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新年明けましておめでとうございます新年明けましておめでとうございます。。

昨年は、皆さんにとってどのような年でしたか昨年は、皆さんにとってどのような年でしたか。。

平成２８年が皆さんにとって健やかで穏やかな年でありま平成２８年が皆さんにとって健やかで穏やかな年でありますす

ように・・ように・・・・

写真は昨年９月に祐徳稲荷神社で行われた伝承芸能フェ写真は昨年９月に祐徳稲荷神社で行われた伝承芸能フェスス

ティバルで披露された悠久の舞ですティバルで披露された悠久の舞です。。

写写真真
平平成成２２８８年 元年　元旦旦
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新年のごあいさ　新年のごあいさつつ
　

ハートのあるまち　鹿島市

　新年明けましておめでとうございます。健やかな新年をお迎えのこととお慶び申し上げま

す。昨年は、いくつかのことが成果として表れてきたように思います。

　一つは、「道の駅鹿島」が九州では３つしかない「重点道の駅」に選定をされ、さらに政府

観光局からは佐賀県で６箇所の「外国人観光案内所」として認定をされました。

　平成６年、佐賀県第１号として有明海沿いに誕生して、２０年の節目の年が過ぎ、新たな

一歩を踏み出し始めた「道の駅鹿島」。主要施設の「干潟展望館」、「千菜市」は、登録以前か

ら営業をしており、その間、昭和６０年には有明海の干潟を活用した一大イベント「鹿島ガ

タリンピック」の開催、平成４年からは体験型観光企画として「干潟体験」を始め、最近で

は多くの来訪者で賑わっております。

　当初から、ぶれずにこだわってきたのは「地元の産品しか販売しない」ことです。販売量

には限りがありますが、豊かな有明海のユニークな海産物が購入できるとあって、訪れる方

からも支持を集めています。

　もう一つは、鹿島市民が身近に感じ、幾久しく親しみを持っておりました「鹿島市の干潟」。

この干潟が「肥前鹿島干潟」としてラムサール条約湿地に登録をされました。これからは国

内をはじめ世界的にも注目をされることになります。

　記念講演やミニフォーラムなど湿地の働きや重要性について理解する機会づくりの継続、

湿地の生態系を維持し、そこから得られる恵みを持続的に活用できるように発展させ、多く

の方々と一緒になって、「肥前鹿島干潟」を賢く活用していく方策を構築していかなければな

らないと思っております。

　さて、鹿島市には、「ハート」がたくさんあります。鹿島市の地形図をよく見ますと、「心

臓」の形をしていますし、参拝者が年間３００万人訪れる祐徳稲荷神社の社殿に目を向けま

すと「猪目（いのめ）」があり、これが「ハート」の形をしています。この文様は奈良時代、

古墳時代の鍔（つば）部分にもみられ、日本の歴史の中で最も古い文様だと言われています。

　最近ではタイ映画「タイムライン」の舞台として公開をされました。以来、タイから多く

の観光客がこの鹿島の地へ足を運んでいただいております。

　実はもう一つ、鹿島市には「ハート」の形があります。皆さんがよく知っていて潮が引い

た干潟で楽しそうに歩いている「むつごろう」。このむつごろうの目がハートの形をしていま

す。ぜひ、よく観察して下さい。

　今年も、皆様の「心のふるさと」となれるよう新たな気持ちで市政運営に全力で邁進する

つもりです。皆さまのご協力をお願い申し上げます。

　本年が皆さまにとりまして、健康で幸多き年になりますように祈念し、年頭のご挨拶とさ

せていただきます。

鹿島市長　　口　久俊
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「みんなが住みやすく、暮らしやすいまち」を目指して

　新年明けましておめでとうございます。

　希望に満ちた平成２８年の新春を迎え、鹿島市議会を代表して心よりお慶びを申し上げま

す。

　昨年、鹿島市では、北鹿島新籠干潟のラムサール条約湿地登録や道の駅「鹿島」が重点道

の駅に選定されるという慶事がありました。本当におめでとうございました。そして、４月

には市議会議員選挙が行われ、新たな議員が加わり新しい市議会としての始まりの年であり

ました。私たち議員にとりましても記憶に残る年でありました。

　さて、現在、日本全体が少子高齢化の進行により人口減少時代になっている状況があり、

これに歯止めをかけるべく「地方創生」という大きな動きがあります。本市議会といたしま

してもこのことを受け「地方創生対策特別委員会」と「まちづくり推進構想対策特別委員

会」を設置し、本市の地方創生のありようを検討しております。その地方創生対策特別委員

会が実施しました少子化対策アンケートに、子育て世代の皆様を中心に多くの皆様にご協力

をいただきましたことに心よりお礼を申し上げます。皆様のお考えやお気持ちを市政に反映

させるべく議会活動に活用してまいります。

　また、昨年１２月議会では、第六次鹿島市総合計画を可決いたしました。この計画は、平

成２８年度から今後５年間の本市のまちづくりの基本的な方向性を明らかにする大事な計画

であります。目指す都市像は、「みんなが住みやすく、暮らしやすいまち」であります。こ

の計画は市報やホームページで広報されますので、ぜひお読みいただき、議会にも皆様の声

をお聞かせください。私たちの鹿島市が、「みんなが住みやすく、暮らしやすいまち」にな

るよう誠心誠意を持って議会活動に取り組んでまいりますので、よろしくお願いいたします。

　市民の皆様にとりまして、本年が素晴らしい年になりますよう心から

お祈り申し上げます。

鹿島市議会議長　松尾　勝利
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市役所や学校などで働いてみませんか市役所や学校などで働いてみませんか？？
平成　２　８　年度市嘱託職員等を募集します

市役所や学校などで働いてみませんか市役所や学校などで働いてみませんか？？

応募方法　市のホームページからダウンロードした専用履歴書または各提出先に備え付けの専用履歴書に必要事項

　　　　　を記入して、提出してください。（郵送可、消印有効となります。）

　　　　　郵送先　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３－１　鹿島市役所○○課○○係　宛

そ　の　他　詳しくは採用試験実施要領または募集要領をご覧ください。（市のホームページにも掲載します。）

恭募集期間　１月４日（月）～１月２０日（水）　（土・日曜日および祝日を除く）・・・募集区分①

恭試験日時　２月１３日（土）市民会館３階大会議室

恭採用試験実施要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先

　総務課職員係（市役所３階）　緯０９５４（６３）２１１３
応　募
資　格

勤務時間・形態勤務内容雇用期間
募　集
人　員

募集区分

８時３０分～１７時１５分
（休憩あり）

月～金曜日（祝日を除く）

パソコン等を使った一
般事務、市民窓口業務

平成２８年４月１日

　～平成２８年９月３０日

※勤務成績良好と認めら

れる場合は、平成２９年３

月３１日まで更新します。

若干名

①
鹿島市役所
臨時的任用職員
［一般事務］

【選考方法】　・①②③は作文および面接試験（②のみ国語・数学の学科試験も行います。）

　　　　　　・上記以外は面接による選考を行います。

恭募集期間　１月４日（月）～１月２０日（水）　（土・日曜日および祝日を除く）・・・募集区分②③④⑤⑥

恭試験日時　１次試験　２月７日（日）９時集合（エイブル３階研修室）・・・・・・・・・・募集区分②③

恭採用試験実施要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先

　教育総務課管理係（市役所２階）　緯０９５４（６３）２１０３

・自動車の普通免許
　所有者

・その他採用試験実
　施要領に定める要
　件を満たしている
　者

１日６時間程度
（週３０時間程度）

学校図書館事務など
平成２８年４月１日
　～平成２９年３月３１日
※次年度以降、継続して
雇用する場合があります。

２人
程度

②
学校図書館
事務補助

嘱

託

職

員 学校用務員業務など
４人
程度

③
学校用務員

１日７時間程度
（週３５時間程度）

市内小中学校で、軽度
発達障がいなどの児童
生徒の学校生活や学習
活動の支援を行う業務
など

平成２８年４月１日
　～平成２９年３月３１日
※春・夏・冬休みは勤務
がありません。

若干名
④
特別支援教育
支援員日

日

雇

用

職

員

１日４時間程度
（週２０時間程度）

不登校などの問題を抱
える児童生徒への対応、
学校における児童生徒
の生活を教師と協同で
支援する業務など

若干名
⑤
学校生活支援員

１日７時間４５分
（週３８時間４５分）

市内小中学校で、児童生
徒や教職員からの電子黒
板、パソコンなどの情報
機器に関する相談を受け、
支援する業務など

１人
⑥
ＩＣＴ支援員
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応募方法　エイブルホームページからダウンロードした専

　　　　　用履歴書または事務局に備え付けの専用履歴書

　　　　　に必要事項を記入して、提出してください

募集期限　１月２０日（水）※郵送必着

選考方法　作文・面接試験

※詳しくは『エイブルの木１月号』、エイブルホームページをご覧ください

 

　〒８４３－１３１２　鹿島市大字納富分２７００－１

　鹿島市民立生涯学習・文化振興財団　事務局

　緯０９５４（６３）２１３８

応募・問合せ先

応　募　資　格勤務時間主な業務雇　用　期　間募集人員

・パソコンが実務レベル
　でできる人
・普通自動車運転免許を
　有する人　など

土・日曜日・祝日を含む交代勤務
８時３０分～１７時３０分／１３時～２２時
（月２０日程度、週４０時間程度）

各種事業の企画・運営、
広報、窓口接客業務、施
設維持管理業務など

平成２８年４月１日

　～平成３１年３月３１日
※人事評価による更新あり

正規職員

１人

同　　上

※ただし、８時３０分～１７時３０分

各種事業の企画・運営
の補助、窓口接客業務、
施設維持管理業務など

准職員

１人

恭鹿島市民立生涯学習・文化振興財団　事務局職員募集

その他の採用情報

恭募集期間　１月４日（月）～１月２９日（金）　（土・日曜日および祝日を除く）・・・募集区分⑦⑧⑨⑩

恭試験日時　２月１０日（水）、１２日（金）市役所・・・・・・・・・・・募集区分⑦⑧

　　　　　　２月１０日（水）市民交流プラザかたらい・・・・募集区分⑨⑩

恭募集要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先

　福祉事務所（市役所１階）　緯０９５４（６３）２１１９
※⑦⑧の提出先はハローワークです、⑨⑩は市民交流プラザ４階でも受け付けます

応　募
資　格

勤務時間・形態勤務内容雇用期間
募　集
人　員

募集区分

月～金曜日の放課後
（１４時～１８時１０分または１９時）、
長期休業中の４～８時間
程度、土曜日（月１回程度）

市内全校区の小学校各
クラブにおける学童保
育

平成２８年４月１日
　～平成２９年３月３１日

３０　人
程　度

⑦放課後児童
　クラブ支援員

上記日程で支援員
が休みのとき

市内全校区の小学校各
クラブにおける学童保
育

平成２８年４月１日
　～平成２９年３月３１日

若干名
⑧放課後児童
　クラブ
　補充支援員

月・水～日曜日（祝日を除く）
週３日、１日７時間程度
（９～１８時のうち）

子育てひろば、育児
サークルの運営補助

平成２８年４月１日
　～平成２９年３月３１日

若干名
⑨子育て支援
　　　センター
　補助指導員

保育士、看護師、
養護教諭のいずれ
かの資格を持つ人

毅月～金曜日の日勤
毅週３日程度の日勤
※ともに９時～１６時

すこやか教室での療育
訓練や保育等

若干名
⑩すこやか教室
　指導員

恭募集期間　１月４日（月）～２月１２日（金）・・・募集区分⑪

恭試験日時　２月１９日（金）市役所

恭募集要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先

　〒８４９－１３１１　鹿島市大字高津原４３２６－１

　市民交流プラザかたらい管理室　緯０９５４（６３）３０３０

土・日曜日・祝日や夜間
を含むローテーション
勤務
８時３０分～２２時

かたらいの受付事務、
施設管理、一般・経理事
務など

平成２８年４月１日
　～平成２９年３月３１日
※次年度以降、継続して
雇用する場合があります。

若干名
⑪かたらい
　管理室
　日日雇用職員
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　“私は将来どんなことをやりたい

んだろう”

　中学生になると、私の周りには、

将来就きたい職業や自分がやりたい

ことがはっきりしている友達がたく

さんいる、と感じるようになりまし

た。でも私は、自分が将来やりたい

ことなんて、あまり考えてもいませ

んでした。

　でも、やりたいことがはっきりし

ている友達は、それらの自分の目標

に向かって、それを実現させるため

に頑張っているように見えました。

それなのに、私には目的もなく、た

だぼーっとして日々を過ごしている

ようで、心のどこかにいつも不安が

ありました。けれど今の私は、はっ

きり言えます。

「私は小説家になりたいです。」

　小説家といっても、自分が書きた

い話を書き終わって満足するだけの

ものではありません。ただ話を書く

だけのことならば、時間さえあれば

誰にでもできることだと思います。

私は、読んでいる人に、息をのむよ

うな緊張感、躍動感を伝えたいと思

います。魅力ある愛されるキャラク

ターを作り出し、そのキャラクター

を通して、読んでいる人に喜怒哀楽

を共有することができる、そんな物

語を書ける小説家になりたいです。

　二年前、私は初めて、自分で物語

を書きました。それは夏休みの国語

の宿題で、課題作文のテーマの中に

「小説」の分野があったのがきっか

けでした。はじめは、難しそうなそ

れぞれの課題作文のテーマに沿って

自分の考えを書くより、原稿用紙二

十枚という条件があるとしても、自

分が自由に考え出した小説を書いた

方が楽しそうだ、という軽い気持ち

でした。けれど、小学生のときはた

くさん本を読んでいましたが、中学

生になってめっきり本を読まなく

なっていたので、実際に小説が書け

るかどうか不安でした。でも、自分

が書きたいものを考え出し、想像を

広げていくのは楽しい作業でした。

　それでも、国語の先生に私が書い

た小説を提出するのは勇気がいりま

した。でも先生に、「小説、おもしろ

かったよ。」と言ってもらい、自分が

書いたものを読んでもらって感想を

言ってもらう、という嬉しさを私は

知りました。

　そして、私の書いた小説が秀作に

選ばれたのです。私はとても驚きま

した。今まで小説など書いたことが

なかった私が選ばれたからです。そ

れから私は「小説家」というものに

興味を持つようになり、小学生のと

きには読まなかったジャンルの本も

読むようになりました。たくさんの

本を読むにつれ、小説家になりたい

という思いも強まりました。

　ですが、私は文章力にあまり自信

がありません。今年の夏休みにも小

説を書きましたが、今年は何度も話

を考え直し、書き直しました。自分

が考え出した世界や、主人公のその

時々の様子や気持ちを言葉で表現す

るのはとても難しいことです。また、

小説家になりたいと思って、自分が

書きたいものを書いても、小説家と

して成功するのは、ほんの一部の人

間です。必ず成功するとは限りませ

ん。でも、私は小説家として、たく

さんの人に私の物語を読んでもらい

たいです。

　そんな小説家になるために、まず、

これまで以上にたくさんの本を読む

ことが重要だと考えます。それらの

本を読んで表現力を高めていきたい

です。次に勉強です。たくさんのこ

とを学び、それらを小説に生かして

いきたいです。それから、何よりも

「経験」だと思います。今まで経験

したことのないことに挑戦し、様々

なことに関心を持ち、体験し、その

感動をたくさんの人々に感じてもら

えるような物語を書きたいです。

　小説家は、他の職業と違い、人の

心を豊かにする職業です。私はそう

思います。私の本を読み終えた人が、

「読んで好かった。」と思う、そう

思ってもらえる小説家を目指し、こ

れからも勉強やいろいろなことに挑

戦することを頑張っていきます。

心を豊かにする小説
家をめざして
西部中学校　３年

髙田　采音

　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
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　みなさんは犯罪をなくすためにど

のようなことをすべきか、考えたこ

とがあるだろうか。この現代社会に

おいて犯罪と呼ばれるものは私たち

の身近にも多数あり、様々なことに

気を配らなければならない。身近な

ところでいけば振り込め詐欺や空き

巣などが挙げられるし、毎日の

ニュースでは殺人や放火、窃盗など、

あまり楽しくない犯罪も耳にする。

僕自身もこの社会から無縁ではいら

れない。そして、この現代社会にお

いて様々な犯罪を静かに見ているの

が防犯カメラの存在である。コンビ

ニエンスストアはもちろん、様々な

施設や、一般の民家まで多くの場所

でこのカメラの存在を見る。新しく

なった東部中学校にももちろん設置

されている。しかし、このカメラが

あっても犯罪がなくなることはない。

むしろカメラの目をかいくぐり、昼

の人目があるであろう時にも犯罪は

行われるのだ。このようなカメラが

あっても犯罪には何の抑止力にも

なっていないのであろうか。罪を犯

す人々はなぜそのようなことをして

しまうのだろうか。

　私は九月の終わりに学校で一人の

女性の話を聞いた。その女性は宮元

さんという方で、八年前に武雄で

あった、ご主人を暴力団関係者と間

違われて殺された人だ。何の罪もな

い良いお父さんであった人が、なぜ

間違われて殺されなければならない

のか。私は疑問が膨らんだ。その問

いには宮元さんがすぐに答えてくれ

た。「なぜ。」そのことを今でも多く

の人に聞かれるのだそうだ。親族も

友人も、そうでない人も。暴力団同

士の抗争の中で流れ弾でも当たった

のかと思っていた宮元さんだが、そ

の予想は大きく外れ、ご主人一人だ

けを狙ったものであったのだ。ご主

人の前には確かに暴力団の関係者が

入院していたこと、部屋を変わった

ことを知らなかったこと、いくつも

の不運が重なったのだ。宮元さんが

見たご主人は、亡くなった時笑顔で

あったそうだ。家族に心配かけまい

と、最後の力を振り絞って笑顔で亡

くなったのではないか。そう宮元さ

んは思ったそうだ。そうであるなら、

なんと大きな家族愛であろうか。そ

して、そのように思える宮元さんも

また、なんという大きな心の持ち主

なのであろうか。この話を私たちに

語っている間、宮元さんの目から涙

が止まることはなかった。思い出す

のも辛かったのだろうし、そこまで

して私達に何を伝えたかったのか。

そのメッセージの重さに私は大きな

衝撃を受けた。

　私はこの話を聞いて命の重みと尊

さを感じた。宮元さんのご主人は、

病室で、学校からの課題であった、

子供への手紙を書いていらっしゃっ

た。そこには怖くて厳しい父でいい、

でもとても大切な息子だ、という内

容が書かれていた。まるで自分の死

を予感していたように。暴力団とい

う、力で人を抑え込む人の力によっ

て、何の罪もない良い家庭の父親の

命が奪われる。そんな理不尽なこと

に、私は怒りを抑えることができな

い。もっとキャッチボールをしたり、

話しをしたり、旅行に行ったりした

かったはずなのだ。宮元さんのご主

人がなくなることは、周囲の人の心

を殺すことと同じなのだと私は思う。

一人を殺した罪ではなく、周囲を苦

しませる罪も犯人は負わなくてはな

らない。

　私は実際に目の前で、殺人や強盗

などの犯罪に会ったことはなく、新

聞やニュースで見るだけではあるが、

このような悲しみを背負う人をこれ

以上増やしてはいけないと思う。一

人ひとりが自分の命、そして周囲の

命を尊いものとして大切にしなけれ

ばならない。罪を犯し、罪を償って

終わりなのではなく、そのことに

よって何年たとうとも苦しみ、涙を

流す人がいることを知ってほしい。

どんな悪いことをしたとしても、こ

のような苦しみを負うべきではない。

まずは自分の命を大切にすることか

ら私は始めたい。そして、思いやり

と優しさでもって、周囲の人の命も

大切にしたい。宮元さんの思いを受

け継いでいきたいと思う。

「犯罪を減らすため、
命の尊さを知る」

東部中学校　２年

田代　晃太

　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。

　今回は中学生の発表と俳句の作品（優秀賞）を掲載します。（小学生の発表とかべ新聞は、１２月号に掲載しました）

 　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
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作品募集期間　　平成２７年９月１０日～１０月５日

投句数（実行委員会に寄せられた俳句）

　　　　　　　総　数　３,０５３句

　煙小学生　　１年生　　,２００句

　　　　　　　２年生　　,１６３句

　　　　　　　３年生　　,４２２句

　　　　　　　４年生　　,４１５句

　　　　　　　５年生　　,３４９句

　　　　　　　６年生　　,４８４句

　煙中学生　　１年生　　,３７９句

　　　　　　　２年生　　,３６１句

　　　　　　　３年生　　,２８０句

大三角　冬の夜空を　かがやかす
　　　　　　　　七浦小６年　中島　望結

なしうまい　しゃりしゃりざくざく
おいしいな　　北鹿島小１年　田口　凜士

ひとつぶが　あまくてすっぱい　ぶどうだよ
　　　　　　　　古枝小２年　三原　慧汰

さくらをね　とおりぬけると　ぶけやしき
　　　　　　　　鹿島小３年　迎　真希志

日焼けした　はだをくらべて　新学期
　　　　　　　北鹿島小４年　江島　由菜

有明海　夕日に光る　四つ手網
　　　　　　　北鹿島小５年　峰下　しずく

俳 句 （優秀作品俳　句　（優秀作品））

　誰かが言いました。

「吹奏楽とは吹いて、奏でて、楽し

むものよ。自分が楽しまなければそ

れは、吹奏楽ではない。」と。

　また、誰かが言いました。

「音楽をつくるうえで、一番大切な

ことは“心をひとつ”にすることよ。」

と。

　私は、この四月、西部中学校の吹

奏楽部に入部して、トランペットを

吹いています。そして、今、音楽を

伝えるということの難しさを日々感

じています。

　入部した当初は、とにかく「慣れ

る」ということに精一杯でした。そ

して、練習前の腹筋運動がきつくて

たまりませんでした。だけど、毎日

続けることによって、それにも慣れ

てきました。「継続は力なり」とは、

正にこのことだと感じています。

　七月、私たちは吹奏楽を始めて、

わずか四か月で佐賀県吹奏楽コン

クール（Ｂパート）に出場しました。

初めてのコンクールを見に来てくれ

た父が同じようなことを言っていま

した。

「やっぱり、毎日練習するとここま

で違うんだな。」

「こんなに吹けるとは思わなかった

よ。」と。

　そして、私にとって何よりも嬉し

かった一言が、「涙が溢れそうに

なったぞ。」

この一言でした。

　私はこの時はじめて、人に音楽を

届ける喜びを知りました。

　人に音楽を届けて感動を与えるこ

とは、予想以上に難しいことです。

雑音を立てるのは、簡単です。でも、

美しい音を出すためには、それだけ

気持ちを込めなければなりません。

豊かな表現力が必要なのです。また、

「音だけでなく、表情、そして体で

音楽を表現すること。」これが意外と

難しいのです。どうすれば、聴いて

くれている人々に曲のイメージを表

現できるか、日々、切磋琢磨してい

ます。

　私が、音楽を奏で、伝える身に

なって学んだことがたくさんありま

す。

　それは、音楽に関することだけで

はありません。人として知っておく

べき礼儀もその一つです。

　そして、共に一つの音楽を創って

いく仲間の大切さと仲間と自分を信

じることの大切さ。

楽器を大切にする心も忘れてはいけ

ません。

　どんなに苦しくても、どんなにき

つくても、コンクールの時ステージ

の上から見たお客さんの笑顔、そし

て、会場中に響き渡った大きな拍手

は今も私の心に甦ります。あの時の

感動は私の心の一生の宝物です。そ

れがあるからこそ毎日頑張れるので

す。また、新しい音楽を届けたい、

笑顔を届けたい。

　今の私の目標は、たくさんの人に

私達の音楽を届けることです。そし

て、少しでも多くの人に、音楽から

わき上がる感動を味わってもらうこ

とと笑顔になってもらうことです。

　そのために、もっと、もっと楽器

を大事に扱い、好きになります。毎

日たくさん吹いて練習します。音楽

についてもっと学びます。そして音

楽を今以上にもっと好きになりたい

です。音楽をもっと楽しみたいです。

　そのことが自分にとってもお客さ

んにとっても、力になると思うので

す。

　よりよい音楽を届けるために。た

くさんの人に、感動を届けるために。

たくさんの人に、音楽の楽しさを伝

えるために。私はこれからも、音楽

を心から楽しんで、トランペットを

吹き続けます。

「音楽を届ける」

西部中学校　１年

下村　凜夏

「ぼくの夢私の夢を発表」の続き

優秀作品を紹介します。
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　皆さんは事件や事故の加害者、被

害者、そしてその家族のことについ

てどの様に思っていますか？もしか

するとそのようなことはあまり考え

たことがないのではないでしょうか。

私もその一人です。世の中には様々

な事故や犯罪が起こっています。毎

日ニュースを見ながら「かわいそう」

だとか、「なんてひどいのだろう。」

という感想をもってはいても、それ

以上のことに考えをめぐらせること

はありませんでした。私にとって加

害者、特に事件の加害者はすべて

「悪」です。殺人などは考えるだけ

でも恐ろしく、その様なことをした

人はすべて自分自身の死をもって償

うべきだと思っています。人の命を

奪った罪は自分の命でしか償えない。

私はそう信じていました。被害者の

身になって考えても、このような不

幸な目にあい、加害者に対する怒り

や憎しみなどの感情はそうすること

でしか癒せないのではないでしょう

か。私にとって事件や事故などとい

うものが、どこまでも他人事であっ

たからこその、底の浅い考えでした。

私がこの様なことを考えるように

なったのは、先日学校で行われた

「命の講演会」を聞いたからです。

　私はこの講演会で人と人との繋が

りについて深く考えさせられました。

私は重い病気にかかったこともなけ

れば、大きなけがをしたこともなく、

周りにも入院するような人がいない

ため、生きていることが当たり前だ

と思っていました。この講演会でお

話し下さった宮元さんは、ご主人を、

怪我をして入院していた病院で、暴

力団と間違われて殺されてしまいま

す。当たり前の毎日が、もう少しで

退院して、家族のもとに帰れるとい

う時に簡単に、見も知らぬ他人に奪

われてしまいます。私は犯人が許せ

ませんでした。この犯人も同じよう

になればいい。犯人が死んでも宮元

さんのご主人は戻らない。宮元さん

以上に苦しんで欲しい。そんな過激

なことを考えていたのです。しかし、

宮元さんはそうは思っていらっしゃ

いませんでした。なぜこんなことに

なったのか、事実を知りたい。死ん

で終わりではなく、しっかりと償っ

てほしい、と。今では憎しみもなく、

あの時がご主人の寿命だったと思う、

とまで言われたその言葉を聞いた時、

私は大きな衝撃を受けました。

　今現在も、どこかで犯罪に巻き込

まれたり、事故にあったりしている

人がいるはずです。この事件の犯人

はどうして人違いに気づかなかった

のか。裁判で違う人だと言っている

のに、なぜ人違いを認めようとしな

いのか。この犯人も、命令されてど

うしようもなかったのなら、犯人も

気の毒です。人の命の大切さを知ら

ないということは、人の温かさを知

らないということだと思うからです。

誰かに愛されたこと、誰かに優しく

されたことがなかったのでしょうか。

　家族や友人、人と人とのつながり

が強ければ強いほど、相手の大切さ

がわかり、互いを思いやることがで

きるはずです。このことこそ幸せな

ことだと気づきました。思い出した

くもないような辛く、苦しい経験を

私たちに話してくださった宮元さん

に報いるためにも、私はこれから命

の大切さ、そして人と人とのつなが

りが持つ大きな力を信じて生きてい

きたいと思います。

　私はこの講演を聞いて、加害者に

対する思いが変わりました。人を傷

つけ苦しめた人であっても、どこか

にはその人を大切に思っている人が

いるかもしれません。そして、もし

かすると今後生きて罪を償う間に人

と人のつながりの大切さを知って、

心から自分のしたことを反省してく

れるかもしれません。人を殺したか

ら死罪というのではなく、別の形で

償ってほしいと思います。できれば

人の繋がりの大切さを知るようなそ

んな形で。被害者の方も、加害者へ

の怒りをもち続けながらも、ぜひ前

を向いて生きていってほしいです。

そんな人を心から支えられるそんな

人になりたいと思います。

　私の眼を開かせてくれた宮元さん

に、心から感謝します。

「人と人との繋がり」

東部中学校　２年

森田　里穂子

勇壮に　手を振り足あげ　面浮立
　　　　　　　　東部中１年　倉﨑　椋太郎

夕立ちや　勢いつけて　宿題も
　　　　　　　　西部中２年　吉村　優衣菜

汗水を　流して吹いた　トランペット
　　　　　　　　西部中３年　髙森　美穂

俳 句 （優秀作品俳　句　（優秀作品））
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　市は、昭和６１年度に公共下水道事業を着手して以来、公共水域の保全と生活環境の改善のために、下水道（汚

水）の整備を行ってきました。

　下水道の普及拡大に向けて、今回新たに『西部中学校から西側』『明倫小学校の南側』『小舟津区のＪＲ長崎本線

の北側』の各区域について、下水道の工事（整備）をする区域として認可されました。

　下水道事業に対する市民の皆さんのご協力とご理解をよろしくお願いします。

下下下下下下下下下下下下下下水水水水水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道道道道道のののののののののののののの工工工工工工工工工工工工工工事事事事事事事事事事事事事事区区区区区区区区区区区区区区域域域域域域域域域域域域域域をををををををををををををを変変変変変変変変変変変変変変更更更更更更更更更更更更更更ししししししししししししししまままままままままままままましししししししししししししし下水道の工事区域を変更しましたたたたたたたたたたたたたたた

北鹿島地区北鹿島地区

大字高津原地区大字高津原地区

大字山浦地区大字山浦地区

古枝地区古枝地区

浜地区浜地区

浄化センター浄化センター

大字納富分・重ノ木地区大字納富分・重ノ木地区

怯下水道の整備・普及状況（平成２６年度末）

潤計画区域　　　６６８ha　　［黒の太線の内側部分］

　下水道全体計画区域

潤整備認可区域　３６５ha　　［赤の線の内側部分］

　工事を実施する区域

潤整備済面積（供用開始区域）　２７６ha　［灰色部分］

　整備認可区域の中で工事が終わった区域

愚下水道普及率　　　３２.８％

愚水洗化率（接続率）　６９.９％

鹿島市人口（外国人含む）÷供用開始区域人口

３０,６００人÷１０,０３２人

供用開始区域内人口÷水洗化（接続）人口

１０,０３２人÷７,０１４人

西部中西部中
末光
交差点
末光
交差点 明倫小明倫小

しめご
交差点
しめご
交差点

農協会館前
交差点
農協会館前
交差点

泉通り
交差点
泉通り
交差点

市役所市役所

中川橋中川橋

肥前鹿島駅肥前鹿島駅
北公園北公園

JR長崎本線JR長崎本線

廣瀬橋廣瀬橋

能古見郵便局前
交差点

能古見郵便局前
交差点

R207バイパスR207バイパス

怯今後の整備予定（平成２７～３２年度）

潤平成２７年度までに整備済（予定を含む）

　［灰色部分］

潤平成２８～３２年度で整備予定

　［整備認可区域（赤枠線内）の無地の部分と

　赤色部分］

［赤枠線内の赤色部分］が、今回整備認可区域

を拡大した区域です。

　３６５ha　閣　４０８ha（４３ha増）

栢整備認可区域の拡大［赤色部分］に伴い、整備

　認可区域［赤枠線内］は、合併処理浄化槽の補

　助対象区域から外れます。

 　環境下水道課下水道係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

下水道が使えるようになったら

早めの接続をお願いします！

下水道（汚水）の整備・普及状況図（平成２６年度末）

今後の整備予定図（汚水）平成２７～３２年度
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　２月１６日（火）から３月１５日（火）まで、平成２７年分所得税の確定申告および平成２８年度市県民税申告の受

け付けを行います。日程や会場などの詳細は、広報かしま２月号でお知らせします。

２月から確定申告・市県民税申告が始まります
お
知
ら
せ

　申告内容によっては、さまざまな書類、領収書また

は証明書が必要になりますので、紛失しないように大

切に保管しておいてください。

　なお、事業などをされている人は、『収支内訳書』

の記載ならびに帳簿などの準備を、医療費控除を受け

られる人は、個人ごと・病院ごとに領収書を集計して

おいてください。（不備があればその分時間がかかり

ます。）

　スムーズな申告、確実な申告をするため“ご自身で

の準備”をお願いします。

　 　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

怯申告に必要な証明書を送付します

　社会保険料控除用に次の証明書を送付します。

潤国民健康保険税納税証明書（世帯主あて）

　送付時期　１月下旬

　 　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８

潤後期高齢者医療保険料納付証明書（加入者あて）

　送付時期　１月下旬

　 　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０

潤国民年金保険料控除証明書（加入者あて）

　送付時期　平成２７年１１月上旬

　※平成２７年１０月以降にはじめて納付された人には、

　　２月上旬に郵送されます。

　 　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２３

詳しくは

詳しくは

詳しくは

～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

　このコーナーでは高齢者が住み慣れ

た地域で安心して暮らせる社会・健康

づくりや生きがいづくりを図るための

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

　この教室の楽しさ、そして健康づ

くりを多くの人に広げたいと思っ

ています。皆さまもぜひ参加して

みませんか。1カ月間の無料体験も

あります。気軽にお越しください。

と　　き　毎週火曜日

　　　　　９時３０分～１１時３０分

と　こ　ろ　能古見ふれあい楽習館

参　加　費　２,０００円/月（年会費・保険料別）

持　参　品　飲み物、シューズ、バスタオル

 　代表　中山太子

　　　　　緯０９５４（６４）２１３８

詳しくは

トリム体操

　私たちは『誰でも、いつまでも、

元気で健康でいよう！』を合言葉

に毎週楽しく、いきいきとトリム

体操を行い、健康の維持・向上に

励んでいます。

ＮＯ．２

　当協議会では、民泊の先進地視察など、熱意

のある皆さんと活動をともに行ってきました。

　また昨年は、新たに『民泊部会』が発足しま

した。民泊や民宿、ゲストハウスなどに興味

のある人、将来受け入れをやってみたい人は、

ぜひ、事務局までお問い合わせください。

 

　鹿島市ニューツーリズム推進協議会事務局

　（道の駅鹿島　干潟展望館内）

　緯０９５４（６３）１７２３

詳しくは

噛グリーン・ツーリズム九州大会が佐賀県で開催噛

　１２月２日、鹿島市でも分科

会が開催されました。『昭和の

田舎暮らし体験』を行い、有明海

の伝統漁法『棚じぶ』や『みか

ん狩り』体験後、築１００年以上

の古民家を改修した民宿に泊ま

り、『かまど』での炊飯や、『五

右衛門風呂』に入浴するなど昭和の生活を満喫しました。地元の

関係者との交流会も行われ、活発な意見交換が行われました。

　鹿島市ニューツーリズム推進協議会から
民泊部会設立のご案内

お
知
ら
せ
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　国民年金などの公的年金は、やがて必ず訪れる長い

老後の収入を国が約束してくれる年金制度です。

　日本国内に住所を有する２０歳から６０歳までの人は、

国民年金に加入して保険料を納付する義務があり、老

後等に年金を受け取る権利があります。

被保険者区分

潤第１号被保険者岳自営業者、学生など

潤第２号被保険者岳サラリーマン、公務員

潤第３号被保険者岳第２号被保険者に扶養されている

　　　　　　　　　配偶者

『万一』もサポート

　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、

障害年金や遺族年金もあります。障害年金は病気や事

故で障がいが残ったときに受け取れます。また遺族年

金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計

を維持されていた遺族（子のある配偶者や子）が受け取

れます。国民年金は、思いがけない人生の『万一』も

サポートします。

加入手続

潤第１号被保険者岳市区町村役場

潤第２号被保険者岳厚生年金保険などの加入手続きに

　　　　　　　　　合わせて行いますので、個別の手

　　　　　　　　　続きは必要ありません。

潤第３号被保険者岳配偶者の勤め先などを経由して行

　　　　　　　　　います。

保険料の猶予・免除

　学生である場合など、収入が少ないために国民年金

保険料の納付ができない場合は、申請により保険料の

納付が猶予・免除となる『学生納付特例制度』『若年者

納付猶予制度』『保険料免除・一部納付（免除）制度』が

あります。この申請を行わないまま保険料が未納と

なっていると、年金が受け取れない場合がありますの

で、ご注意ください。詳しくはお問い合わせください。

 　武雄年金事務所

　　　　　緯０９５４（２３）０１２３

詳しくは

新成人の皆さん　国民年金の加入手続きをしましょう
－国民年金は、国が責任を持って運営する公的年金制度です－

お
知
ら
せ

　マイナンバーの利用が今月から始まります。

　市役所の各手続きでも申請書などにマイナ

ンバーを記入してもらうようになります。

　マイナンバーを申請書に記入するときには、

マイナンバーの確認に通知カードや個人番号

カード、本人の確認に運転免許証など写真付

きの身分証明書（写真付きの身分証明書をお

持ちでない場合、年金手帳と保険証など２種

類以上の証明書）が必要になります。

　マイナンバーが必要な手続きを、右記のと

おりお知らせしますので、各手続きをされる

場合は通知カードなど必要書類を持参してく

ださい。

　なお詳しくは、それぞれの担当部署へお問

い合せください。

 　市民課市民年金係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７

　　　　　福祉事務所

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

　　　　　保険健康課

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

　　　　　保健センター

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

マイナンバーの利用が始まります
お
知
ら
せ

怯市民課

　・国保や後期高齢者医療の資格異動届け

怯福祉事務所

　・特別児童扶養手当に関する手続き

　・精神障害者保健福祉手帳の交付に関する手続き

　・自立支援医療費の支給に関する手続き

　・身体障害者手帳の交付に関する手続き

　・特別障害者手当、障害児福祉手当に関する手続き

　・日常生活用具、補装具の支給に関する手続き

　・障害児（者）の支援に関する手続き

　・戦傷病者や戦没者などへの給付金に関する手続き

　・母子・父子・寡婦資金貸付や給付金に関する手続き

　・保育所などの入所に関する手続き

　・児童手当、児童扶養手当の支給に関する手続き

　・生活保護の申請に関する手続き

怯保険健康課

　・国保や後期高齢者医療の保険証の再交付の申請

　・国保や後期高齢者医療限度額適用認定等に関する手続き

　・国保や後期高齢者医療の高額療養費等の支給に関する手続き

怯保健センター

　・養育医療に関する手続き

　・母子健康手帳交付に関する手続き

　・低出生体重児届出
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恭クロカンフェスタinかしま（参加者募集）

　愛好会や職場の仲間を誘って、みんなで参加してみ

ませんか！

と　　き　１月２３日（土）：小学生駅伝

　　　　　１月２４日（日）：中学生・一般駅伝

と　こ　ろ　蟻尾山公園（陸上競技場、クロカンコース）

締　　切　１月１５日（金）必着

恭公認鹿島祐徳ロードレース（開催のお知らせ）

　今年も箱根駅伝で有名な関東学連からの大学をはじ

め、県内外から多くの選手が早春の肥前路を走ります。

　市民の皆さんのご声援・ご協力をよろしくお願いし

ます。

と　　き　２月２８日（日）

と　こ　ろ　林業体育館前スタート

種　　目　ハーフマラソン、１０㎞、３㎞（中学生）、

　　　　　２㎞（小学生）、２㎞ジョギング

 　鹿島市体育協会　緯０９５４（６２）３３７９

　　　　　http://www.asunet.ne.jp/~taikyou/

詳しくは

お
知
ら
せ

鹿島市体育協会からのお知らせ
お
知
ら
せ

学習内容　多くの実習・体験で、楽しみながら地域活

　　　　　動に活かせる知識を学びます

　・基礎課程（１年次）　基礎知識習得の学習

　・実践課程（２年次）　実技や演習など実践活動

受講期間　２年間（平成２８年４月～平成３０年３月）

応募資格　おおむね６０歳以上の人

募集定員　６０人（定員になり次第応募を締め切ります）

主な講義会場　市民交流プラザかたらい

入　学　金　１０,２８５円

受　講　料　３６,０００円（年額、消費税を含む）

申込方法　ゆめさが大学鹿島校（かたらい３階）、市保

　　　　　険健康課、各地区公民館にある入学案内の

　　　　　中の入学願書をゆめさが大学へ提出してく

　　　　　ださい（郵送可）

 　ゆめさが大学事務局（佐賀県長寿社会振興財団）

　　　　　緯０９５２（３１）４１６５

　　　　　ゆめさが大学鹿島校（市民交流プラザかたらい３階）

　　　　　緯０９５４（６３）２３２２

詳しくは

　ゆめさが大学（旧佐賀県高齢者大学）鹿島校では、平成２８年度の新規入学生を募集しています。

　鹿島校は今まで、生きがいづくりの場として、また、交流の場としてたくさんの人たちに親しまれてきました。

　ゆめさが大学鹿島校で、生涯学習の機会を通じて、これからの生活をより豊かなものにしてみませんか。

ゆめさが大学鹿島校　学生募集
募
　
集

と　き　１月１９日（火）　早朝

ところ　浜町酒蔵通り　６時～１２時［交通規制有］

関連イベント

　恭浜町酒蔵通り（１９日６時～）

　　煙もちまき　煙ふなんこぐい試食

　　煙海童保育園児によるマーチング

　　煙共生保育園児による一声浮立

　　煙うどん販売

　　煙大抽選会（チケット１枚２００円）

　　 　浜公民館

　　　　　　　緯０９５４（６２）２５３４

詳しくは

　ふな市が１月　１　９　日に開催されます
イ
ベ
ン
ト

　ふな市は､二十日正月に出す郷土料理『ふなんこぐ

い』の材料『鮒』を売る市のことです。昔、二十日正月

には商家や醸造元、網元などが奉公人や蔵男達の労をね

ぎらうためにごちそうを振舞う習わしでした。このとき、

普通は鯛料理が出されるのですが､有明海ではあまり捕

れず高価だったので、鯛に似た鮒を代用していたようで

す。このため、佐賀平野のクリークなどで捕れた鮒を売

る市がその前日の１９日に始まったと言われています。
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　農業委員会の委員・農地利用最適化推進委員を募集します
募
　
集

資　　格　満２０歳以上の人

　　　　　（市外からも推薦・応募できます）

留　意　点　

潤農業委員会の委員と推進委員は公募と農業者等からの

　推薦で構成されます

潤構成の要件として、過半数を認定農業者とする必要が

　あり、また、女性や青年の積極的な参画を求めています

任　　期　平成２８年４月１日から３年間

応募方法　市ホームページからダウンロードまたは農業

　　　　　委員会事務局に備え付けの届出様式に必要事

　　　　　項を記入して、郵送または持参してください

募集期間　１月１２日（火）～２月８日（月）　※消印有効

 

　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３－１

　農業委員会事務局　緯０９５４（６３）３４１７

応募・問合せ先

農地利用最適化推進委員　２１人
農業委員会の委員　１０人定

数 担当する区域（高津原と納富分、重ノ木、中村と森、井手、常広、
三河内、山浦、古枝、浜町、飯田、音成の各大字の区域）ごとに募集

農地などの利用の最適化（担い手への農地利用の集積・
集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促進）
の推進に熱意と見識がある人

農業に関する見識があり、農地などの利用の最適化の
推進に関する事項や、その他担当する職務を適切に行
うことができる人

資
　格

担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地（荒廃農
地）の発生防止・解消等の『地域における現場活動』を
行うことを中心に、必要に応じ委員会への出席や指針
等の作成に際し推進委員として意見を述べます

農地の権利移動の許可など、農業委員会の権限とされ
た許認可等に関する業務と、農地利用集積計画の決定、
推進委員と連携した現場活動を行います

活
動
内
容

さが西部クリーンセンター（伊万里市）
でのごみ処理が開始されます

お
知
ら
せ

　伊万里市に新しく『さが西部クリーンセンター』ができ、１月４日９時

からごみ処理が開始されます。

　なお、皆さんのごみ出しの利用や取り扱いに変更ありません。

搬入時間　９時～１７時３０分

休　業　日　日曜日（毎月第２日曜日を除く）、１月１日～３日

 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

　佐賀県や近隣で作られる高品質な農産加工品の取り

扱い、スペシャルティコーヒーの販売

営業時間　９時～１７時

定　休　日　月曜日（祝日、１・１５日が月曜日の場合は翌日）

祐徳門前商店街にチャレンジショップがオープン
お
知
ら
せ

　祐徳門前商店街（旧不二屋）にチャレンジショップがオープンしました。

　皆さん、お気軽にお立ち寄りください。

カフェ　１０８４

祐徳和装処　SARUKU

　着物の着付けと祐徳神社境内での写真撮影、現像

営業時間　１０時～１５時　※予約締切　１４時

定　休　日　不定休（土・日・祝日、１・１５日は営業）

怯チャレンジショップとは

　商店街の活性化のため、商いの経験はないが、『自分

でお店をやってみたい』人を、商店街や商工会議所、

市が協力して、出店のお手伝いをしている期間限定の

貸し店舗のことです。

 　商工観光課商工労政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

詳しくは

平成２７年１２月２３日オープン

平成２８年１月１日オープン
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情報掲示板ワイド

平谷しいたけ学校参加者大募集
募
　
集

　しいたけの原木への菌打ち作業から収穫までを体験する参加者を募集します。家族での参加や子どもの野外体験

活動として、収穫の喜びを体験してみませんか。

日　　程

※第２回以降の詳しい日程は、後日お知らせします

と　こ　ろ　自然の館ひらたに

対象者数　先着約１００人（どなたでも参加できます）

参　加　費　無料　　　持　参　品　軍手・タオルなど

申込方法　お電話またはFAXで申し込みください

申込締切　２月５日（金）１７時

 　自然の館ひらたに（毎週火曜日休館）

　　　　　　　　緯０９５４（６４）２５７９

　　　　　　　　姉０９５４（６４）２５７７

申込・問合せ先

内　　容日　　時

原木への菌打ち作業２月１３日（土）１３時～１６時第１回

ホダ木の据付作業平成２８年夏ごろ第２回

しいたけ収穫作業平成２９年秋以降第３回

『北公園遊具広場』・『中木庭ダムやまびこ広場』
一時使用中止のお知らせ

お
知
ら
せ

　北公園遊具取替工事ならびに、やまびこ広場展望台設

置工事のため、次の期間中は、遊具や広場を一時使用中

止とします。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力

をお願いします。

期　　間　

　潤北公園遊具広場　１月５日（火）～２月１５日（月）

　潤やまびこ広場　　１月１２日（火）～３月３１日（木）

※今後の利用などについては、随時お知らせします。
　　寓北公園遊具広場
　　　（西牟田区）

　　寓やまびこ広場
　　　（中木庭区）

 　都市建設課　緯０９５４（６３）３４１５詳しくは

鹿島市『小中学生のインターネットの安全利用に
関する指針』等について

お
知
ら
せ

　近年、携帯電話やスマートフォンを使った

コミュニケーションツール（ＬＩＮＥやツ

イッターなど）の利用で、さまざまなトラブ

ルが起きています。同様のトラブルは、ゲー

ム機や音楽プレーヤーでも起きています。

　本市の小中学校では、『携帯電話やスマー

トフォンは原則持たせない』と約束を決めて

いますが、さらに、市ＰＴＡ連合会と市教育

委員会、市小中学校校長会で、小中学生のコ

ミュニケーションツール利用に係るトラブル

などの未然防止を目的とする鹿島市『小中学

生のインターネットの安全利用に関する指

針』および鹿島市『小中学生のインターネッ

トの安全利用の約束』を定めました。家庭で

も対応していただきますようお願いします。

 　教育総務課学校教育係

　　　　　緯０９５４（６３）２１０３

詳しくは

怯鹿島市『小中学生のインターネットの安全利用に関する指針』

【保護者の方へ】

１　携帯電話やスマートフォンは原則持たせない。

　※特別な理由がある場合は学校へ相談する。

２　夜９時以降、ゲーム機や音楽プレーヤーなどは親が預かる。

３　保護者一人一人が子どもの安全利用の約束を責任をもって守らせる。

怯鹿島市『小中学生のインターネットの安全利用に関する約束』

【児童生徒の皆さんへ】

１　携帯電話やスマートフォンは原則持たない。

２　ゲーム機や音楽プレーヤーなどでのインターネットの利用は、

　　遅くとも夜９時までとする。

３　インターネットで不用意に個人情報をのせない。

４　インターネットで相手がいやがるようなことをしない。

５　IDやパスワードは親に伝える。

６　IDやパスワードは他人に教えない。

７　困ったときは親に相談する。
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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１３カ月間有効）
 
　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

エイブルからのお知らせなど

　『アニー』は、ブロードウェーミュージカルの映画化。『マッドマックス』は

国際批評家連盟賞グランプリ受賞作品です。

２０１５年度
えいぶるえいが

第９回
えいぶる事業

 鶴田 　
つ る だ

 英昭 　展
ひ で あ き床　の　間

コーナー

～ 美 術 と 私 ～

　１月～３月は、鹿島

市出身の洋画家、鶴田

英昭さんの作品展示で

す。

　今回は“美術と私”

というテーマで、ご自

身の美術とのかかわり方をご紹介します。

ご本人によるギャラリートークを開催！

　と　き　２月７日（日）１３時３０分～

　ところ　エイブル２階交流プラザ

展示期間　１月６日（水）～３月２９日（火）

行事のお知らせ市　民
図書館

恭冬の特大おはなし会　（参加無料、申込不要）

　楽しいおはなしで心も体もあったまりますよ！

と　　き　１月３０日（土）１４時～１５時３０分

と　こ　ろ　エイブル２階和室

対　　象　幼児～小学生と保護者

恭高齢者のレクリエーション講座　（参加無料、要申込）

と　　き　２月２１日（日）１４時～１６時

と　こ　ろ　エイブル１階いきいきルーム

対　　象　高齢者のレクリエーションに関心のある人

定　　員　先着４５人

申込開始　１月２４日（日）９時３０分

 　市民図書館 緯０９５４（６３）４３４３申込・問合せ先

年始の開館

　エイブル（保健センターを除く）・鹿島市民図書館　１月５日（火）から通常通り開館

　※閉館中は害虫駆除作業中のため、返却ポストも閉鎖します。返却は５日以降、カウンターへ。

寓鶴田英昭さん

 柳家 
やなぎや

 三三 ・
さんざ

 春風亭 
しゅんぷうてい

 一之輔 　二人会
いちのすけ第１０回

えいぶる事業

と　　き　３月６日（日）開演１５時

と　こ　ろ　エイブルホール（全席自由）

１月１６日（土）から発売

前売券　大　人　　２,５００円、高校生以下　１,０００円

※会員は各５００円引き、当日は５００円増し

※前売券完売の場合、当日券はありません

『ＡＮＮＩＥ／アニー』
『マッドマックス　怒りのデス・ロード』

と　　き　２月１４日（日）

と　こ　ろ　エイブルホール（全席自由）

１月１６日（土）から発売

前売券・当日券共通（１作品１回券）

　一　　　　般　　５００円

　会員・高校生以下　　３００円

怯上映時間

アニー９時３０分～１１時２８分

マッドマックス１１時４０分～１３時４０分

アニー１３時５０分～１５時４８分

マッドマックス１６時～１８時

▲柳家三三 ▲春風亭一之輔

えいぶる講座　募集中講座 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

会　員０,５００円
一　般１,０００円
材料費７００円程度

エイブル２階

調理実習室

１月１７日（日）

１０時～１３時
霜村　久子さん２０人

韓国料理教室

～キムチ漬け＆トック～
公

開

講

座

無　料
市民会館・

肥前鹿島干潟

１月３０日（土）

９時～１２時３０分

中村　さやかさん
（日本野鳥の会
佐賀県支部幹事）

２０人
有明海学２０１５
『ラムサール条約登録湿
地のあり方を考えよう』

会　員０,５００円

一　般１,０００円

エイブル１階

いきいきルーム

２月６日（土）

１０時～１１時３０分

岡　奈保子さん
小川　美樹さん
（若石マスターズ
健康普及指導士）

１５人
自分で出来る足もみ
de健康な体づくり
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地球にもっと、やさしい冬を。

WARM BIZ
　WARM BIZ（ウォーム　ビズ）とは、寒い季節でも暖房に頼り過ぎない

で快適に過ごそうという取り組み。寒いときは一枚多く着る、温かい

ものを飲むなど、ちょっとした工夫で、２０℃以下の室内でも快適に

過ごすことができます。

　地球温暖化防止のため、暖房時のエネルギー使用量とCO２発生量を

削減して、地球に、みんなにやさしい冬にしましょう。

温暖化対策、人権の輪

今今すすぐぐややろろうう温温暖暖化化対対策策

 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

首をあっため あったかい料理を食べ 足もともあっためよう

　平成２８年のスタートです。人

それぞれにさまざまな思いで新年

を迎えられていることと思います。

　毎年やってくる年の始めではあ

りますが、「若いときは、一日は短

く一年は長く、歳を重ねると一日

は長く一年は短く」感じやすいも

のです。

　人によって多少の違いはあって

も、若いときは、仕事、結婚、出

産、子育てなど「するべきこと」

に追い立てられるように、一日が

あっという間に過ぎ去り、どうい

う訳か一年は長く感じ、１０年先

のことなどは遠い未来のような気

がします。また、歳をとり人生晩

年になると、これらのことはほぼ

見通しがついて、ゆったりとした

時間の流れに一日を長く感じます。

ところが一年は何故か短いと感じ

るから不思議です。

　感じ方は違うものの、当然のこ

とですが、若い人にも高齢の人に

も、時間は同じスピードで進んで

います。一日一日を、そのときそ

のときを大切に生きていきたいも

のです。

　年の始めに、それぞれの年代に

ふさわしい、目標や楽しみを掲げ、

一年の節目として心新たにスター

トできたらと思います。

　現代社会は、情報化や生活様式

の多様化など、進展は目まぐるし

いものがあります。しかし、時代

がどう変わろうとも、人の心や思

いは、一昔前とそう変わらないこ

とも多いのではないでしょうか。

そして、いいものは、時代に流さ

れずに、大切に残していきたいも

のです。

　自分なりの確かな価値観とそれ

ぞれの目標に向かって、自分も周

りも大切にしながら、心豊かに過

ごせる一年に、社会になったらと

思います。

年 の 始 め に
～ 心 の 豊 か さ を 求 め て ～

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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№１２１

　今月のキーフレーズ
　　“can't judge a book by its cover”
　この表現は「外見で人や物を判断してはいけない」という意味です。

明倫まつり

校学 だ よ り

No.１６３

寓１／２（２分の１）成人式での発表

　１１月８日（日）、『第２４回明倫
まつり』を開催しました。「もりあ
げよう　楽しさいっぱい　学びいっ
ぱい　思い出いっぱい　明倫まつ
り」というスローガンのもと、子ど
も・保護者・地域の皆様が主役と
なったすばらしい集いを実現できま
した。
　午前の部は、誕生院保育園の元気
のよい「創作よさこい」に始まり、
２年生（合唱・手話、合奏）と５年生
（米についての発表）のステージ発表
を行いました。また、教室では、
１・２・３・４・６年生が今までの
学習の成果を堂々と発表したり遊び
のコーナーを設けたりしました。特
に、４年生の「１／２（２分の１）成
人式」は、将来の夢の発表や感謝の
手紙などがありとても感動的なもの
でした。

　ＰＴＡの専門部には、バザーや喫
茶コーナー、パン・ジュース販売な
どで『明倫まつり』を盛り上げてい
ただきました。地域の皆様のご支援
で「ふれあい囲碁」や「野点」も開
催することができて、子どもたちの
表情は生き生きと輝いていました。
　本校は、コミュニティスクールと
しての学校運営を行っています。そ
こで、午後の部は、執行分地区と末
光地区の「子ども浮立」の披露、り
んりんお話会による心に響く「読み
語り」、嬉野高校ソングリーディン
グ部の華やかなダンスなどで締めく
くりました。
　『明倫まつり』は、保護者・地域
に育まれながら、子どもたちの健や
かな成長を目指す明倫小学校ならで
はの開かれた学校行事です。

明倫小学校

校学 だ よ り

No.２２４

スティーブン先生

四Filipino Words四
（フィリピンの言葉（タガログ語））

 manok  :ニワトリ　　　　
マノウク

 baka 　:牛　　　　
バカ

 aso 　:犬　　　　
アソ

 baboy 　:豚
バボイ

（ジョン）　君の隣の人、本当に意地悪くて、気味悪そうだ

　　　　　よね。

（セイラ）　彼とてもいい人で親しみやすいわよ。

　　　　　ジョン!外見で人を判断してはいけないわよ。

John:
Sarah:

Your neighbor looks really mean and scary!
He's actually really nice and friendly!
John, you can't judge a book by its cover.

（ロ　ブ）　僕が買った車、かなりいいだろう。でも、

　　　　　よく壊れるんだ。

（エリカ）　何でも、もっとよく検討しなきゃね！外見で

　　　　　物を判断してはいけないわね。

Rob:

Erica:

The car I bought looks really cool, but it 
keeps breaking!
You should've looked more into the matter. 
You can't judge a book by its cover.

こんなときこのひとこと、学校だより
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　会社や農業・漁業・商工業を営ん

でいる人が、その事業のために使用

している機械・器具・備品などを償

却資産といいます。この償却資産は

固定資産税の課税対象となり、市に

申告していただく必要があります。

　平成２８年１月１日現在、所有し

ている資産（耐用年数を過ぎて使用

されている資産も含む）の名称や金

額などを記入の上、期限内に申告し

ていただくようお願いします。

提　出　先　税務課課税係

提出期限　２月１日（月）

怯 eLTAX による申告
エルタックス

　申告はeLTAXによる電子申告も

可能ですのでご利用ください。

　詳しくは、市ホームページにて

『市税の電子申告』を検索ください。

 　税務課課税係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１８

 

　女性活躍推進法が成立しました。

　これにより、平成２８年４月１日

から、労働者数が３０１人以上の企

業は、女性の活躍推進に向けた行動

計画の策定や自社の女性活躍の状況

を公表することなどが義務付けられ

ます。また、３００人以下の企業は

努力義務となっています。

 　佐賀労働局雇用均等室

　　　　　緯０９５２（３２）７２１８

おお知知ららせせ
償却資産の申告は

２月１日までにお願いします

詳しくは

女性の職場での
活躍を推進します

詳しくは

　平成２７年１１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
琴路神社獅子舞３,０００円１１月２日

祝　儀
鹿島ロータリークラブ創立５０周年記念式典１０,０００円１１月２２日
供花１件１６,２００円１１月１２日弔　慰
第１０５回鹿島医会表彰記念祝賀会３,０００円１１月１３日

会　費 生涯スポーツ功労者文部科学大臣表彰祝賀会１０,０００円１１月１４日
『卓越した技能者』厚生労働大臣表彰受賞祝賀会５,０００円１１月２５日
酒、海苔ほか（佐賀プロジェクトin Tokyo
武雄・鹿島・嬉野移住相談会時PR用）

２２,００７円１１月６日その他

（４月からの累計　３４５,２５９円）６９,２０７円合　計

平成２７年１１月　市長交際費支出状況

情報掲示板　愚　お知らせ

※（　）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１０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
（＋０５６）１４,９２５件（－１４７）９,５５６人（－１１）３８人（－１９５）７,０７６件佐 賀 県 内
（＋０１２）８３１件（－０４１）４３６人（－０３）４人（－０２３）３３７件鹿島警察署管内
（－０２３）４０８件（－０１９）２２７人（－０１）２人（－０２５）１７０件鹿 島 市 内

　近年、農作物に甚大な被害を与えているイノシシ駆除に、日々取り組んで

いる『猟友会鹿島支部（支部長　森田義春さん）』の駆除実績を報告します。

　年間を通じて駆除をしていただいていますので、皆さんのご理解とご協力

をお願いします。

怯平成２７年４月～１０月の実績

 　農林水産課農政係　緯０９５４（６３）３４１３詳しくは

通報による
出動

サギ類カラスなど
タヌキなど
の小動物

イノシシ

２８件１９羽２７１羽１０４頭７７４頭

猟友会鹿島支部による『イノシシなど』の駆除実績

　今年度、まだ国保特定健診を受診していない人はぜひ受診してください。

　受診の際は事前の申し込みをお願いします。（費用１,０００円、先着各５０人）

と　　き　１月１５・２２日（金）　受付　８時３０分～１０時

と　こ　ろ　エイブル１階保健センター

対　象　者　平成２７年度中に４０～７４歳になる国保加入者

持　参　品　受診票、受診券（平成２７年４月末に郵送しています）、国保被保険者証

注意事項　潤今年度すでに国保特定健診を受診した人、国保人間ドック・脳

　　　　　　ドックの助成を受けた人は受診できません

　　　　　潤対象者には１２月に通知でお知らせしています

　　　　　潤受診票、受診券をお持ちでない人は再発行します

 　保健センター　緯０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

国保特定健診を保健センターで実施します

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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情報掲示板　愚　お知らせ・募集

 

　１月４日から新しい筋トレマシン

を設置します。上半身を鍛えるため

のマシン４台と、既存のランニング

マシンを１台（計３台）増やしました。

ぜひ、ご利用ください。

受付時間　１０時～２１時

対　　象　高校生以上

料　　金　２００円/回　※６０歳以上無料

※汗をかいた後は１００円でシャワー

　＆お風呂をご利用ください

 

　市民交流プラザかたらい管理室

　緯０９５４（６３）３０３０

 

恭元気で有能なあなたを募集

　今年もいろいろな仕事を請け負い

ます。そこで、あなたも知識と経験

を役立てながら、仲間とともに楽し

く仕事をしてみませんか。

　定例の入会説明会は毎月第３木曜

日９時３０分から当センターで行っ

ていますが、随時入会できます。

対　象　６０歳以上または今年３月　

　　　　までに６０歳になる人

説明会　１月２１日（木）９時３０分～

ところ　シルバー人材センター

恭各種作業の注文をお受けします

　『農作業』『庭木の剪定』『家事』

『襖張り替え』『はがき書き』など。

恭刃物研ぎいたします

と　き　１月２１日（木）８時３０分～

恭畑や家庭菜園などにＥＭ入り有機

　チップの堆肥はいかがですか

恭ストーブ用の『まき』あります

　『予約』が必要です

 

　　鹿島市シルバー人材センター

　　緯０９５４（６３）０９７０

トレーニングルーム
が新しくなったよ！

詳しくは

あけましておめでとうございます
鹿島市シルバー人材センター

問合せ・ご注文

 

　１・２月で６５歳になる人を対象に、

制度説明会を開催します。多くの皆

さんのご出席をお待ちしています。

　なお、対象以外の人も気軽にご出

席ください。

と　　き　１月２１日（木）１４時～

と　こ　ろ　市民会館１階第４会議室

 　介護保険事務所

　　　　　緯０９５４（６９）８２２２

 

 

　祐徳門前春まつりでは、参道の桜

が咲き誇る３月末の２日間、さまざ

まなイベントを予定していますが、

今年もクラシックカーの展示を行う

予定です。昭和５３年以前の３輪、

４輪車をお持ちで、エントリーを希

望する人はご連絡ください。

展示日程　３月２７日（日）１０時～１５時

 

　門前商店街YOU-TOKU庵

　緯０８０（１５３２）３２４０

　URL　http://monzen.sagafan.jp/

介護保険制度説明会を
開催します

詳しくは

募募 集集
なつかしCARにばるin祐徳門前
春まつりエントリー募集

詳しくは

 

　市では、ふるさと納税（寄附）をし

ていただいた人へ返礼品をお送りし

ていますが、返礼品の拡充を予定し

ていますので、『うちの商品を！』と

思われる市内の販売店、事業所など

からの提案を募集します。

　詳しい内容や様式は担当までお問

い合わせください。

 　企画財政課財政係

　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

 

　将来の水産業を担う後継者育成のた

め、平成２８年度の研修生を募集します。

対　象　者　満１８歳以上

募集人員　２０人程度

研修期間　４月から１年間

研修科目　水産の基礎・専門研修、

　　　　　各種免許取得講習など

願書受付　１月１２日（火）～２月１２日（金）

願書請求先　佐賀県高等水産講習所

　　　　　または漁協本所、支所

試　験　日　３月２日（水）、３日（木）

試験内容　筆記試験と面接

 　佐賀県高等水産講習所

　　　　　緯０９５５（７２）２５６５

ふるさと納税の
返礼品の募集

詳しくは

佐賀県高等水産講習所
研修生募集

詳しくは

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８期の口座振替日は

１　月２　９日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

　鹿島市観光協会では、

市公認キャラクター

『かし丸くん』のテー

マソングを制作します。

　そこで、皆さんにかし丸くんをイ

メージしたオリジナル歌詞を募集し

ます。なお、採用された歌詞は、３

月のかし丸くんお誕生日の日に発表

するテーマソングとして使用します。

応募期間　

　１月５日（火）～２月５日（金）

応募方法　FAXまたは郵送

 

　〒８４９－１３２１

　鹿島市古枝甲１４９４番地１

　鹿島市観光協会

　緯０９５４（６２）３９４２

　姉０９５４（６２）３９４８

応募・問合せ先

かし丸くんテーマソング歌詞　募集
～かし丸くんらしい歌詞を創ってね！～

～武雄税務署からのお知らせ～

平成２７年分の申告期限と納期限

潤所得税および復興特別所得税・贈与税　　３月１５日（火）

潤個人事業者の消費税および地方消費税　　３月３１日（木）

　申告書などの作成は、ご自宅などから国税庁ホームページの

『確定申告書等作成コーナー』をご利用ください。

作成コーナー 検索

隔

http://www.nta.go.jp/
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　詳細は浜公民館発行の公民館だよ

り１月号の募集要項をご覧ください。

募集人数　職員（主事）１人

募集期間　１月１４日（木）～２９日（金）

条　　件　募集要項に定める要件を

　　　　　満たす人

勤務時間　週４０時間勤務

事業内容　地域振興、生涯学習推進、

　　　　　公民館の維持管理、各種

　　　　　団体の事務局事務など

給　与　等　月額　２０３,０００円

　　　　　※社会保険等を含む。昇給・賞与なし

雇用期間　平成２８年４月１日～

　　　　　平成３１年３月３１日

※継続雇用あり、ただし初年度から

　最長５年間の雇用

 　浜公民館

　　　　　緯０９５４（６２）２５３４

 

　出願手続などの詳細はお問い合わ

せください。

試験区分　後期入試

入試区分　①一般入試　②社会人入試

　　　　　③施設推薦入試

募集人員　①～③合わせて１５人程度

受験資格

　①中学校卒業（見込み）以上の者

　②高等学校を平成2６年3月以前

　　に卒業の者

　③医療・福祉施設に継続勤務１年

　　以上で施設長の推薦がある高校

　　卒業（見込み）の者

出願期間　１月２７日（水）～２月９日（火）

入　試　日　２月１６日（火）１０時～

合格発表　２月１９日（金）

試験科目

　①　国語、数学、集団面接・討議

　②③一般常識問題、作文、集団面接・討議

願書請求　直接、郵送、ホームペー

　　　　　ジより請求ください

 

　　〒８４９－１３１１

　　鹿島市大字高津原８１３

　　鹿島看護学校

　　緯０９５４（６３）３９６９

　　　　滑携帯電話から簡単アクセス

 

浜公民館　職員募集

詳しくは

鹿島看護学校
平成２８年度生徒募集

請求・問合せ先

 

　３月２６日・２７日に開催される

『鹿島酒蔵ツーリズム２０１６』では、

市内６蔵の同時蔵開きのほか、市内

各所でさまざまなイベントを計画し

ています。このイベントで配布する

パンフレットに広告を掲載して支援

していただける飲食店、小売店など

の事業所を募集します。詳しくはお

問い合わせください。

 　鹿島市観光協会

　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

 

　入居予備者は、抽選により選考し

ます。詳細はお問い合わせください。

対象団地　市内全４団地ほか

　　　　　（武雄市・大町町地区）

申　込　書　２月１日（月）から配布

受付期間　２月４日（木）～１０日（水）

　　　　　９時～１９時　※７日を除く

受付場所　武雄市武雄町昭和２６５番地

　　　　　指定管理者　川原建設

抽　選　日　２月１８日（木）

抽選会場　武雄総合庁舎

 　

　　指定管理者　川原建設武雄管理室

　　緯０９５４（２６）０５２２

 

 

　鹿島手話サークルでは、ろうあ者

への理解と簡単なコミュニケーショ

ン方法の習得を目的に開催します。

たくさんの参加をお待ちしています。

と　　き　１月１４日～３月３日（全８回）

　　　　　毎週木曜日　１９時～２０時３０分

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

　　　　　４階多目的室

内　　容　初級学習とろうあ者との交流

参　加　費　５００円※保険、テキスト代

 

　鹿島市ボランティア活動センター

　（鹿島市社会福祉協議会内）

　緯０９５４（６２）２４４７

鹿島酒蔵ツーリズムの開催へ
企業主さんの支援のお願い

詳しくは

県営住宅入居予備者を
募集します

詳しくは

講講習習会会・・教教室室

手話講習会を開催します

申込・問合せ先

 

　毎月１９日は『食育の日』です。

市食生活改善推進協議会では調理教

室を行っています。

と　　き　１月１９日（火）１０時～１４時

と　こ　ろ　エイブル調理実習室

申込締切　開催日の１週間前

会　　費　３００円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾

 

　保健センター

　緯０９５４（６３）３３７３

 

　鹿島史談会では郷土の歴史につい

て、会員や外部講師により毎月発表

や見学を行っています。

　どなたでも参加できます。一緒に

ふるさとの歴史を楽しみましょう。

時　　間　１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　田澤記念館（城内）

資　料　代　２００円

潤１月７日（木）

演　題　『鹿島城址・旭ヶ岡遺跡の発掘調査』

講　師　加田隆志さん（市生涯学習課）

潤２月４日（木）

演　題　『近代鹿島における図書館の展開』

講　師　高橋研一さん（市図書館学芸員）

潤３月３日（木）

演　題　『聖域を守る霊獣たちパート２』

講　師　岩永幸太（鹿島史談会会長）

 　鹿島史談会事務局　杉谷

　　　　　緯０９５４（６３）２４８７

 

　地域の介護・医療・福祉の従事者

を対象に、統合失調症の学習と自殺

予防のためのゲートキーパー研修会

を開催します。家族や雇用主など、

どなたでも参加できます。

と　　き　２月３日（水）１４時～１５時３０分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

講　　師　佐賀ACT

　精神科医師　谷口研一朗さん

　作業療法士　古賀貴敏さん

 　福祉事務所障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

食改さんの料理教室

申込・問合せ先

鹿島史談会
鹿島の歴史講座

詳しくは

ゲートキーパー研修会

詳しくは

情報掲示板　愚　募集・講習会・教室
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　健康づくりに（特に風邪に弱い人）、

免疫力と自然治癒力を高める気功を

やってみませんか。

と　　き　３月２９日まで

　　　　　毎週火曜日　１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階

参　加　費　無料

 

　島本　緯０９５４（６３）３３６６

　友田　緯０９５４（６２）６６１２

 

 

　オストメイトになられた人やご家

族を対象に日常生活でのいろいろな

情報交換をする場として相談会・情

報交換会を開催します。

と　　き　毎月第２金曜日１０時～１２時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

　　　　　３階小会議室

 

　日本オストミー協会佐賀県支部　冨永

　緯０９０（２７１９）３４８５

気功教室　参加者募集

詳しくは

相相 談談
オストメイト相談会・

情報交換会

詳しくは

 

狂無料法律相談（市民優先）

　１４日（木）市民会館１階

　受付１３時～１４時（先着１０人）１３時３０分開始

　２８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

狂厚生年金・国民年金相談　

　市民会館１階サロン

　５・１９日（火）１０時～１２時、１３時～１５時

　要予約　市民課緯（６３）２１１７

狂成人健康相談　保健センター

　６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（祝日を除く）

　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）

　１３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

　２６日（火）１０時～１６時　要予約

　NPO法人それいゆ緯０９０（６２９６）７５５０

狂土地・建物に関する無料相談所　

市民会館１階サロン

　２６日（火）１３時３０分～１６時３０分

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

　１５日（金）９時～１６時（時間外可）

　要予約　税務課緯（６３）２１１８

その他の相談
狂行政・人権・心配ごと相談　

　市民交流プラザかたらい３階

　１３・２７日（水）

　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

 

 

狂市内小中学校第３学期始業式

　８日（金）

狂鹿島市消防出初め式　

中川グラウンド

　９日（土）９時３０分～

狂鹿島市成人式　　　　　市民会館

　１０日（日）１４時～　

狂就活講座　ハローワーク鹿島

　２０日（水）１３時１５分～１４時３０分　要予約

　ジョブカフェSAGA緯０９５２（２７）１８７０

狂文化財防火訓練　　　　　　浜町

　２４日（日）１０時～　

狂おもしろ落語笑学校　

　　　エイブル１階いきいきルーム

　３１日（日）１３時３０分～１５時

イイベベンントト
その他のイベント

情報掲示板　愚　教室・相談・イベント

レシピ監修　田中敏幸シェフ

～作 り方～

①玉ねぎはみじん切り、エビ、いんげんは食べやすい大

　きさに切る。

②フライパンにバターを入れ、①の材料を強火で炒める。

③火が通ったら、中火にしてご飯を入れ、塩コショウ、

　うまみ調味料を振りかけて混ぜる。

④熟成黒にんにくソースを入れ、よく混ぜる。

⑤フライパンにかしま大豆のディップ、バター、牛乳を

　入れ弱火で混ぜ合わせ、最後にしょう油を入れ混ぜる。

⑥ピラフを皿に盛り、⑤のソースをかける。

 　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

黒 ピ ラ フ

かしまデリカテッセン おいしいレシピ♪ No.３

　今月は、熟成黒にんにくソースとかしま大豆のディップを

使ったレシピをご紹介します。
材料

【ピラフ】

・エビ

・玉ねぎ

・いんげん

・ご飯

・塩コショウ

・うまみ調味料（顆粒）

・熟成黒にんにくソース

　（大豆・小麦・りんご・ごまを含む）

・バター

【ディップソース】

・かしま大豆のディップ

　（りんごを含む）

・バター

・牛乳

・しょう油

　

２～３尾

１／４個

３本

茶碗１杯

適量

少々

２５ml

大さじ１

　

大さじ２～３

小さじ１

２０～３０cc

大さじ１
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 　鹿島市保健センター

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　感染性胃腸炎は、多種多様な病原体（細菌、ウイルス、

原虫など）による病気のことです。冬季に集中して発

生がみられるものの多くはノロウイルスやロタウイル

スなどが原因と考えられます。

症状

①ノロウイルスに感染もしくはノロウイルスを含んだ

　食品を摂取すると１～２日後に吐き気、嘔吐、下痢、

　腹痛、発熱などの症状が見られます。

②主な症状は３日間程度で回復しますが、高齢者や乳

　幼児では脱水症状などから症状が重くなる場合があ

　りますので注意が必要です。

感染防止のポイント

①手洗いは予防の基本です。

②下痢・嘔吐のある患者に接する注意点

　胸こまめに手を洗いましょう。（特に用便後）

　胸患者が嘔吐した部屋には、立ち入る人を最小限に

　　し、窓があれば換気をしてください。

　胸嘔吐物、糞便などを処理する際は、使い捨て手袋、

　　マスク、エプロンを着用して処理しましょう。

　胸汚物の付着した床などは、汚物を十分に取り去っ

　　てから、塩素系漂白剤で消毒しましょう。

③二枚貝については、なるべく生食を避け、加熱して

　食べましょう。

④食品を加熱する際は、食品の中心部まで十分に加熱

　調理しましょう。

子宮頸がん・乳がん検診の無料クーポン券をお持ちの皆さ子宮頸がん・乳がん検診の無料クーポン券をお持ちの皆さんんへへ
～無料クーポン券はご使用になりましたか？～無料クーポン券はご使用になりましたか？～～

　平成２７年４月２０日現在、鹿島市に住民登録している下記の対象者へ、昨年６月末に「無料クーポン券」を送

付しています。

　まだ使用されてない人で受診される場合は、使用期限が平成２８年２月２９日までですので、早めに指定医療機

関で受診しましょう。

　詳しくは送付している案内をご覧ください。

子宮頸がん検診

潤平成６年４月２日～平成７年４月１日生まれ

潤次の中で平成２２～２６年度の間に市が行った子宮頸

　がん検診を受診したことがない人

　　平成４年４月２日～平成５年４月１日生まれ

　　昭和６２年４月２日～昭和６３年４月１日生まれ

　　昭和５７年４月２日～昭和５８年４月１日生まれ

　　昭和５２年４月２日～昭和５３年４月１日生まれ

乳がん検診

潤昭和４９年４月２日～昭和５０年４月１日生まれ

潤次の中で平成２２～２６年度の間に市が行った乳がん

　検診を受診したことがない人

　　昭和４７年４月２日～昭和４８年４月１日生まれ

　　昭和４２年４月２日～昭和４３年４月１日生まれ

　　昭和３７年４月２日～昭和３８年４月１日生まれ

　　昭和３２年４月２日～昭和３３年４月１日生まれ

平成２７年度対象者

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

　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。

感染性胃腸炎に注意しましょう 感染性胃腸炎に注意しましょう！！
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１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６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

１４日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２６年６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）

２８日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２７年９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 

２７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　６・１３・２０・２７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　２０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　１９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　２１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１１月生まれ

興幼児食教室
と　き　２６日（火）
　　　　受付１０時～１０時３０分
内　容　おやつ作り・個別相談
対　象　子どもと保護者（先着１０組）
締　切　１月１９日（火）　※申込制

興２回目フッ化物塗布
と　き　２８日（木）１３時４５分～１４時
内　容　歯科診察・フッ化物塗布
対　象　平成２６年１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
嬉野市　嬉野町森医院　　　　　　緯０９５４（４３）０７２５５日（火）
嬉野市　嬉野町樋口医院　　　　　緯０９５４（４３）１６５２１２日（火）
嬉野市　嬉野町福田医院　　　　　緯０９５４（４３）０５５０１９日（火）
嬉野市　嬉野町うれしのふくだクリニック　緯０９５４（４２）１２１１２６日（火）

建おくすりノートを持っていきましょう

　子宮頸がん予防ワクチンの接種後に、持続的な痛みなどの

副反応により生活に支障がでた人の支援のため、専用の相談

窓口を設けましたので、ご相談ください。

※詳しくは、県ホームページをご覧ください

受付時間　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）

　　　　　８時３０分～１７時

【今月の特集】

【医療、救済などに関する相談窓口】（総合相談案内）
　県健康福祉本部健康増進課

緯０９５２（２５）７０７５

【学校生活に関する相談窓口】
　県教育庁学校教育課保健体育室

緯０９５２（２５）７２３４

子宮頸がん予防ワクチンの予防接種後の相談窓口
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１日（祝）～３日（日）、
９・１６・２３・３０日（土）、
１０・１７・２４・３１日（日）、１１日（祝）

市役所
保健センター

１日（祝）～３日（日）
市民交流プラザ
（かたらい）

１日（祝）～３日（日）、
５・１２・１９・２６日（火）、１１日（祝）

子育て支援センター
（わ・わ・わ　ぽっと）

１日（祝）～４日（月）、１２日（火）、
１８・２５日（月）、２８日（木）

市民図書館

１日（祝）～４日（月）、
１２日（火）、１８・２５日（月）

生涯学習センター
（エイブル）

１日（祝）～３日（日）、
５・１２・１９・２６日（火）

陸上競技場・市民球場・
社会体育館

１日（祝）～４日（月）、
１２日（火）、１８・２５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２月２９日まで休場。
※蟻尾山グラウンド・ゴルフ場は、年始および芝の養生
　のため２月２９日まで休場。

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２４ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日
アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８１日（祝）
アルナ薬局鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７２日（土）
前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０３日（日）
オダ薬局吉田病院　緯（６２）３２０３１０日（日）
西牟田薬局森田医院　緯（６３）３９５６１１日（祝）
溝上薬局スカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５１７日（日）
溝上薬局西牟田店別府整形外科　緯（６３）３０６３２４日（日）
アルナ薬局浜町店薬師寺医院　緯（６３）５２８１３１日（日）

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１１月３０日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿島市

世帯６＋人２＋世帯１０,７６８人３０,５２４

世帯３＋人１－世帯　５,３５３人１４,１２４鹿　島

世帯０人２－世帯　１,１５３人  ３,６４６能古見

世帯２＋人６＋世帯　１,０４９人  ３,２０９古　枝

世帯２＋人２＋世帯　１,０５７人  ３,０２７浜

世帯１－人０世帯　１,２０８人  ３,５５７北鹿島

世帯０人３－世帯　　　９４８人  ２,９６１七　浦

人２－人１４,３９５男

人４＋人１６,１２９女

のびのびサークル　『もうすぐ節分 ！鬼は外概福は内竃』
　対　象１歳７ヵ月児～就学前児と保護者

１８日（月）子育て支援センター
　　　　１０時～１２時

よちよちサークル　『ちょっぴり早い節分を楽しもう♪』
　対　象５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

２５日（月）子育て支援センター
　　　　１０時～１２時

山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
鹿島設備　　　　　　緯（６３）３２２８
マツモト　　　　　　緯（６３）１８４１
大隈設備　　　　　　緯（６２）１３０２
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

　１日（祝）
　２日（土）
　３日（日）
　９日（土）
１０日（日）
１１日（祝）
１６日（土）
１７日（日）
２３日（土）
２４日（日）
３０日（土）
３１日（日）

郭市ではLINEによるイベント情報などの配

　信を行っています（友だち追加用QRコード）

LINEホームページ　http://line.naver.jp/
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善 行 紹 介

１２月１０日

株式会社スーパーモリナガ様

からご寄附をいただきました。

『自社の営業上、避けては通

れない廃棄物や環境への負荷

の課題に対し、少しでも役立

てて欲しい』というお気持ちか

ら始まったご寄附ですが、今

回で１８回目になります。

市では、今回のご寄附を環境

保全対策に活用させていただ

きます。

１１月１９日から２２日に岩手県で開催され　１１月１９日から２２日に岩手県で開催されたた

全日本ボクシング選手権大全日本ボクシング選手権大会会（ライトウエルター（ライトウエルター

級級））で、鹿島市出身の川内選手が、見事２年連で、鹿島市出身の川内選手が、見事２年連続続

８度目の優勝を飾られました。現在はリオ五輪８度目の優勝を飾られました。現在はリオ五輪をを

目指し練習に励まれています目指し練習に励まれています。。

今後の活躍にも大きな声援をお願いします　今後の活躍にも大きな声援をお願いします。。

川内将嗣選手 優勝おめでとう川内将嗣選手　優勝おめでとう！！

　先月号から引き続き、新籠海岸で見ることができる主な渡り鳥を紹介します。野鳥観察

を通じて、有明海の豊かな干潟を見つめなおしていきましょう。

　　　　　　 　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！
⑥　肥前鹿島干潟は渡り鳥の宿場　その２

　主に中国から渡ってきて、
有明海で冬を越すカモメの仲
間です。名前の由来は、夏の
羽では頭部が黒くなることか
ら。稲刈り後の田んぼで休ん
でいる姿も見られます。

怯ズグロカモメ

観察時期　１２月～翌年３月

　近年、個体数が減少してお
り、環境省レッドリストで絶
滅危惧種に指定されています。
干潟の上を縦横無尽に走り回
り、餌を探している様子がか
わいらしいです。

怯シロチドリ

観察時期　１２月～翌年３月

１０月２４日から２６日に和歌山県で開催さ　１０月２４日から２６日に和歌山県で開催されれ

た全国障害者スポーツ大会（ボウリング競技の部た全国障害者スポーツ大会（ボウリング競技の部））

で、鹿島市出身の石橋選手が、見事準優勝を飾で、鹿島市出身の石橋選手が、見事準優勝を飾らら

れました。おめでとうございますれました。おめでとうございます。。

石橋友之選石橋友之選手手　準優勝おめでとう準優勝おめでとう！！

鹿島ロータリークラブ様より、屋外用ソーラ　鹿島ロータリークラブ様より、屋外用ソーラーー

電波時計をエイブル玄関前に寄贈いただきました電波時計をエイブル玄関前に寄贈いただきました。。

１１月２２日、創立５０周年記念式典の際に　１１月２２日、創立５０周年記念式典の際に除除

幕式があり、『今後は鹿島市のシンボルの一つ幕式があり、『今後は鹿島市のシンボルの一つとと

して、また、皆さんの拠り所となれば』との思して、また、皆さんの拠り所となれば』との思いい

で設置いただきました。ありがとうございますで設置いただきました。ありがとうございます。。

善 行 紹善 行 紹 介介　


