てみよう
～海苔養殖・牡蠣礁見学～』

公

開

講

座

無料
（どなたでも）

エイブル３階

研修室Ａ

１２月２２日（火）

１０時～１１時３０分

シニア情報生活

アドバイザー佐賀
２０人サイバー犯罪被害防止講座

会　員１,５００円
一　般１,０００円
材料費１,５００円

エイブル２階

調理実習室

平成２８年１月２３日（土）

１０時～１２時
福田　雅子さん２０人

中国茶のアレンジティー講座
～新春のお茶を
　　　楽しみましょう～

会　員１,５００円
一　般１,０００円
材料費１,５００円

エイブル２階

調理実習室

平成２８年１月２８日（木）

１０時～１２時

平野　小百合さん
（ナチュラルフード
コーディネーター）

２０人ロースイーツ教室

エイブルからのお知らせなど

図書館からのお知らせ市　民
図書館

恭クリスマスイベント『人形劇団いちごじゃむがやってくる！』
　毎年恒例！『としょかんのクリスマス会』を開催します。
　手作りのかわいい人形たちに会いに来ませんか♪
と　　き　１２月２３日（祝）１４時～１５時
と　こ　ろ　エイブル１階いきいきルーム（保健センター内）
対　　象　幼児～小学校低学年（保護者同伴可）
参　加　費　無料（申し込み不要）
恭年末年始の開館について
休館期間　１２月２８日（月）～平成２８年１月４日（月）
年始の開館　平成２８年１月５日（火）９時３０分～１９時
※休館中に害虫駆除の作業を行いますので、返却ポストも閉鎖しま
　す。返却は１月５日の開館以降、カウンターにお持ちください。
 　市民図書館 ０９５４（６３）４３４３詳しくは

かしま再発見展
～古枝編～

　鹿島の６地区ごとにその歴史・文化・人

物などを紹介する『かしま再発見』展。１０

月から古枝地区の展示を行っています。

　１２月は鮒越天満宮の祇園社扁額や中尾

天満宮の狛犬など、初公開のものを多数含

む、古枝ゆかりの貴重な資料や作品を展示

します。ぜひご来場ください。

展　示　１２月２５日（金）まで

ギャラリートーク（２回目）を開催します！

　と　き　１２月２０日（日）１０時～１２時

　ところ　エイブル２階交流プラザ

　講　師　高橋研一（市民図書館学芸員）

　観て、聴いて、笑って、体験する、小学生のための落語入門

潤落語って何？

潤実際に落語を観てみよう！

潤落語の演じ方やしぐさにチャレンジ！

潤落語おもしろ発見！

と　　き　平成２８年１月３１日（日）

　　　　　１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　エイブル１階いきいきルーム

対　　象　小学校４年生～６年生

出　　演　佐賀大学落語研究会ＯＢ会

　　　　　『 笑菱会    』       
しょうりょうかい

参　加　費　無料

定　　員　８０人

　　　　　※定員になり次第、締め切ります

佐賀県文化体験・鑑賞教室開催事業

おもしろ落語笑学校
落語を観て！聴いて！体験する！

第８回
えいぶる事業
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“Let the cat out of the bag” 
今月のキーフレーズ

№１２０

　この表現は、「うっかりサプライズや秘密をもらしてしまう」

という意味で使われます。

　今年で１３回目を数える鹿島実業

高校独自の学校行事である『鹿実

フェア』です。食品調理科、商業科、

情報処理科の生徒たちによる日頃の

学習成果の発表の場です。

　食品調理科の『高校生レストラ

ン』では、生徒考案の松花堂弁当を

はじめ、生徒たち手作りの各種メ

ニューをご準備し、お客様をおもて

なしいたします。

　商業科、情報処理科の『販売実

習』では、生徒が『仕入』から『販

売』、『会計活動』までを体験・販売

いたします。その他にも、クラス模

擬店や各種の展示などをご準備し、

地域の皆様や中学生に本校の教育活

動の一端をお見せします。

　今年度は平成２７年１２月５日

（土）、本校にて開催いたします。

【当日スケジュール予定】

毅９時４５分～１０時２０分

　　　　　　　　　学習成果発表会

毅１０時２０分～１０時４５分

　本校卒業生山口光貴氏ミニコンサート

毅１０時２０分～１３時３０分　　販売実習

毅１１時００分～１３時３０分

　　高校生レストランクラス模擬店

毅１３時３０分終了となっております。

　皆様、お誘いあわせの上、ご来場

いただきますようよろしくお願いい

たします。

 

　佐賀県立鹿島実業高等学校

　　　　　　　　　　（担当　石井）

　〒８４９－１３１１

　鹿島市大字高津原５３９

　緯０９５４（６３）３１２６

問合せ先

第１３回　鹿実フェア

レーラ先生

（ダ　ン）　ステェファニー、君の秘密知ってるよ。ベッキーが

　　　　　ヒントをくれたときに、うっかりもらしたんだよ。

（ステェファニー）　えーっ！

（ダ　ン）　君は松本潤が好きなんだね涯

Dan:

Steffany:
Dan:

Steffany, I know your secret! When Becky 
gave me a hint, she let the cat out of the bag.
Oh no!
You love Matsumoto Jun, don't you!?

鹿島実業高等学校

No.２２３

学 校 だ よ り

四Russian　Words四
（ ロ シ ア の 言 葉 ）

 Spasibo   :ありがとう　　　　　　　
スパーシボー

 Na   zdorovie !  :かんぱい！
ナー ズドロービエー

 Pazhalooysta  :どういたしまして
パザルーシッター

こんなときこのひとこと、学校だより

寓高校生レストラン（松花堂弁当）

（ダ　ン）　ステェファニーは誰に恋してるのかな？

（ベッキー）　言えないわ、秘密なの！

（ダ　ン）　ヒントくれないかな？

（ベッキー）　う～ん、Ｊで始まる名前よ。

（ダ　ン）　おー、誰かわかったよ！うっかりもらし

　　　　　たね。

Dan:
Becky:
Dan:
Becky:
Dan:

Alright, who does Steffany have a crush on?
I can't tell you, it's a secret!
Can you give me a hint?
Well, his name starts with a J…
Oh, I know who it is! Looks like the cat out 
of the bag.
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　今年、農耕用自動車を無免許運転

し、警察から指導を受けたケースが

市内で複数回発生しています。農地

以外で大型の農耕車を運転する際は、

大型特殊免許が必要となります。

　免許の取得は、県農業大学校で講

習を受ける方法があり、受講申請は

市役所で随時、受け付けています。

申請窓口　市役所２階農林水産課農政係

 　農林水産課農政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

　　　

 

恭お正月のしめ飾りはいかがですか。

　しめ縄用としてシルバーで育てた

水稲の青さの残る稲わらで作ります。

　１本１,０００円から販売の予定です。

恭お正月前、各種作業の注文をお受

けします。

　「家事（掃除など）」「襖、障子の張

り替え」「年賀はがき書き」など、お

正月の準備承ります。その他いろい

ろな作業についてご相談ください。

恭会員を募集しています。

対　　象　６０歳以上または来年３月

　　　　　までに６０歳になる人

説　明　会　１２月１７日（木）９時３０分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

恭畑や家庭菜園などに有機チップの

堆肥はいかがですか。

恭ストーブ用の「まき」もあります。

恭刃物研ぎいたします。

と　　き　１２月１７日（木）８時３０分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

 　鹿島市シルバー人材センター

　　　　　緯０９５４（６３）０９７０

おお知知ららせせ
農耕用大型特殊免許の
取得について

詳しくは

お正月の準備、承ります
シルバー人材センター

詳しくは

 

　人権週間を機に、互いが今一度、

人権について考え、人がお互いに人

を大切にする『思いやりある明るい

社会』を築きましょう。

　市では、次の６人の人権擁護委員

が相談を受け付けますので、人権全

般で困ったことがあったら人権・同

和対策課までご連絡ください。

　　　宮津彰子さん　　（土井丸）

　　　廣瀬正紹さん　　（中浅浦）

　　　小野原トシミさん（上古枝）

　　　福田節子さん　　（湯ノ峰）

　　　関　正和さん　　（納富分）

　　　山田次郎さん　　（西塩屋）

　また、市内小中学校『人権作文・

標語・ポスター』の優秀作品をエイ

ブル１階エントランスロビーに展示

します。

 　人権・同和対策課

　　　　　緯０９５４（６３）２１２６

１２月４日～１０日は
『人権週間』です

詳しくは

 

 

 

恭家屋を取り壊したとき

　所有していた家屋

の全部または一部を

取り壊したときは、

届け出てください。

届け出をされなかっ

た場合、翌年度以降

もそのまま課税され

ることがありますので、確実な届け

出をお願いします。

恭登記していない家屋(未登記家屋)

　の所有者が変わったとき

　登記していない家屋（未登記家屋）

を売買または贈与したときや所有者

が亡くなって相続したときは、届け

出てください。

※家屋を新築・増築・改築したとき

　もご連絡ください

 　税務課課税係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１８

家屋の取り壊し・未登記家屋の
所有者変更は届け出をお願いします

詳しくは

　平成２７年１０月分市長交際費の支出状況を公表します。

 　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

支出の相手方、行事名支出金額支出日・件数区　分
酒・缶詰・ようかん（県観光説明会ＰＲ用）４１,５５０円１０月８日その他
供花１件１６,２００円１０月１３日

弔　慰
供花１件１６,２００円１０月２７日
五ノ宮神社獅子舞３,０００円１０月１５日祝　儀
全国健康福祉祭（ねんりんピック）出場選手３人９,０００円１０月１５日餞　別
４月からの累計　２７６,０５２円　８５,９５０円合　計

平成２７年１０月　市長交際費支出状況

２日（水）　　　　　　　開会、会議録署名議員の指名、会期の決定、

　　　　　　　　　　　議案の一括上程（市長提案理由説明）

３日（木）～７日（月）　　休会

８日（火）　　　　　　　委員長報告、議案審議、質疑、討論、採決

９日（水）　　　　　　　議案審議、質疑、討論、採決

１０日（木）　　　　　　　休会

１１日（金）　　　　　　　常任委員会

１２日（土）～１４日（月）　　休会

１５日（火）～１７日（木）　　一般質問

１８日（金）　　　　　　　調整日（一般質問）

１９日（土）～２０日（日）　　休会

２１日（月）　　　　　　　委員長報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

開　　議　１０時

 　議会事務局　緯０９５４（６３）２１０４詳しくは

市議会１２月定例会会期日程（案）
～あなたも傍聴してみませんか～

※一般質問の数などにより議事日程
　を変更する場合があります。
※一般質問などの内容は鹿島市ＨＰ
　の『鹿島市議会』に掲載します。
※ケーブルテレビでは１１チャンネル
　で議会中継を放送します。

情報掲示板　愚　お知らせ
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　１２月１５日（火）から２４日（木）

まで、冬の交通安全県民運動が実施

されます。

　１２月は忘年会などで飲酒の機会

が多くなる時期です。飲酒運転は自

分だけでなく家庭の崩壊につながり

ます。絶対にやめましょう。

「飲酒運転四（し）ない運動の推進」

　胸運転するなら酒を飲まない

　胸酒を飲んだら運転しない

　胸運転する人に酒をすすめない

　胸酒を飲んだ人に運転をさせない

 　総務課防災係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１３

 

　身体障害者手帳の交付対象となら

ない１８歳以下の軽度・中度難聴児の

補聴器購入費用の一部を助成します。

対　象　児　１８歳以下で、保護者が市

　　　　　内に住所を有する人

助　成　額　購入費用の３分の２

栢購入費用には基準額があります。

　交付要件・申請方法など詳しくは

　お問い合わせください。

 　福祉事務所障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

冬の交通安全県民運動
～守ろう交通ルール　高めよう交通マナー～

詳しくは

軽度・中度難聴児の
補聴器購入費を助成します

詳しくは

 

　　　

 

　市連合青年団と田澤記念館では、

今年もサンタクロース（の格好をし

たスタッフ）が、お預かりしたプレ

ゼントをあなたの家にお届けする

『サンタの幸せ宅配便』を行います。

応募方法　１２月１１日（金）１９時３０分～２１時

　　　　　田澤記念館１階で受け付け

※申込用紙はＨＰよりダウンロードできます

　http://kashimashirengouseinendan.sitemix.jp/

配達要件　市内限定

定　　員　５０件程度

※プレゼントのお預かりは後日行います

費　　用　５００円／１件

配達時間　１２月２３日（祝）１８時３０分～

栢サンタクロースになってプレゼン

　トを配達するボランティアスタッ

　フも募集しています。

 　市連合青年団　竹下

　　　　　緯０８０（５２７４）４２９９

 

対　　象　求職者

募集科名　電気制御技術科

　　　　　（デュアルシステム訓練）

定　　員　１５人

申込期間　１２月２１日（月）～

　　　　　平成２８年２月２日（火）

受　講　料　無料（別途テキスト代等）

試　験　日　平成２８年２月９日（火）

訓練期間　６カ月（実習１カ月含む）

申　込　先　ハローワーク鹿島

 　ポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

募募 集集
お届けします

サンタの幸せ宅急便

詳しくは

平成２８年３月生
職業訓練受講生募集

詳しくは

 

　鹿島商工会議所、佐賀県農業協同

組合、佐賀県有明海漁業協同組合で

は、平成２８年の新年を迎え、鹿島

市の発展を祈念する『新年賀詞交換

会』を開催します。

　どなたでも参加できます。皆さん

お誘いあわせの上ご参加ください。

と　　き　平成２８年１月４日（月）

　　　　　１２時～１３時３０分

と　こ　ろ　割烹清川（西牟田）

申込期限　１２月１０日（木）

参　加　費　４,０００円／１人

申　　込　申込用紙（鹿島商工会議所

　　　　　と商工会議所のホームペー

　　　　　ジ）に必要事項を記入し、参

　　　　　加費を添えて鹿島商工会議

　　　　　所へお申し込みください。

※参加者名簿を作成し、参加申込をいた

　だいた皆さんにのみお渡しします

　（申し込みのない人には提供できません）

 　鹿島商工会議所

　　　　　緯０９５４（６３）３２３１

 

　スポーツライフ・鹿島では、１年

間の家族の健康と安全を祈願して、の

んびり歩く新春ウォーキングを開催し

ます。家族そろってご参加ください。

と　　き　平成２８年１月１０日（日）　

　　　　　※少雨決行

集合場所　蟻尾山公園　市民球場前

　　　　　８時２０分集合

コ　ー　ス　蟻尾山公園閣松蔭神社閣

　　　　　琴路神社閣幸姫酒造閣

　　　　　祐徳稲荷神社閣蟻尾山公園

　　　　　※約１２ｋｍ（約３時間）

参　加　費　１人３００円（保険料を含む）

　　　　　（スポーツライフ・鹿島会員は２００円）

　　　　　※当日受付でお支払いください。

そ　の　他　終了後にビンゴゲームや

　　　　　お汁粉のサービスあり。

申込方法　平成２８年１月８日（金）

　　　　　１７時までに電話でお申し

　　　　　込みください。

 

　　スポーツライフ・鹿島事務局

　　（市体育協会内）

　　緯０９５４（６２）３３７９

平成２８年
新年賀詞交換会

詳しくは

新春！三社参りウォーキング
参加者募集

申込・問合せ先

※（　）内は前年比

怯交通事故多発路線・・・・国道２０７号、国道４９８号、県道鹿島嬉野線

　交通事故防止のため、上記路線のほか、通学路などで交通指導取締りを重

点的に実施します。

 　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１詳しくは

平成２７年９月末　交通事故発生状況

物 損 事 故 数傷 者 数死 者 数人 身 事 故 数
（－０２４）１３,３４１件（－２０５）８,４８５人（－１３）３４人（－１９２）６,２９３件佐 賀 県 内
（＋０２３）７５５件（－０３４）３９０人（－０３）４人（－０１３）３０４件鹿島警察署管内
（－００１）３８０件（－０１７）２０１人（－０１）２人（－０１９）１５２件鹿 島 市 内

潤市税集合徴収分
潤介護保険料
潤後期高齢者医療保険料の

第７期の口座振替日は

１　２月２　８日（月）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

情報掲示板　愚　お知らせ・募集
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と　　き　１２月１１日（金）１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

対　　象　介護をしている人、

　　　　　介護に関心のある人など

内　　容　紅茶のいろんな楽しみ方

講　　師　福田雅子さん

参　加　費　無料

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

 

　首都圏で学ぶ佐賀県ゆかりの男子

大学生（平成２８年度新入生に限る）

を対象に入舎学生を募集します。

場　　所　東京都小金井市前原町

学舎環境　全室個室、冷暖房完備など

募集人員　１３人程度（収容定員４８人）

資　　格　出身高等学校長から推薦

　　　　　を受けた者　など

申込受付　１月１５日（金）～２月５日（金）

　　　　　（出身高校を通して提出）

選考方法　面接などにより総合的に判定

寮費等（月額）　

　　寮費４０,０００円、食費２１,０００円

 　佐賀育英会松濤学舎

　　　　　緯０４２（３８１）３６７６

　　　　　http://www.shoutou.com/

 

 

　鹿島市身体障害者福祉協会と共同

でパソコン教室を開催します。

と　　き　平成２８年１月１９・２０日（火・水）

　　　　　１０時～１５時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

内　　容　ワード基礎

対　　象　障害手帳をお持ちの人

費　　用　５００円（テキスト代）

申込方法　事前に申し込みください

 

　県障害者ＩＣＴサポートセンター

　ゆめくれよん＋

　緯０９５２（３６）６９７７

　姉０９５２（３６）６９７８

　糸info@ykureyon.com

 快互 のつどい
かいご

詳しくは

佐賀育英会・松濤学舎
入舎生募集

詳しくは

講講習習会会・・教教室室
ゆめくれよん＋

障がい者パソコン教室

申込・問合せ先

 

　放送大学では、平成２８年度第１学期

（４月入学）の学生を募集しています。

　放送大学はテレビなどの放送やイ

ンターネットを利用して授業を行う

通信制の大学です。心理学・福祉・経

済・歴史・文学・自然科学など、幅広

い分野を学んでいます。

出願期限　平成２８年３月２０日（祝）

※資料を無料で差し上げています

 　放送大学佐賀学習センター

　　　　　緯０９５２（２２）３３０８

　　　　　http://www.ouj.ac.jp/

 

　国家資格『保育士』の受験対策講

座を平成２８年１月から開講します。

　なお、保育士国家試験の申込手続

は、別に必要です。

と　　き　次の各日曜日

 

※講義内容によって終了時間が異なる場合があります

※講義科目と日程は、一部変更になる場合があります

と　こ　ろ　佐賀県社会福祉士会館

　　　　　（佐賀市八戸溝１丁目１５番３号）

受　講　料　１７,０００円（テキスト代別）

定　　員　８０人程度（先着順）

申込締切　平成２８年１月７日（木）

 　佐賀県社会福祉士会

　　　　　緯０９５２（３６）５８３３

 

　『売れる商品のつくり方』をテーマ

に小規模事業者等を対象としたセミ

ナーを開催します。（入場無料）

と　　き　１２月３日（木）１９時～２１時

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

 　鹿島商工会議所

　　　　　緯０９５４（６３）３２３１

放送大学
４月生募集のお知らせ

詳しくは

保育士受験対策講座

１３時３０分～１６時３０分９時３０分～１２時３０分

保育原理子どもの保健１月１０日

子どもの食と栄養社会福祉１月２４日

社会的養護・教育原理保育の心理学２月７日

保育実習理論児童家庭福祉２月２１日

詳しくは

経営者セミナーを
開催します

詳しくは

 

 

　大空高く古枝を眺めて！『バルーン

係留飛行体験』や職人技に感動！

『チェーンソーアート実演』も今年は

開催されます。ぜひお越しください。

と　　き　１２月６日（日）

　　　　　８時～１５時３０分

と　こ　ろ　古枝公民館、林業体育館、

　　　　　祐徳グラウンド

内　　容毅若草保育園和太鼓

　　　　毅親子木工教室

　　　　毅ふれあい駅伝大会

　　　　毅足つぼマッサージ体験

　　　　毅ハンドメイドコーナー

　　　　毅かし丸くんとじゃんけん大会

　　　　毅直売、振る舞いコーナー

　　　　毅お買い上げ抽選会　など

 　古枝公民館

　　　　　緯０９５４（６２）２７４９

 

　生徒たちの日ごろの学習成果発表

会や各種イベントを開催します。ぜ

ひ、お越しください。

と　　き　１２月５日（土）

と　こ　ろ　鹿島実業高等学校

内　　容

潤学習成果発表　９時４５分～１０時２０分

潤山口光貴さんコンサート

　　　　　　　　１０時２０分～１０時４５分

潤販売実習　　　１０時２０分～１３時３０分

潤高校生レストラン

　　　　　　　　１１時～１３時３０分

潤模擬店　　　　１１時～１３時３０分

 　鹿島実業高等学校

　　　　　緯０９５４（６３）３１２６

 

と　　き　１２月４日（金）１８時～２１時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

　　　　　３階大会議室

対　　象　どなたでも

入　場　料　無料（お茶・お菓子付き）

 　百寿ダンスクラブ

　　　　　緯０９０（８７６２）１４８０

イイベベンントト

古枝ふれあいまつり

詳しくは

鹿実フェアの開催

詳しくは

社交ダンス交流会

詳しくは

情報掲示板　愚　募集・講習会・教室・イベント

水道の開始・中止には事前に

　水道課窓口での手続きが必要です

問合先　水道課　緯（６２）３７１８
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　『さわやかクラブ武雄』と合同で、

交流・親睦を目的としたボウリング

大会を開催します。

と　　き　平成２８年１月１６日（土）

　　　　　現地集合　９時３０分

　　　　　競　　技　１０時～１２時

と　こ　ろ　メリーランドタケオボウル

内　　容　２ゲーム（個人戦）

対　　象　どなたでも参加できます

参　加　料　１,０００円

　　　　　（プレイ料、貸靴、保険料含む）

申込締切　１月１１日（祝）

 

　鹿島市体育協会事務局

　緯０９５４（６２）３３７９

 

狂６５歳　盛年の集い　エイブルホール

　６日（日）１３時３０分～１６時３０分　

狂鹿島市特産品まつり　

　６日（日）～８日（火）　［１３ページ参照］

狂お火たき　　　　　祐徳稲荷神社

　８日（火）２０時ごろ点火　

狂室井滋＆長谷川義史しげちゃん一座　絵本ライブ

　１３日（日）１４時～　　エイブルホール

狂就活講座　ハローワーク鹿島

　１６日（水）１３時１５分～１４時３０分　要予約

　ジョブカフェSAGA緯０９５２（２７）１８７０

狂市内小中学校第２学期終業式　

　２４日（木）　

狂肥前浜宿まちなみ活用委員会　

　２４日（木）１９時３０分～　継場（八宿）

『スポーツライフ・鹿島』
ボウリング交流大会

申込・問合せ先

その他のイベント

狂市消防団年末警戒　市内一円

　２８日（月）～３０日（水）　２０時～翌５時

 

 

　判断能力が不十分な人を、法律面

や生活面で支援する電話相談を行っ

ています。

と　　き　毎週火曜日

　　　　　１８時～１９時３０分

相　談　例　潤ひとり暮らしの不安

　　　　　潤遺言、相続

　　　　　潤知的障がい児

　　　　　潤年金　潤多重債務　など

《専用電話ダイヤル》

　　緯０９５２（２９）０６３５

 

　成年後見センター・リーガルサポート佐賀支部

　緯０９５２（２９）０６２６

 

狂無料法律相談（市民優先）

　１０日（木）市民会館１階

　受付１３時～１４時（先着１０人）１３時３０分開始

　２４日（木）市民会館１階

　受付９時３０分～１０時３０分（先着６人）１０時開始

狂人権相談

　市民交流プラザかたらい３階会議室

　２日（水）１０時～１５時

狂厚生年金・国民年金相談　

　市民会館１階サロン

　１・１５日（火）１０時～１２時、１３時～１５時

　要予約　市民課緯（６３）２１１７

相相 談談
司法書士による相続・遺言と
成年後見に関する無料電話相談

詳しくは

その他の相談

狂成人健康相談　保健センター

　２日（水）９時３０分～１０時３０分

狂消費生活相談　市民会館１階サロン

　毎週月・金曜日　※４日は受付１１時まで

　９時３０分～１２時、１３時～１６時

狂こころの健康相談（臨床心理士対応）

　９日（水）９時３０分～１２時

　市民会館２階第５会議室

　要予約　福祉事務所緯（６３）２１１９

狂発達障害児（者）専門相談　

市役所５階第７会議室

　２２日（火）１０時～１６時　要予約

　NPO法人それいゆ緯０９０（６２９６）７５５０

狂ことばの相談　福祉事務所相談室

　１７日（木）１３時３０分～１６時

　要予約　福祉事務所緯（６３）２１１９

狂土地・建物に関する無料相談所　

市民会館１階サロン

　２２日（火）１３時３０分～１６時３０分

狂住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　１２日（土）１０時～１２時

狂ファイナンシャルプランナーによ

　る納税相談（１０人程度）　税務課

　１６日（水）９時～１６時（時間外可）

　要予約　税務課緯（６３）２１１８

狂行政・人権・心配ごと相談　

　市民交流プラザかたらい３階

　９日（水）・２４日（木）

　１０時～１２時、１３時～１５時

　社会福祉協議会緯（６２）２４４７

狂生活お困りごと相談（予約優先）　

　市民交流プラザかたらい３階

　月曜日～金曜日９時～１７時

　生活自立支援センター（社会福祉協議会内）

緯（６２）２４４７

情報掲示板　愚　イベント・相談

～生きがい・健康・仲間づくり～

私たちこんな活動しています概

　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせ

るように、一人一人が自らの運動づくりや生

きがいづくりを図る『自助』、地域全体で介護

予防に取り組む『互助』の活動など現在市内

ではさまざまなサークルがあります。

　このコーナーではそのような地域の活動を

紹介します。

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは

　指導は佐賀県屈指のヨガイ

ンストラクター馬場潮美先生。

楽しい運動の合間に身体につ

いての詳しい説明もしていた

だきながらの納得の１時間は、

瞬く間に過ぎてしまいます。

　おかげさまで痛いとこ知ら

ずの毎日です。皆さまもご一

緒に楽しい運動いかがですか。

ご参加お待ちしています。

介護予防運動教室（運動サークル）

と　　き　毎週火曜日１０時～１１時

と　こ　ろ　エイブル２階和室

参　加　費　５００円／回

 　代表　山口清美

　　　　　緯０９５４（６３）２４２３

詳しくは

ＮＯ．１
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　市では次のようにインフルエンザ予防接種の費用助成を行います。希望する人は直接医療機関へお申し込みください。

対　象　者　中学３年生までの子どもで希望する人

期　　間　１０月１日～１２月３１日

接種回数　１３歳未満：２回、　１３歳以上：１回

助　成　額　１,０００円／回

自己負担金　接種費用から助成額（１,０００円）を引いた金額

持　参　品　母子健康手帳・健康保険証（住所の確認用）

接種場所　市内の実施医療機関と谷口医院（嬉野市）

栢期間内に上記接種場所以外で接種を受けた人にも、助

　成額を払い戻します

　①領収書②印鑑③通帳④接種済証または母子健康手

　帳を持参のうえ、平成２８年３月３１日までに保健セン

　ターへ申請してください

　インフルエンザは感染力が強いため、日ごろから一人ひとりが

感染予防に努めましょう。

　潤こまめな手洗いを心がけましょう。

　潤咳エチケットを実行しましょう。

　潤発熱・咳・くしゃみなどの症状がある場合はマスクを着用しましょう。

　潤十分な栄養と休養を心がけましょう。

　潤室内の換気をこまめにしましょう。

　潤流行時にはできるだけ人混みや外出は控えましょう。

 　鹿島市保健センター

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　県内のインフルエンザ予防接種実施医療機関で受け

ることができます。希望する人は、接種を希望する日

の１週間前までに直接医療機関へお申し込みください。

対　象　者　①６５歳以上で希望する人

　　　　　②６０～６４歳で心臓・腎臓・呼吸器などに

　　　　　　重い障がいのある人

期　　間　１０月１日～１２月３１日

　　　　　※医療機関によって異なる場合があります

接種回数　１回

自己負担金　１,３００円（医療機関の窓口でお支払ください）

　　　　　※生活保護世帯の人は無料

持　参　品　毅健康保険証（住所確認用）

　　　　　毅健康手帳またはおくすりノート（済証貼付用）

高齢者高齢者のの
インフインフルルエンザ予防接エンザ予防接種種

～C型肝炎治療は、飲み薬の時代へ

　　　肝臓がんの新たな脅威『脂肪肝』～

　肝がん死亡率が１６年連続で全国ワースト１の佐

賀県。肝がん予防や新しい飲み薬によるC型肝炎ウ

イルス治療、肝がんの原因となる脂肪肝などについ

て、専門家が分かりやすくご紹介します。

　肝炎コーディネーターによる肝炎相談コーナーも

用意しています。

と　き　平成２８年１月９日（土）

　　　　１４時～１６時３０分　※開場　１３時～

ところ　エイブルホール

入場料　無料

内　容　

潤講演　演題：『ゴールがみえた！C型肝炎治療』

　　　　講師：橋元　悟　肝臓専門医

　　　　　　　（国立病院機構長崎医療センター）　ほか

潤肝炎相談コーナー　１３時～１４時、１６時３０～１７時

 　鹿島藤津地区医師会

　　　　　緯０９５４（６３）３９６９

詳しくは

肝臓病市民公開講肝臓病市民公開講座座

中学３年生までのインフ中学３年生までのインフルルエンザ予防接種エンザ予防接種

インフルエンザの感染予防に努めましょインフルエンザの感染予防に努めましょうう
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対　象　区月　日

伏原・下浅浦・中村・森・土井丸・井手・
大宮田尾・母ケ浦・西葉・矢答

１２月１日
（火）

高津原
１２月１１日
（金）

日曜日検診希望者は、保健センターに申し込み
が必要です

１２月１３日
（日）

対　象　区月　日

野畠・北舟津・本町・三部・新籠・常広・音成
１２月１８日
（金）

夜間：受付時間１８時～１９時
夜間検診希望者は申し込みが必要です

１２月１８日
（金）

　国の方針で２年に１回の検診となります。

受　付　保健センター（エイブル１階）　９時～１０時

対象者　子宮頸がん検診：２０歳以上で昨年度未受診の女性

　　　　乳　が　ん検診：４０歳以上で昨年度未受診の女性

料　金　子宮頸がん検診：７００円

　　　　乳　が　ん検診：４０歳代１,５００円、５０歳以上１,０００円

その他　潤乳がん検診は毎回先着５５人で締め切ります。

　　　　潤５～６月に実施したがん検診申込書などで

　　　　　申し込んだ人には受診票を郵送しています。

　　　　潤区ごとに受診日を定めていますが、都合が　

　　　　　悪いときは別の日に受診できます。（連絡不要）

　　　　潤新たに希望する人はご連絡ください。

 　保健センター緯０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

子宮頸がん・乳がん検診を実施していま子宮頸がん・乳がん検診を実施していますす

　ご自身のため、ご家族のためにも、年に１回はが

ん検診を受けましょう。

　受診を希望する人はご予約ください。

と　き　１２月４日（金）

受　付　１８時～１９時

ところ　保健センター

対　象　４０歳以上

内　容　便の潜血検査　※受診当日に容器を配布

負担金　６００円

　　　　※市民税非課税世帯・生活保護世帯・

　　　　　後期高齢者医療制度被保険者は無料

 　保健センター

　　　　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

大腸がん検診を実施しま大腸がん検診を実施しますす

　県内の医療機関での個別接種です。直接医療機関へ

申し込みください。

対　象　者

　①今年度中に６５・７０・７５・８０・８５・９０・９５・１００歳になる人

　栢誕生日を迎える前でも予防接種できます

　②６０～６４歳で、心臓・腎臓・呼吸器などに重い障がいのある人

注　意　点

　１．定期接種の対象となるのは１人１回のみです

　２．平成３１年度以降の対象者は６５歳と上の『対象者②』の人です

注意事項　過去に２３価肺炎球菌ワクチンの接種を　

　　　　　受けたことがある人は対象外です

接種期限　平成２８年３月３１日

自己負担　２,５００円（医療機関窓口でお支払いください）

※生活保護世帯の人は無料

高齢者の肺炎球菌感染症予防接高齢者の肺炎球菌感染症予防接種種

対 象 生 年 月 日年齢

昭和２５年４月２日生～昭和２６年４月１日生６５歳

昭和２０年４月２日生～昭和２１年４月１日生７０歳

昭和１５年４月２日生～昭和１６年４月１日生７５歳

昭和１０年４月２日生～昭和１１年４月１日生８０歳

昭和５年４月２日生～昭和６年４月１日生８５歳

大正１４年４月２日生～大正１５年４月１日生９０歳

大正９年４月２日生～大正１０年４月１日生９５歳

大正４年４月２日生～大正５年４月１日生１００歳
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１２月の子育て
怯乳幼児の健康診査　エイブル１階保健センターで実施（受付時間１３時１０分～１３時３０分）

３歳６ヵ月健診
対　象　平成２４年５月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票、尿、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、尿・目・耳の検査
　　　　歯科・耳鼻科・小児科医の診察

１０日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２６年５月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、歯科診察、
　　　　　　　　小児科医の診察、　フッ化物塗布（希望者のみ）

２４日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２７年８月生まれ
持参品　母子健康手帳、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、
　　　　　　　　小児科医の診察 

１６日（水）

乳幼児の健康診査や予防接種などの問合せ先

保健センター予防係　緯０９５４（６３）３３７３

場所・問合せ先　エイブル１階　保健センター　緯（６３）３３７３
子育てメルマガ配信中！kosodate@city.saga-kashima.lg.jpへ空メール送信で登録

　診療時間　９時～１７時

　診療場所　鹿島市休日こどもクリニック（高津原）　緯０９５４（６３）１８３８

怯休日昼間の小児救急医療（日曜日・祝日および１月１日～３日）

怯予防接種

怯子育て支援
興母子手帳交付
と　き　２・９・１６日（水）
　　　　受付１０時～１０時３０分
内　容　手帳交付・説明会
対　象　市内在住の妊婦
※都合の悪い人はお電話ください

興赤ちゃん相談
と　き　９日（水）
　　　　受付１３時３０分～１４時３０分
内　容　身体計測・健康相談
対　象　赤ちゃんと保護者

興離乳食教室（前期）
と　き　８日（火）
　　　　受付１０時～１０時３０分
内　容　離乳食指導・試食等
対　象　５・６カ月児の保護者

興２カ月児相談
と　き　１７日（木）
　　　　受付１３時３０分～１３時５０分
内　容　体重測定・個別相談
対　象　平成２７年１０月生まれ

興離乳食教室（後期）
と　き　２２日（火）
　　　　受付１０時～１０時３０分
内　容　離乳食指導等
対　象　８～１０カ月児の保護者

興２回目フッ化物塗布
と　き　２４日（木）１３時４５分～１４時
内　容　歯科診察・フッ化物塗布
対　象　平成２５年１２月生まれ（希望者のみ）
※必ず歯磨きをして来てください

対象年齢　１５歳以下

診療時間　１９時～２１時

診療場所

①月・木・金・土・日および１月１日～３日

　南部地区小児時間外診療センター

　（武雄地区休日急患センター）

　武雄市武雄町大字昭和３００

　緯０９５４（２２）５５９９

②水曜日　※１月１日～３日を除く

　鹿島時間外こどもクリニック

　（高津原・鹿島市休日こどもクリニック内）

　緯０９５４（６３）１８３８

怯夜間の小児救急医療

③火曜日の小児救急在宅医

※変更になる場合がありますので、受診の際は事前に杵藤地区消防本部救

　急医療情報案内または在宅医へ電話で確認してください。

　杵藤地区消防本部救急医療情報案内緯０９５４（２２）４２０７

所在地在宅当番医日
鹿島市　若殿分田中医院　　　　　緯０９５４（６３）４０８０１日（火）
嬉野市　嬉野町田中医院　　　　　緯０９５４（４３）２１１１８日（火）
鹿島市　古枝中村医院　　　　　緯０９５４（６３）９２３４１５日（火）
嬉野市　嬉野町太田医院　　　　　緯０９５４（４３）１１４８２２日（火）
鹿島市　中牟田織田病院　　　　　緯０９５４（６３）３２７５２９日（火）

建おくすりノートを持っていきましょう

　平成２５年３月３１日までに、市の助成により子宮頸がん
予防ワクチン（ヒトパピローマウイルスワクチン）、ヒブワク
チン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した人のう
ち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した人は、
接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給さ
れる場合があります。
　お心当たりのある人は、具体的な請求方法などについて右
の相談窓口まで至急お問い合わせください。

【今月の特集】

【相談窓口】　独立行政法人医薬品医療機器総合機構
　　　　　　救済制度相談窓口

緯０１２０（１４９）９３１（フリーダイヤル）
※ご利用になれない場合はこちらへ

緯０３（３５０６）９４１１（有料）

受付時間　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）

　　　　　９時～１７時

医薬品副作用被害救済制度の請求
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５・１２・１９・２６日（土）、
６・１３・２０・２７日（日）、２３日（祝）、
２９日（火）～１月３日（日）

市役所
保健センター

２７日（日）、
２９日（火）～１月３日（日）

市民交流プラザ
（かたらい）

１・８・１５・２２日（火）、
２３日（祝）、２７日（日）、
２９日（火）～１月３日（日）

子育て支援センター
（わ・わ・わ　ぽっと）

７・１４・２１日（月）、２４日（木）、
２８日（月）～１月４日（月）

市民図書館

７・１４・２１日（月）、２４日（木）、
２８日（月）～１月４日（月）

生涯学習センター
（エイブル）

１・８・１５・２２日（火）、
２８日（月）～１月３日（日）

陸上競技場・市民球場・
社会体育館

７・１４・２１日（月）、２４日（木）、
２８日（月）～１月４日（月）

産業活性化施設
（海道しるべ）

※市民球場は、芝の養生のため１２/１～２/２９まで休場。
※蟻尾山グラウンド・ゴルフ場は、年末年始および芝の養
　生のため１２/２７～２/２９まで休場。
※各地区公民館など詳しくは１３ページへ。

在宅当番医・当番薬局
受付時間　９時～１７時
※受診の際は事前に在宅当番医へ電話で確認してください。

建おくすりノートを持っていきましょう
夜　　間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内
　　　　　緯０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は２８ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日
溝上薬局西牟田店別府整形外科　緯（６３）３０６３６日（日）
アルナ薬局浜町店薬師寺医院　緯（６３）５２８１１３日（日）
北鹿島薬局中村医院　緯（６３）９２３４２０日（日）
祐信堂薬局田中医院　緯（６３）４０８０２３日（祝）
溝上薬局北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６２７日（日）
アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８１日（祝）

郭広報かしまはパソコン、スマホからも

　見ることができます

URL　http://www.city.saga-kashima.lg.jp

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階

開館時間　火曜日、祝日、年末年始を除く１０時～１７時

 　緯０９５４（６３）０８７４

　　　　　https://www.facebook.com/wawawapot

詳しくは

四 子 育 て サ ー ク ル 四

※両サークルとも予約が必要です
　１２月１４日（月）までにお申し込みください

子育て支援センタ子育て支援センターー

怯子育てなんでも相談

　気軽にご相談ください。

受　付　１０時～１７時

　　　　（休館日を除く）

ところ　子育て支援センター

対　象　子育て中の人

怯子育てひろば　わ・わ・わ　ぽっと

と　き　１０時～１７時（休館日を除く）

ところ　子育て支援センター

対　象　就学前児と保護者

※兄弟児が小学生の場合は、利用で
　きます

平成２７年１０月３１日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿島市

世帯１１＋人１－世帯１０,７６２人３０,５２２

世帯１４＋人３４＋世帯　５,３５０人１４,１２５鹿　島

世帯３－人１１－世帯　１,１５３人  ３,６４８能古見

世帯４＋人７＋世帯　１,０４７人  ３,２０３古　枝

世帯１－人３－世帯　１,０５５人  ３,０２５浜

世帯３－人６－世帯　１,２０９人  ３,５５７北鹿島

世帯０人２２－世帯　　　９４８人  ２,９６４七　浦

人１０－人１４,３９７男

人９＋人１６,１２５女

のびのびサークル　『みんなで楽しいクリスマス会♪』
　対　象１歳７ヵ月児～就学前児と保護者

２１日（月）市民交流プラザかたらい３階キッチンスタジオ
　　　　１０時～１２時　※材料費　１００円／個

よちよちサークル　『クリスマス会を楽しもう四』
　対　象５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

２４日（木）市民交流プラザかたらい３階キッチンスタジオ
　　　　１０時～１２時　※材料費　１００円／個

大隈設備　　　　　　緯（６２）１３０２
マツモト　　　　　　緯（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　緯（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
池田設備左官工務店　緯（６２）１７３２
中村設備　　　　　　緯（６３）４８４６
峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
佐賀庭苑　　　　　　緯（６２）８８１６
植松建設　　　　　　緯（６２）３５２６
家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１

　５日（土）
　６日（日）
１２日（土）
１３日（日）
１９日（土）
２０日（日）
２３日（祝）
２６日（土）
２７日（日）
２９日（火）
３０日（水）
３１日（木）
　１日（祝）
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２月号１月号
１２月２８日１１月３０日

※『催し・案内』、『相談』は２５ページに、『休日の救急医療』、『公共施設の休館日』、『休日の水道工事と修理』は
　２９ページに移転しました

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話まちの話題題

　９月１７日から全４回で、産業活性化施設『９月１７日から全４回で、産業活性化施設『海海

道しるべ』で加工教室を開催しました道しるべ』で加工教室を開催しました。。

第１回の衛生講座では、家庭での食品衛生の　第１回の衛生講座では、家庭での食品衛生の大大

切さを学び、第２回からは鹿島の産物を利用し切さを学び、第２回からは鹿島の産物を利用したた

加工品づくりを行いまし加工品づくりを行いましたた。。２０人の参加者の２０人の参加者の

皆さんは、調理を楽しみながら鹿島産物を使った皆さんは、調理を楽しみながら鹿島産物を使った、、

お菓子、饅頭、だご汁などの料理作りを学びまお菓子、饅頭、だご汁などの料理作りを学びましし

たた。。

また、１１月３日には、一般社団法人日本　また、１１月３日には、一般社団法人日本フフ

ルーツアートデザイナー協会代表髙梨由美さルーツアートデザイナー協会代表髙梨由美さんん

ほか協会員５人が鹿島を訪れ、ぺティーナイフほか協会員５人が鹿島を訪れ、ぺティーナイフをを

使ったフルーツアートの体験をしました使ったフルーツアートの体験をしました。。

海道 海  道 しるべ加工教しるべ加工教室室
み ち

藤津建設業協会若手　藤津建設業協会若手会会の皆さんは、『砂場クリの皆さんは、『砂場クリーー

ン作戦』として、県内各地で園内の砂場の入れ替ン作戦』として、県内各地で園内の砂場の入れ替ええ

と抗菌化活動に取り組まれています。今年で６年と抗菌化活動に取り組まれています。今年で６年目目

となるこの活動は、子どもたちの健やかな成長のとなるこの活動は、子どもたちの健やかな成長の一一

助になればと、取り組まれています助になればと、取り組まれています。。

１０月３１日は市内明朗幼稚園を訪れ、砂を入　１０月３１日は市内明朗幼稚園を訪れ、砂を入れれ

替えた後、園児たちと一緒に抗菌化の作業を行い替えた後、園児たちと一緒に抗菌化の作業を行い交交

流を深められました流を深められました。。

ありがとうございました　ありがとうございました。。

園児と一緒に砂場をきれいに園児と一緒に砂場をきれいに！！

１０月３１日から１１月２日にかけて、市の交流団が友好結縁を結んで　１０月３１日から１１月２日にかけて、市の交流団が友好結縁を結んでいい

る大韓民国の全羅南道高興郡と官学国際交流協定を結んでいる釜山外国語る大韓民国の全羅南道高興郡と官学国際交流協定を結んでいる釜山外国語大大

学校を訪問しました学校を訪問しました。。

高興郡とは、ガタリンピックでの交流や北鹿島小学校　高興郡とは、ガタリンピックでの交流や北鹿島小学校とと大西 大西 初等學校の相初等學校の相
テソ

互訪問による交流などを通じ、釜山外国語大学校とはガタリンピックでの互訪問による交流などを通じ、釜山外国語大学校とはガタリンピックでの交交

流やインターンシップ事業、通訳での協力などを通じて交流を深めています流やインターンシップ事業、通訳での協力などを通じて交流を深めています。。

今回は高興郡で開催された記念事業に参加するとともに、釜山外国語大　今回は高興郡で開催された記念事業に参加するとともに、釜山外国語大学学

校のキャンパスを訪問し、今後も友好関係を深め両地域がともに発展して校のキャンパスを訪問し、今後も友好関係を深め両地域がともに発展していい

くような交流を続けていくことを確認しましたくような交流を続けていくことを確認しました。。

大韓民大韓民国国全羅南道 全羅南道 
チョルラナムド

高興 高興 郡、釜山外国語大学校を表敬訪郡、釜山外国語大学校を表敬訪問問
コフン

寓寓高興郡庁での歓迎高興郡庁での歓迎式式


