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№１０６６

※『人のうごき』（人口・世帯数など※『人のうごき』（人口・世帯数など））は２７ページに移転しましたは２７ページに移転しました

１月１０日、平成７年度に生まれた新成人３０６人が参　１月１０日、平成７年度に生まれた新成人３０６人が参加加

しての『第６２しての『第６２回回（平成２８年）（平成２８年）鹿島市成人式』が市民会館鹿島市成人式』が市民会館でで

行われました。式典では、りりしいスーツ姿や、艶やかな行われました。式典では、りりしいスーツ姿や、艶やかな振振

り袖姿の新成人に対し、たくさんの来賓の皆さんからお祝り袖姿の新成人に対し、たくさんの来賓の皆さんからお祝いい

や激励の言葉が贈られましたや激励の言葉が贈られました。。

（裏表紙に関連記事があります（裏表紙に関連記事があります））

写写真真
鹿島市成人鹿島市成人式式
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箱根駅伝の常連チームが
鹿島で強化合宿を行います！

　今年１月の箱根駅伝で準優勝した東洋大学陸上競技部と、東京農業大学陸上競技部の皆さんが、今回初めてス

ポーツ合宿誘致制度を活用して、鹿島市で強化合宿を行います！また、箱根駅伝の常連チームである順天堂・明治・

大東文化大学の選手たちも参加します。

　選手たちは、陸上競技場やクロスカントリーコース、中木庭ダム周辺などを拠点として練習を行います。今年も

子どもたちを対象に、各大学による陸上教室や交流会も予定されています。期間中、練習中の選手を見かけること

もあると思いますので、市民の皆さんのお声かけやご声援をよろしくお願いします！

　　　　　　　　　　　　　　　　 　鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会事務局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生涯学習課文化・スポーツ係内）　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは

関東学連の強豪大学を誘致

昨年の合宿風景

寓大東文化大学生と園児の交流

スポーツ合宿誘致制度とは

　市内の恵まれたスポーツ資源を活かして

　　①スポーツの振興

　　②青少年の健全育成

　　③交流人口の拡大

　　④地域経済の活性化を図ることを目的として

　　　平成２３年度に創設したものです。

寓順天堂大学のトレーニングの様子

※合宿の情報は、鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会の

　フェイスブックでご覧になれます。
鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会 検索

隔

寓明治大学の陸上教室の様子

各大学の合宿日程（予定）

３　月２　月

明治大学

大東文化大学

順天堂大学

東洋大学

東京農業大学

２２日～２８日

１７日～２２日

２５日～２９日

１３日～１８日

１日～６日

東洋大学・東京農業大学　初参加！
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公認鹿島祐徳ロードレース大会
　皆さんの温かいご声援をお願いします！
　２月２８日（日）、祐徳稲荷神社参道（古枝　林業体育館前）をスタート・ゴールとする公認鹿島祐徳ロードレースが

開催されます。

　箱根駅伝で有名な大学の選手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。（鹿島で合宿を行う、

明治大学・大東文化大学などの選手も参加します。）沿道の声援は選手にとって何よりの力になります。温かいご声

援をお願いします。

　なお、レース中は交通規制が行われますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

怯公認とは？

　日本陸上競技連盟（以下『日本陸連』）から認

定を受けたコースや記録のことで、鹿島祐徳

ロードレースは１０ｋｍとハーフマラソンの

コースおよび記録が公認を受けています。

　ここで出た記録などは日本陸連に残される

ことになります（ただし、記録として残すた

めには、日本陸連に個人登録をした人に限ら

れます）。

と　　き　２月２８日（日）
と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参道

　　　　　（スタート・ゴール）

スタート時間　１０ｋｍ（公認）　　１０時

　　　　　２ｋｍ　小学生　１１時１５分

　　　　　２ｋｍジョギング　１１時１５分

　　　　　ハーフマラソン　１２時００分

　　　　　（２１.０９７５ｋｍ（公認））

　　　　　３ｋｍ　中学生　１２時１５分

 　鹿島市体育協会

　　　　　緯０９５４（６２）３３７９

詳しくは

コースおよび選手通過予定時間
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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。次のページの『かんたん！申告チェック』を参考に、申告が必要な人は受付期間内に申告をお願いします。

潤所得税・市県民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料にかかわる重要な申告です。

潤本人の申告により決定されますので、必ずご自身で集計・記載・提出しましょう！

潤どうしても都合がつかない人は税務課まで事前にご連絡ください。

潤申告書とお知らせを世帯に１部ずつ送付しています。追加で必要な場合は、税務課へご連絡いただくか、地区公

　民館に用意しています。（申告書は、お知らせに挟み込んでいます）

申告は正しくお早めに！ ３月１５日まで

怯武雄税務署申告相談日程

２月の申告相談日程【時間９時３０分～１５時３０分】

会　場対象者曜日

市役所５階
大会議室

◎確定申告（青色・白色）
営業・農業等の収支内訳書作成、
住宅借入金特別控除、
医療費控除等の各種控除、
株式・土地譲渡等の分離
所得申告、還付申告　等
の申告が必要な人
◎消費税申告（一般・簡易）

月２２

火２３

 　武雄税務署　緯０９５４（２３）２１２７
※音声ガイダンスに従って操作をお願いします。

詳しくは

怯申告に必要なものは？
皆さんの申告内容に合わせてご準備ください。
　①申告書・印鑑

　②事業所得の計算に関する書類閣収支内訳書・帳簿・領収書等

　③源泉徴収票、支払調書、家賃・地代、配当など収入金額が分かるもの

　④社会保険料の領収書または証明書

　⑤生命保険料・地震保険料の領収書または証明書

　⑥医療費・雑損・寄附金などの控除がある人は、その領収書

　　または証明書

　⑦所得税の還付を受ける人は、自分名義の預金通帳

　⑧障害者の人は、戦傷・障害者手帳または福祉事務所長の認定通知書

【収支内訳書についてのお願い】　
　個人で事業や不動産貸付などを行っている人は、記帳と帳簿書類の

保存が必要です。帳簿がないと収支内訳書が作れませんので、必ず事

前に記帳しておいてください。

市の申告相談よりも待ち時間が短く、早く受付
ができます。（２月のみ実施）

２月の申告相談日程【時間９～１６時】

会　場対　象　地　区曜日

市役所５階
大会議室

市内全域　※還付申告または年金のみの申告者
混雑が予想されます（２時間以上かかる場合もあります）

火１６

水１７

市内全域木１８

のごみふれ
あい楽習館
※午後からは
　能古見全域

大木庭・東三河内・西三河内・南川・筒口・
大殿分・川内・山浦・白鳥尾・山浦開拓・
番在開拓

金１９

伏原・下浅浦・中浅浦・上浅浦・中川内・早ノ瀬・
大野・広平・貝瀬・土穴・本城・中木庭

月２２

古枝公民館
大村方・鮒越・中尾・上古枝・下古枝・奥山・
久保山・竹ノ木庭・平仁田開拓・七開・矢答

火２３

北鹿島公民館
※午後からは北鹿島全域

本町・乙丸・中村・森・古城水２４

土井丸・井手・三部・新籠・常広・組方木２５

七浦公民館
※午後からは
　七浦全域

江福・飯田・龍宿浦・嘉瀬浦・音成金２６

大宮田尾・母ヶ浦・西塩屋・小宮道・
東塩屋・西葉

月２９

怯鹿島市申告相談日程

怯医療費控除を受けるには?
　あなたやあなたと生計を一にする親族のために平成２７年中
に支払った医療費がある場合、計算した金額を医療費控除とし
て所得から差し引くことができます。詳しくは事前にお配り
した『申告のお知らせ』または市ホームページをご覧ください。
※差額ベッド料・文書作成料・予防接種などは医療費に含まれ
　ません。また、高額療養費や保険金等で補てんされた金額は
差し引かれます。
※領収書から個人別・病院別に計算をして申告してください。

確定申告・市県民税申告のお知らせ

３月の申告相談日程【時間９～１６時】

会　場対象地区曜日

浜公民館
新方・庄金・南舟津・
中町・浜新町・湯ノ峰・
野畠・北舟津・八宿

火１

市役所５階
大会議室
※午後からは
　市内全域

高津原水２

西牟田木３

城内・大手・東町・新町
中牟田・横田

金４

若殿分・末光・馬渡月７

納富分・井手分火８

行成・執行分水９

小舟津・犬王袋・世間・重ノ木木１０

市役所５階
大会議室

市内全域
混雑が予想されます（２時間
以上かかる場合もあります）

金１１

月１４

火１５

○税務職員を装った『振込め詐欺』にご注意ください。

 　税務課課税係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１８

詳しくは
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市県民税申告が必要です。
※内容によっては確定申告が必要です。

いいえ

は　い

いいえ は　い

いいえ

いいえ

は　い

いいえ

勤務先事業所は給与支払
報告書を市役所へ提出し
ていますか？（提出の有
無は勤務先へご確認くだ
さい。）

確定申告が必要です。

市県民税申告が必要です。

年金収入がありますか？

営業・他事業・不動産・
農業・保険満期・一時・
土地等の譲渡・雑(個人
年金)等の所得を合算し
たら所得税が増額または
減額されますか？

市県民税申告が必要です。
※内容によっては確定申告が必要です。

市県民税申告は原則不要ですが、扶養
控除や医療費控除等を受ける場合は申
告が必要です。
※所得税の精算をする場合は確定申告
が必要です。

確定申告が必要です。

年金・営業・他事業・不
動産・農業・保険満期・
一時・土地等の譲渡・雑
（個人年金）等の所得が２０
万円以下ですか？

次のいずれかに当てはま
る場合
①給与収入が2千万円を
　超えていますか？
②主たる給与（年末調整
　済み）以外の給与収入
　が20万円を超えてい
　ますか？
③3カ所以上から給与を
　受けていますか？

市県民税申告は原則不要ですが、年末
調整がされていない場合や医療費控除
等を受ける場合は申告が必要です。　
※内容によっては確定申告が必要にな
ります。

給与収入がありますか？

いいえ

は　い

いいえ

は　い

は　い

は　い

いいえ

は　い

は　い いいえ

市県民税申告が必要です。
国民健康保険税・後期高齢者医療保険
料の軽減が受けられる場合があります
ので、必ず申告してください。

いいえ

平成２７年中に収入があり
ましたか？

平成２８年１月１日現在、
鹿島市内に居住していま
したか？

鹿島市に申告書（写）を提出してくださ
い。※申告可能

平成２８年１月１日現在、
鹿島市内に別荘・事業所
を所有していましたか？

国民健康保険・後期高齢
者医療保険の加入者です
か？

市県民税申告は原則不要ですが、所得
証明等を申請される場合は、申告が必
要です。

平成２８年１月１日現在居住の市（区町
村）で市県民税申告等をしてください。

所得税の確定申告書
（還付申告を含む）を提出
しますか？

かんたん！申告チェック

　申告が必要な人が申告をしていないと、所得税では

延滞税や加算税などが課せられます。それ以外でも、

国民健康保険税の軽減措置を受けられなかったり、児

童手当・保育所入所・公営住宅入居・事業資金の融資

などに必要な所得証明書などが発行できなかったりし

ますので、ご注意ください。

恭申告しないと…

　自分が申告する必要があるかどうか分からない人は、

下図の『かんたん！申告チェック』でご確認ください。

　不明な点は市役所税務課にお問い合わせください。

恭あなたは申告する必要がありますか？

市県民税申告は不要です。
税務署より確定申告書の
写しが市へ提出されます。

は　い

給与収入のみですか？

鹿島市内に居住する親族
の扶養控除の対象になっ
ていますか？

【パソコンを利用する人は…】
国税庁ホームページの『確定申告書等作成コーナー』
で確定申告書が作成できます。

URL　http://www.nta.go.jp

いいえ

年金収入のみですか？

いいえ

は　い

市県民税申告が必要です。
※内容によっては確定申告が必要です。

『公的年金等の源泉徴収票』が２
枚以上あるか、所得税が源泉徴収
されていますか？

は　い

いいえ

は　い

は　い

は　い

いいえ

いいえ



6 Ｈ２８(２０１６).２.1　広報かしま

　市では、毎年１２月４日～１０日の『人権週間』にお

ける啓発活動の取り組みとして、市内小中学生を対象に、

人権作文・標語・ポスターの募集を行っています。

　今年も人権や心の大切さなどを表現した作品がたくさん

寄せられました。それぞれの優秀作品を紹介します。

　作品をもとに、ご家庭でも家族一緒になって、人権につ

いて話し合いの場をもっていただければ幸いです。

 　人権・同和対策課　緯０９５４（６３）２１２６詳しくは

小中学生人権作文・標語・
ポスターコンクール
－　特選作品の紹介　－

平成 ２７年度

怯人権作文

特選作品の紹介　愚　人権作文

　わたしはどうとくで、『およげな

いりすさん』というおはなしをきき

ました。りすさんが、いっしょにあ

そびたかったのに、あひるさんやは

くちょうさんやかめさんが、

「およげないから、りすさんはだ

め。」

といって、三人でいってしまうおは

なしでした。

　わたしは、りすさんがかわいそう

でした。きっと、なかまにいれても

らえず、がっかりしたきもちだった

とおもいます。ひとりぼっちでおう

ちにいるとき、

「ぼくもいっしょにあそびたかった

な。」

とかなしいきもちだったでしょう。

　でも、あひるさんとかめさんとは

くちょうさんもいやなきもちになっ

ていました。りすさんに、わるいこ

とをいってしまったからです。おと

もだちにいやなことをいったら、じ

ぶんにいやなきもちがもどってくる

んだなとわたしはおもいました。

　わたしもなかまに入れてもらえな

くて、いやなきもちになったことが

あります。りすさんとおなじように、

なかまに入れてもらいたかったなあ

と、かなしくなりました。

　でも、わたしをなかまに入れてく

れなかった人も、もしかしたら、あ

ひるさんたちとおなじように、いや

なきもちになったかもしれません。

　なかまはずれは、した人もされた

人もいやなきもちになります。だか

ら、わたしは、ぜったいおともだち

をみんななかまに入れます。

　りすさんは、さいごは、かめさん

のせ中にのって、みんなのなかまに

入りました。わたしは、よかったな

あとおもいました。りすさんは、さ

いしょ、かなしかったけど、いまこ

うしてみんなとあそべるから、ずっ

とこんなふうになかよくしてほしい

なとおもいます。

　わたしも、おともだちとなかよく

して、たくさん、あそんだり、わ

らったりしたいです。

おともだちとなかよく

みはら　あき　さん
（浜小１年）

　わたしのいえは、おとうさんと、

おかあさんと、ふたりのおねえさん

と、わたしの五人かぞくです。

　こんど『じんけんさくぶん』をか

くことになり、おとうさんに

「じんけんさくぶんって、どんなこ

と？」

とききました。そしたら、おとうさ

んが

「人が、しあわせにいきるけんり。

どうしたら、みんなが、しあわせな

せいかつをおくりつづけることがで

きるのかということだよ」

といいました。

　わたしは、おとうさんのいってい

るいみがよくわからなかったので、

いろいろききました。

よこできいていたおかあさんが

「まいちゃんが、コンビニでかいも

のをしようとするとき、ほかの人が

わりこんできたら、どうおもう」

といいました。わたしは

「いやだなあとおもう」

といいました。

するとおとうさんが、

「そうだよね。人が、ふゆかいにな

ることをしたらいけないのだよ」

といいます。

　わたしも、がっこうのとしょかん

で、本をかりるとき、じょうきゅう

せいがわりこんで、いやなおもいを

したことがあります。じぶんがいや

なおもいをしたことは、人にしたら

いけないとおもいます。

　わたしのいえでは、テレビの「ス

カットジャパン」をよくみます。い

ままでは、おもしろいだけで、みん

なでわらってみるだけだったけど、

いまはじぶんかってなおばさんが、

おおごえでみせの人にもんくをいっ

ていると、うしろのほうから『天使』

がまいおりて「スカット！」してい

たり、イヤミかちょうが、カラオケ

でぶかをいじめたり、じぶんがいち

ばんじょうずだといっていたりする

とき、うたのうまい『天使』があら

われ「スカット！」したとき、こん

なわるいおばさんやイヤミかちょう

のようにしたらいけないな！とおも

うようになりました。

そして、かぞくみんなで

「こんなことしたら、されたほうは

きぶんがよくないのでしてはいけな

い」

とはなしあっています。

人のきもちをおもって

岩本 　まい　さん
（明倫小１年）
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　わたしの家の近所に小さな畑のあ

る大きな家があります。そこには、

おじさんがいて、小さな畑にピーマ

ンやトマトのやさいをそだてていま

した。

　おじさんは、よくわたしにとれた

てのやさいをくれたり、寒いときは

小屋のだんろに当たらせてくれたり

しました。やきたてのおもちをくれ

たり、楽しくお話したりしました。

わたしがおじさんのために絵をかい

たら、

「大事にするよ。」

と小屋にかざってくれました。すご

くうれしかったです。

　それからおじさんは、病気で入院

したりたい院したりしていました。

ひさしぶりにおじさんが帰ってきた

ときは、いつも通りわたしに、

「お帰り。」

と畑仕事であせをながしながら言っ

てくれました。

　それからとつぜんおじさんは、な

くなりました。そして、お母さんと

わたしは、お通夜に行きました。

おばさんが、

「よく来てくれたね。ありがとう。」

と言ってくれました。話を聞くと、

心ぞうが悪く、むりしてたいちょう

をくずしたそうです。

　あれから畑はかたづけられていま

す。わたしが、学校から帰ってきて

も

「お帰り」

と言ってくれるおじさんは、いませ

ん。

おじさんがいなくなっても、おじさ

んがしてくれたことはわすれません。

　命は一人にひとつしかないので大

切にしたいです。だからわたしは、

少しでも多くの命がすくえるように

なりたいです。

　自分が大人になったら、おじさん

がしたようにわたしも子どもたちに

やさしくしたいです。

畑のおじさん

下川　はるか　さん
（明倫小３年）

　ぼくのおばあちゃんは、きつい中

でもぼくがサッカーの練習に行く前

にごはんを作ってくれます。ぼくの

好きなおにぎりやえいようになる食

べ物を作ってくれます。だから、ぼ

くは練習がしっかりとできます。そ

して、ぼくが学校から帰ってくると

おやつを用意してくれます。おばあ

ちゃんが買ってきてくれたおやつは

とてもおいしいです。

　ぼくが病気になったときにおばあ

ちゃんはとても心配していつもそば

にいてくれます。また、休みの時、

おかあさんがいない日は、おばあ

ちゃんがめんどうを見てくれます。

トランプをしたりお話をしたりしま

す。そういうおばあちゃんは、とて

も大好きです。

　次は、お母さんのことについては

なします。ぼくのお母さんは、仕事

からおそく帰ってきます。けど、お

母さんは、きついともいわずに料理

を作ってくれます。お母さんのいっ

しょうけんめい作ったごはんは、え

いようたっぷりでとてもおいしいで

す。そして、仕事が休みの時は、ぼ

くのサッカーを見にきてくれます。

ぼくは、お母さんが見に来てくれる

と、とてもやる気がでます。

　お母さんは、時々お父さんとけん

かをするけど、ほんとうは、とても

なかがいいんです。お母さんは、

「なかがよくなるためには、けんか

をしなければいけないんだよ。」

と言ってくれます。だから、ぼくと

いもうとは、いつもけんかをするけ

ど、ほんとうは、とてもなかがいい

のかなと思いました。

　お母さんは、ぼくが、サッカーで

かつやくすると、ぼくがほしいスパ

イクを買ってくれます。だから、ま

すますやる気がわいてきます。そし

て、ぼくが、がっしゅくからかえっ

てくるとあったかいおふろと、ぼく

がだいこうぶつのごはんを作ってお

いてくれます。だから、家に帰ると

ほっとします。

　ぼくは、お母さんからひどくおこ

られたりするけど、ほんとうは、ぼ

くのことが好きだからおこっている

んだと思います。お母さんは、お友

達をいっぱいよんでも

「いらっしゃい。」

と笑顔で言ってくれて、お友達と楽

しく遊ぶことができます。だから、

ぼくは、お友達を家によぶことが大

好きです。きっと、ぼくのお友達も

ぼくの家に遊びにくることが大好き

だと思います。

　こんなにぼくを大事に育てても

らっているからぼくは、とっても幸

せです。大人になったら、大事に育

ててもらったごおん返しをしたいで

す。だから、これからもいろんな事

をいっしょうけんめいがんばりたい

と思います。

家族にありがとう

大隈　時貞　さん
（明倫小４年）
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　人権とは、私たちと周りの人々た

ちの心と体を守る大切な言葉です。

ですが、人権を守らない人がいると

世の中は、たくさんの人たちが傷つ

き、とても過ごしにくくなってしま

います。

　中でもいじめは、一人でなやんで

しまう人が多く、学校にも行けなく

なってしまう人もいます。

　なぜ、いじめが起きてしまうのか

考えると、いじめは、けんかからは

じまり、最初は一人対一人でも、い

じめる方は、だんだん増えてきて、

どんどんいじめられる方は、自分が

きらいになったり、人が信じられな

くなってしまうことがあります。

　私は、前にテレビで学校でいじめ

られて、口でしゃべることができな

くなってしまった人を見ました。

言っている方は、相手に自分の思っ

ていることをどんどんぶつけて言っ

ています。しかし、言われている方

は自分の気持ちをおさえつけてしま

うので、人に言われたことでどんど

ん自分が悪いんだと思ってしまいま

す。そして、人に言うきかいがない

と一生心に残してしまうそうです。

すると、大人になっても仕事につく

勇気がなく、社会で生きていくとい

うことができなくなってしまうそう

です。

　みんなの人権を守るには、おたが

いの良い所をたくさん見つけ、逆に

悪い所は理解してやり、ひとの失敗

を認め合う事が大切です。

　ほかにもルールを守ったりして、

当たり前のことを当たり前にすれば、

いじめという言葉は、この世からな

くなりとても楽しい世の中になると

思います。

　人のことを考えるというのは、あ

い手の気持ちを考えて思ったことを

すぐに口に出さないで、ちょっとで

いいから自分がこんなことを言われ

たら自分はどう思うかなと考える。

それだけで人を傷つけたり、いやな

気持ちにさせることは、ほとんど無

くなると思います。

　私は、これからいじめられている

人を見たら、知らないふりをせずに、

少しでもいいから話しかけてあげよ

うと思います。

　いじめは、人の心をきずつけるも

のです。いじめをこれから先、起こ

さないためには、相手に言葉を言う

とき、少し考えてから言葉を言えば、

目の前でいじめのせいで泣く人を減

らすことができると思います。

　まずは、クラスからそんな人を出

さなくていいように、みんな仲よく、

友だちの輪をずっとひろげられたら

いいなあと思います。

いじめについて

井上　里菜　さん
（古枝小５年）

　最近の日本では、男女の差別をな

くすためにいろいろ職業の言い方が

変えられてきました。

　例えば、看護師は昔、看護婦でし

た。しかし、「婦」は、女性という意

味なので、男女の差別があるという

ことで看護師になりました。スチュ

ワーデスの「デス」や保母さんの「母」

も女性という意味なので、キャビン

アテンダントや保育士になりました。

　ほかにも男女の差別だけではなく、

江戸時代の身分制度に由来する職業

の言葉があります。弁護士、税理士、

などです。この言葉は、最後に「士」

がつきます。「士」という字は、侍を

意味します。江戸時代で一番身分の

高い侍を意味する「士」をつけるこ

とで身分の高い職業であることを示

したそうです。このような考え方は、

身分の差別を生みます。また、肉屋、

魚屋などに使われる「屋」は、本来

自分の職業をけんそんする言い方で、

他人が使うような言葉ではなかった

そうです。

　差別用語は、みんながいつのまに

か使っていたりします。とくに身体

に関する言葉はよく耳にします。例

えば、「ハゲ」や「ブス」、「デブ」、

「馬鹿」などです。どれも言われた

人に対する侮蔑的差別的表現です。

絶対に使ってはいけません。

　最近は、障害者というのも差別的

表現ということで話し合いをしまし

た。障害者でも人間は人間です。

「害」という字が入っているので、

こういった人たちが自分たちの害悪

であるというイメージです。今は、

「害」の字をほかの漢字にしたり、

ひらがなにする場合もあります。。

それでも障害者への差別はかわりま

せん。それで、あまり日常で使わな

いのがいいと思います。

　このように差別用語はたくさんあ

ります。そして、日常でふつうに

使っていることが多いのです。その

言葉を言った人が差別だと分からな

くても、その言葉を言われた人が傷

つきます。差別用語は女性に対する

言葉、職業の言葉、身体に関する言

葉などがあります。どの言葉を使っ

ても言われた人は傷つきます。絶対

に使ってはいけません。

　職業に関する差別用語は、昔の

人々の身分制度からきています。差

別は、今に始まったことではありま

せん。社会でならったように昔から

身分がはっきり分かれていました。

昔から今にひきつがれているのです。

このような差別用語は最近では、ど

んどん言い方を変えて改善されてい

るものも多いです。それで、このま

またくさんの言葉が改善されるとい

いなあと思います。そして差別用語

をたくさん使う世の中にしていきた

くないと思います。

　言葉で人の意識が変わるのなら、

どんどんいい言葉を使っていきたい

と思います。友達に、親に、兄弟に、

おじいちゃんやおばあちゃんに心を

こめた言葉であいさつしたり話した

りすると、きっと周りが変わってく

ると思います。そして、私も変わっ

てくると思います。私はそう変われ

るよう、努力したいです。

使っちゃいけない！差別用語

山田　真夢　さん
（鹿島小６年）
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　多くの情報が飛びかう中、私達が
毎日必ず見たり聞いたりするものは
ニュースだと思います。その中で最
近よく耳にする言葉の中で、一番強
く印象に残っている言葉は「自殺」
です。その中でもいじめが原因で自
殺をする人の数が多く、何も悪いこ
とをしていないのに死ななければい
けない人たちがかわいそうだと思い
ます。
　しかし、最近は自殺だけでなく、
いじめている人がいじめられている
人を殺してしまうという殺人事件に
もつながっています。いじめは
ちょっとしたささいなことから始ま
り、いつ自分が加害者になるのか、
被害者になるのかわかりません。そ
こがいじめの怖い所なんだろうなと
思います。そのために、一人一人が
相手を思いやる気持ちを持っていな

くてはなりません。でもけんかをし
てしまうと、相手を思いやる気持ち
を忘れてしまうこともあるので、そ
のときは周りにいる誰かが止めてや
らなければいけないと思います。い
じめられて苦しんでいる人もいれば、
人をいじめて楽しんでいる人もいて、
他にもいじめられて苦しんでいる人
がいるのにそれを見て笑っているだ
けの人もいるのです。いじめられて
自殺した人も、いじめられてさえい
なければ、今も楽しく笑いながら過
ごせていたのかもしれないと思いま
す。なのにどうして死ななければい
けなかったのだろうかと思うと悲し
くなります。たった一つの命をいじ
めが原因で無駄にしてしまうのは、
生きたくても生きられなかった人た
ちに対して失礼なのではないかと思
います。
　今でも私達と同じくらいの子ども
や、それよりも小さい子供達が、病
気にかかるなどの理由で毎日を必死
に生きているのです。それなのに、
健康な体でありながら心が病にか
かってしまう。それはいじめが原因

で、その原因をつくりだす当事者は、
何か感じることはないのでしょうか。
そこまで深く考える機会がないのか
もしれません。しかし、人をいじめ
ることはよくないことですが、いじ
めている人も何か問題を抱えている
かもしれないので、全部いじめてい
る人が悪いとは思えません。
　そして、人権の大切さを子ども達
に教えていくことも大切だと思いま
すが、いじめを受けている子どもが
苦しんでいるということを周りの人
達になかなか伝えることができずに
いることが、今の世の中の現状です。
だからこそ、安心して大人達に相談
できるような環境を整えることが大
切だと思います。そして、相談を受
けたら相談してきた子どもを守って
いけるような対策をたてることが大
事なのではないかと思います。
　そうすれば、苦しむ人が減り、皆
が安心して過ごせる世の中になると
思うので、そのためにも一人一人が
人権について詳しく知っておく必要
性があると思います。

「現実と理想」

福山　日菜子　さん
（東部中３年）

特選作品の紹介　愚　人権作文

　今年で戦後七十年、これは戦争を
くり返す事なく日本が平和であると
いう象徴でとても幸せな事だと思い
ます。しかし先日あるテレビのシー
ンで、戦後という言葉が将来どこま
で受け継がれていくのか不安になり
ました。
　終戦後の一九四六年五月に戦争に
負けた日本が戦争に関する罪で連合
国から裁かれた東京裁判。この裁判
で戦争が始まった時の総理大臣で陸
軍大将だった東条さんは、戦争を始
めた理由に国を守るためには資源な
どを求めて戦争をするしかなかった
と主張されていました。私は、この
言葉からある人物が重なりました。
集団的自衛権について国の安全を守
るためにと主張された安倍総理大臣
です。国を守るために武器を持つと
主張された元総理大臣東条さん。国
の安全を守るためにと主張された総

理大臣安倍さん。国のために同じ事
がくり返されるのではないかと、と
ても不安で怖くなりました。
　東京裁判で東条さんは、「自衛上、
戦争する事も致しかたなかった」と
発言されました。この言葉から自分
の考えは正しい判断だったと主張さ
れているように感じました。正しい
と思うことが間違いかもしれない時
はどうしたらいいのでしょうか。自
分に置き換え考えると人に教えても
らうのが一番よい方法ですが、戦争
が始まってからは、国のために戦う
という空気がありました。この空気
を乱す事をすれば、間違った考えと
非難され同じ人間なのに敵、味方に
分かれ、個人の意見も人権も尊重さ
れにくくなり平和がなくなっていっ
たとこれまでの戦争体験者のお話や
人権集会から学びました。国のため
にという言葉で会いたい人にも会え
なくなり、夢も大切な物、何もかも
奪っていくのが戦争で、国を守るた
めに、国の安全のために武力をつけ
るのではなく、国の前に個人の安全
を大切にしていくことが大事だと思
います。日本を世界に認めてもらう

ため唯一の被爆国である日本が戦争
はしないと正しい事を行うことで、
他の国の見本になってほしいです。
　人間の身勝手で絶対に戦争を繰り
返してはいけないし、平和は祈るだ
けでも届きません。私は何をすれば
よいか考えた時、歴史の授業で先生
はある言葉をいつも私達に問いかけ
ます。「自分で考える。そして、人
に習ったことは全てではない」と。
私は平和な国を守っていくには日本
が犯してきた失敗や歴史を学び、考
える事が大切だと思いました。戦争
は国を守るための自衛戦争でした。
国のためではなく、一人一人の安全、
人権が尊重される社会でなければい
けないと歴史から学びました。戦争
を体験された方々の苦労の末にでき
たこの平和を大切にしていく為に一
人一人が学び考える事で人の考えに
まどわされない力や人任せにしては
いけないと感じます。正しい判断か
自分に常に問いかけながら戦後と
ずっといえる日本を私達の手で作っ
ていきたいです。

戦後といえる日本へ

織田　くれは　さん
（西部中２年）
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特選作品の紹介　愚　人権作文・人権標語

　私は「平和」について考えるとき、
本当にこのまま日本は戦争をしない
国でいられるのかなと不安になると
きがあります。今年は第二次世界大
戦の幕を閉じてからちょうど七十年
となりますが、世界全体を見てみる
と、この七十年間の中で外国では資
源やエネルギー、食糧、医療などを
めぐっての争いや植民地からの独立
をめざす戦争などさまざまな原因で
争いが起こっています。だから、ま
た日本が戦争に巻き込まれる可能性
も有り得るのではないかと思います。
現在も北方領土や竹島などの領土問
題も発生しているし、今年に入って
おきたイスラム国による殺害事件な
どもあります。なので、私達が住む
日本はまだ、完全に「平和な国」と
いえないのではないかと思います。
　私は、小学六年生から歴史を授業
で習い始めました。それまで「戦争」
について何も知識がなかったけど、
授業や戦争を体験した方々の話、小
学校六年生の長崎への修学旅行、五
月に行った広島への修学旅行を通し
て、たくさんの戦争の恐ろしさにつ
いて知っていきました。最近では、
全校登校日で戦争のビデオを見て、

改めて戦争の恐ろしさを感じました。
私が今も目に焼きついているのは、
長崎と広島への修学旅行で原爆資料
館に行ったときのことです。実際に
焼け焦げてボロボロになった服、熱
でとけたビン、放射線でやけどまみ
れになった肌の写真を見て、初めて
核兵器の崩壊力のすごさを知ること
ができました。そういった残酷な戦
争を体験した方々には、今も戦争で
家族をなくして悲しみを背負ってい
る人もいると考えると、とても胸が
痛くなります。現代の豊かで平和に
近づいた戦後の時代に生まれてきた
私は、兵士となり、戦争という悪夢
を祖父たちが通って生き抜いてくれ
たから今、自由に当り前のように幸
せな生活を送ることができています。
　私達は、実際に被爆者となって戦
争を体験したことはありません。で
も、だからこそ戦争で苦しまれた
方々の身になって十分に戦争を知り、
核兵器の恐ろしさを知り、核兵器の
恐ろしさを知り、一人一人の命の尊
さを知って、今何が自分にできるの
か考えることが大切なのではないか
と思います。そして、戦争の恐ろし
さを次の世代の人間に伝えていくの
が、私達、現代に生きる人間に任さ
れた義務だと思います。
　この作文を書き始めるとき、私は
「平和とは何だろう」と考えました。
戦争がないのが平和なのか、みんな
が笑顔で暮らすことができるのが平

和なのか。戦争がなくても食糧など
で苦しんでいる人も何人もいます。
日本のように豊かでない国に住む
人々は、毎日、水などの食糧を求め
ています。私は、そういった苦から
の解放もまとめて平和と呼ぶのでは
ないかと思います。でも、経済や自
然の問題というものは、解決するに
はたくさんのお金や時間がかかりま
す。よく考えると、「戦争のない平
和な国をめざす」というけれども、
そもそも同じ人間が戦争というおろ
かな争いを起し、同じ人間がすべて
を崩壊し、平和を奪う。そして、現
在も同じ人間が核兵器を開発して
いっています。そうして人が死んで
いく悪循環を繰り返し、何になるの
だろうと思います。同じ人間の戦争
への考え方が違うから戦争というも
のが起こるのなら、すべての国が平
和という方向を見つめ、歩んでいけ
ば「平和な世の中」は少しずつ実現
していくのではないかと思います。
そして、すべての国が協力し合える
世の中に私はしたいです。だから今、
私達が送っている幸せな生活を決し
てあたり前だと思わずに、一日一日
を大切に過ごしたいです。そして、
私達がこれまで戦争について学習し
てきたことを次世代へと継承してい
き、現代に生きる私自身、戦争につ
いてもっと深く考え、明るい世の中
を実現できるよう、今を見つめてい
きたいです。

世界の平和

岩本　梨花　さん
（西部中３年）

こまってる　ひとをたすける　そのゆうき

いのうえ　ゆうせいさん（古枝小１年）

いじめをね　見ているあなたも　共犯者

大園　景湖さん（西部中２年）

だれだって　消すことできる　差別の目

坂本　早紀さん（西部中２年）

はなれても　思いがつたわる　それが友

田雑　海斗さん（東部中１年）

世界中　命の重さは　同じだよ

中村　華菜さん（古枝小６年）

怯人権標語

大丈夫？　その一言が　おもいやり

浦　恒慈さん（鹿島小５年）

ともだちの　えがおとえがお　またあした

見じん　いろはさん（能古見小１年）

わるぐちを　ぽかぽかことばに　かえてみよう

みはら　くむさん（古枝小１年）

ありがとう　みんなが笑顔に　なるまほう

井上　瑞沙希さん（能古見小４年）
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怯人権ポスター

特選作品の紹介　愚　人権ポスター
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鹿島市人口ビジョンと

鹿島市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定しました

　まち・ひと・しごと創生法に基づき、鹿島市の人口の現状を分析し、今後目指すべき将来の方向と人口の将来展望

を示した人口ビジョンと、今後５カ年の目標や具体的な施策などを示した総合戦略を策定しました。

　詳しくは、市ホームページをご覧ください。

　http://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/10461.html

 　企画財政課企画係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

鹿島市まち・ひと・しごと創生総合戦略　（平成２７年～平成３１年）

　総合戦略では、人口減少に歯止めをかける

ために『しごと』の創出が『ひと』を呼び、

『ひと』が『しごと』を呼び込む好循環を作

り出すことや、安心して子どもを産み育てら

れる環境づくりを通して、将来にわたり活力

ある地域社会を実現していきます。

寓第１回鹿島市まち・ひと・しごと創生会議の様子

　（市内団体の代表者などで構成する会議で意見交

　換を行いながら策定を進めていきました）

愚まち・ひと・しごと創生（地方創生）とは

　国と地方が一体となって進める『地方創生』は、安定

した雇用の場や住みよい環境をつくり、都市圏から地方

への人の流れを生むことで、人口減少に歯止めをかけ、

活力ある地域社会を維持することを目指すものです。

鹿島市人口ビジョン　（平成２７年～平成７２年）

怯人口の現状

　本市の人口は、高度経済成長期が始まる昭和３０

年以降減少を続け、平成２２年には、３０,７２０人

と５５年間で８,７００人（２２％）減少してきました。

怯人口推計

　国立社会保障・人口問題研究所（以下、『社人研』と

いう）の推計では、平成７２年に本市の人口が

１６,７４６人まで減少すると予測されています。

怯人口の将来展望

　今後、人口減少に歯止めをかけるための施策を実

施して、出生率の向上や転入転出の状況が改善する

ことにより平成７２年の人口を２０,７０５人まで引

き上げていきます。

怯鹿島市の将来人口推計
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怯主な施策

１．鹿島の『ものづくり』をさらに磨きあげて、鹿島

　　ならではのしごとを生み出す

　　地域資源を組み合わせた付加価値の高いものづく

　りを推進することによって足腰の強い地域産業の構

　築と就業機会の拡大を目指していきます。

　【主な施策】

　喰農産物のブランド化と生産コスト低減による競争力の強化

　喰既存中小企業者・新規創業者および第２創業者への支援

　喰新たな産業の創出と産業活性化施設『海道しるべ』

　　の活用　など

２．定住促進と交流人口の拡大

　　子育て世代向け住宅の整備や空き家・空き地の有

　効活用を通じて、鹿島市への定住促進を図ります。

　さらに酒蔵ツーリズムなどの強みを生かして市内で

　の回遊性を高め、長時間滞在可能な観光施策を行っ

　ていきます。

　【主な施策】

　喰居住の安定や定住促進のための子育て世帯向け住宅の供給

　喰酒蔵ツーリズム遺の推進

　喰道の駅をはじめとした観光関連施設の整備・充実　など

３．若者の定住を促し、安心して結婚・出産・子育て

　　ができる環境づくりの推進

　　『結婚・出産・子育て』という人生のライフステージ

　それぞれにおいて、安心して子どもを産み育てられる

　環境を作るため一貫した切れ目ない支援と地域社会で

　子育てを支える環境づくりを推進していきます。

　【主な施策】

　喰多様な保育ニーズに対応した子育てサービスの環境整備

　喰利用者支援事業による子育て世帯の個別ニーズの把握

　喰学校施設の計画的な大規模改造事業の実施　など

４．安全・安心の確かな暮らしを営む、ずっと住み続

　　けたいまちの実現

　　防災・減災体制の強化をはじめ、都市基盤の整備を

　図っていきます。また、自然共生社会の形成や地域

　の『絆』づくりの推進、郷土愛を育むふるさと教育

　などを通じて『地域に愛着が持てる』、『このまちに住

　んでよかった』と市民が思えるようなまちづくりを

　目指していきます。

　【主な施策】

　喰行政と住民が一体となった防災・減災体制の強化

　喰人に優しい道路の整備とバリアフリー化

　喰自然共生社会の形成　など

愚制度の手続きに便乗してお金を要求するもの

　『マイナンバーカードの登録手数料にお金が必

要』などと言われお金を要求された。

愚個人情報を聞き出そうとするもの

　マイナンバー制度のアンケートとして、家族構

成や年金受給者かどうかを聞かれた。『マイナン

バー制度の導入に伴い個人情報を調査中です』と

言われ、資産や保険の契約状況などを聞かれた。

愚情報流出があったとしてお金を要求するもの

　『あなたのマイナンバーが流出している。登録

を抹消するには第三者から名義を貸してもらう必

要がある』などと電話があり、さらに別の者から

『名義貸しは犯罪になって逮捕される』などと言

われ解決するためのお金を要求された。

マイナンバー制度に
便乗した詐欺に注意！
潤マイナンバーの通知や利用手続きなどで、国や自治体の

　職員が口座番号、資産や年金・保険の状況などを聞くこ

　とはありません。

潤不審な電話はすぐに切ってください。

潤万が一、金銭を要求されても決して支払わないようにし

　ましょう。

潤怪しいと思ったら、次の相談窓口にご相談ください。

 

　消費者ホットライン　緯１８８

　鹿島警察署　　　　　緯＃９１１０または

　　　　　　　　　　　緯０９５４（６３）１１１１

相談窓口

！被害に遭いそうになった事例
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情報掲示板ワイド

　平成２８年度に就業を希望する人の登録を受け付け

ます。雇用する際は面接などを行う予定です。

　なお、登録されても雇用されない場合があります。

職　　種　一般事務、保健師（看護師）、土木など

対　象　者　年齢や居住地は問いません。

応募方法　市役所３階総務課や市のホームページで配

　　　　　布する専用の「登録申請書」に必要事項を記

　　　　　入して、総務課に提出してください。

登録期間　平成２８年２月１日～平成２９年１月３１日

 　総務課職員係　緯０９５４（６３）２１１３詳しくは

市役所日日雇用職員の登録を受け付けます
募
　
集

～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。

なくどなたでも自分のペースで参

加できます。

　ご夫婦で、お友だちと一緒になど

お誘い合わせのうえ、ふるってご参

加ください。

と　　き　毎週金曜日（３月２５日まで）

　　　　　１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　七浦体育館

参　加　費　無料

持　参　品　飲み物、シューズ、タオル

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは

ロコモ予防運動教室

　この教室は介護予防のための身

体づくりを目的にしています。ス

トレッチやリズムダンスなど佐賀

大学で開発された介護予防プログ

ラムに基づいていますので、無理

ＮＯ．３

大綱（素案）の概要

　胸名　称　『鹿島市子ども教育大綱』

　胸大綱に掲げる基本方針

　　『つながり』と『信頼』の関係を強め、

　　『やる気』を呼び起こす『みんな』ですすめる教育

　喰基本方針に基づき６つの分野における個別方針を

　　定めます。

　胸期　間　平成２８年度～平成３２年度　（５年間）

意見をできる人

　市民、市内への通勤・通学者

　また、市内に事務所等を有する法人・団体

意見を求めるための公表資料および資料取得方法

　市のホームページに掲載します

　また、市役所３階総務課でも閲覧ができます

意見の記載・提出方法

　胸記載の仕方については、形式などは問いませんが、

　　住所、氏名（名称、代表者名）を明記してください

　胸提出方法は、総務課へ直接提出するか、ＦＡＸ、　

　　郵便、電子メールで送付してください

意見募集期間　２月１日（月）～２月２９日（月）

 

　〒８４９－１３１２

　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　鹿島市役所　総務課　総務係

　緯０９５４（６３）２１１３

　姉０９５４（６３）２１２９

　糸soumuka@city.saga-kashima.lg.jp

提出・問合せ先

『鹿島市子ども教育大綱』（素案）
に関する意見を募集します

募
　
　
集

　地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の

策定を予定しています。

　そこで、市民の皆さんの意見を参考とするため、意見を募集します。
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情報掲示板ワイド

ジェネリック医薬品に関するお知らせ
～国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者の皆さんへ～

お
知
ら
せ

　国民健康保険と佐賀県後期高齢者医療広域連合では、現在服用している薬をジェネリック医薬品（後発医薬品）に

切り替えた場合に、薬代の自己負担額をどのくらい軽減できるか試算した差額通知ハガキを『ジェネリック医薬品

に関するお知らせ』として、１月末に郵送しています。

通知の対象となる人

　該当月に処方された先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた

場合に、１カ月あたりの自己負担額の軽減が一定額以上見込まれる人。

通知の記載内容

胸薬代にかかった金額のみ表示しています。（実際の支払いには、

　技術料・管理料など、別費用が含まれていることがあります）

胸ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる可能性があるこ

　とをお伝えするもので、切り替えを強制するものではありません。

通知書に関するお問い合わせ専用窓口

　『国民健康保険中央会コールセンター』を設けています。

通知書裏面にコールセンターのフリーダイヤルが記載されていますので、ご利用ください。

 　佐賀県後期高齢者医療広域連合　業務課企画・保健係　緯０９５２（６４）８４７６

　　　　　市保険健康課国保係　　　　　　　　　　　　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

恭ジェネリック医薬品とは？

　ジェネリック医薬品は、最初に作ら

れた薬（先発医薬品）の特許が切れた

後に販売される医薬品です。先発医薬

品と同等の有効成分・効能・効果をも

つ医薬品ですが、まったく同一という

わけではありません。

　ジェネリック医薬品を希望する場合

は、まずは、かかりつけの医師・薬剤

師へご相談ください。

～ 武 雄 税 務 署 か ら の お 知 ら せ ～
　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。

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）

http://www.nta.go.jp/作成コーナー 検索

隔

 　武雄税務署　緯０９５４（２３）２１２７詳しくは

と　　き　２月２０日（土）１３時３０分～１４時３０分

　　　　　受付　１３時２０分　※予約不要

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階

　　　　　子育て支援センター内　相談室

対　　象　妊婦

持　参　品　母子健康手帳

※託児あり（子育て支援センターひろばでスタッフがお世話します）

栢２８年４月から毎月定例開催します。

　詳細は広報かしま『くらしの情報』ページの子育て

　支援センター広報欄でご確認ください。

 　子育て支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）０８７４

　　　　　開館時間などは２７ページをご覧ください

詳しくは

マタニティサロン・ウテロ開催のお知らせ
募
　
集

　妊娠中の楽しいことや不安なことなど、お茶を飲みながらゆったりした気分でマタニティトークしませんか？

おなかの赤ちゃんへのもしもしトークや絵本の読み聞かせで、楽しいひとときを過ごしましょう～♪

　マタニティサロン・ウテロでは、情報交換や悩みの共有できる素敵な出会いの場をつくっていきたいと思います

ので、お気軽にご参加ください。
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お
知
ら
せ

海の森　植樹祭にご参加ください！
募
　
集

　市と市環境衛生推進協議会では、毎年３月に水産物豊かな有明海にするため、また、森林環境の保全を目的に、

河川の上流部に広葉樹を植栽する『海の森　植樹祭』を開催しています。

　今年は大谷森林公園（山浦区内）に、クリ、クヌギなど、約１,２００本の広葉樹を植樹します。

　ご家族やご友人などお誘い合わせの上、ぜひご参加ください！

と　　き　３月１２日（土）９時～１１時３０分（予定）

※荒天時は３月１９日（土）に順延、態度決定は１１日夕方

　に行い、申込者へ連絡します

集　　合　市役所前　９時

と　こ　ろ　大谷森林公園（山浦区内）

※シャトルバスで現地へ移動します

申込締切　２月２９日（月）

持　参　物　軍手、タオル、雨具

※前うちをお持ちの人はご持参ください。

そ　の　他　弁当や飲み物はこちらでご用意します

栢電話またはファックスで事前にお申し込みください

 

　農林水産課農山漁村係　緯０９５４（６３）３４１３

　　　　　　　　　　　　姉０９５４（６３）２３１３

申込・問合せ先

潤加入できる人

　鹿島市に住民登録をしている人

潤掛け金

　１人５００円（年額）で、加入は１人一口です。

　中途加入の掛け金も１人５００円です。

潤共済期間

　共済期間は４月1日から翌年３月３１日までです。

　４月1日以降に加入申し込みをされますと、翌日か

　ら共済対象となります。

潤加入申込

　市内の『ゆうちょ銀行・郵便局窓口』でできます。

　申込書も備えてあります。

潤交通災害の対象

　図のような走行中の交通

　事故による人身事故が対

　象となります。

潤その他

　災害見舞金の請求や詳し

　いことは、気軽にお問い

　合せください。

 　市民課市民年金係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７ 

詳しくは

平成２８年度交通災害共済の加入申込を受け付けます
お
知
ら
せ

潤最近、犬や猫の放し飼いが多く報告されています

　よくある問い合わせはふん尿被害です。飼い主は、

隣人のことにも気を使いましょう。

　犬の放し飼い（散歩時のノーリードも含む）は絶対に

やめ、ふんは必ず持ち帰りましょう。猫は室内飼育に

努め、トイレのしつけを行いましょう。また、首輪に

は、犬は鑑札・注射済票を、猫は迷子札を付けましょ

う。もし、迷子になっても家に帰ることができます。

潤もし迷子になったら？

　市環境下水道課、杵藤保健福祉事務所、鹿島警察署

へ届け出てください。一時保護されている場合があ

ります。また、見つかり次第連絡します。

潤飼育放棄による放し飼いや遺棄も報告されています

　病気や高齢になって飼えないから…は理由になり

ません。どうしても飼えなくなったときは、次の飼い

主を見つけてください。捨てたりすれば１００万円

以下の罰金に処せられる場合があります。

 

　市環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６

　杵藤保健福祉事務所　　緯０９５４（２３）３５０１

　鹿島警察署　　　　　　緯０９５４（６３）１１１１

届出・問合せ先

犬も猫も大切な家族の一員です　～ペットは責任もって飼いましょう！～
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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ときは　

　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。

※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ときは　

　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

　市内で、いろいろな分野で活動する団体の活動発表や作品の展示・即売を行います。記念講演では、女優の杉田

かおるさんによる『食から考える美と健康』をテーマに講演があります。その後には杉田さんと岩本初恵さんによ

るトークショーも行われます。岩本初恵さんは、健康食品からコラーゲン商品、ヘアケア商品など多くの商品を出

した人です。皆さんに十分に楽しんでいただけるものと思います。

お
知
ら
せ

鹿島市みんなの集いを開催します
イ
ベ
ン
ト

と　　き　３月１３日（日）　９時３０分～１５時

と　こ　ろ　市民会館およびその周辺

内　　容　９時３０分～　喰受付開始、青空市場、展示

　　　　　１０時～　　　喰開会セレモニー

　　　　　１０時３０分～　喰医学講座『健康で長生きするために』

　　　　　　　　　　　　講師　　祐愛会織田病院　織田良正医師

　　　　　　　　　　　喰ステージ発表　市内１０団体

　　　　　１３時３０分～　喰記念講演　１部：杉田かおる講演

　　　　　　　　　　　　　　　　　２部：杉田かおる・岩本初恵のトークショー

　　　　　　　　　　　喰アトラクション　ご当地アイドル『ピンキースカイ』のステージ

そ　の　他　入場整理券５００円が必要です。（市役所２階生涯学習課およびエイブルで購入できます。）

 　鹿島市みんなの集い実行委員会（市生涯学習課内）　緯０９５４（６３）２１２５詳しくは

寓杉田かおるさん 寓岩本初恵さん

※詳しくは国土交通省のホームページをご覧ください

　http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

航航航航航航航航航航航航航航空空空空空空空空空空空空空空法法法法法法法法法法法法法法がががががががががががががが改改改改改改改改改改改改改改正正正正正正正正正正正正正正さささささささささささささされれれれれれれれれれれれれれ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航空法が改正されまし たたたたたたたたたたたたたたた
愚ドローンなどの飛行の禁止区域や飛行方法などに関する規制

　ができました

愚落下など予期せぬことが起こりうることを認識して、ルール

　守って飛行させましょう

愚広場などは施設管理者が飛行を禁止している場合もあります

愚違反すると罰せられることがあります

 　鹿島警察署警備課

　　　　　緯０９５４（６３）１１１１

詳しくは
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
受 賞 者 紹 介

紺綬褒章　エスティ工業㈱様

１月２１日

市へ多額の寄付をされ市政へ

多大な貢献をいただいた功績

に対して、国から紺綬褒章が

授与されました。

この日、同社代表取締役社長

里民則様への伝達式を行いま

した。

災害のない１年を願って　－鹿島市消防出初め式－

　１月９日、中川グラウンドにて鹿島市

消防出初め式が開かれました。消防署

員・消防団員約５１０人が分列行進や、

中川での祝賀一斉放水を行い、今年１年

間の防災への決意を新たにしました。

　また式では、昨年１１月の火災で初期

消火活動をしていただいた人への感謝状

と、４年間無火災中の古枝分団、２年間

無火災中の浜町分団や、個人の功労者などがそれぞれ表彰されました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　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！
⑦　守るのは登録地だけじゃない！

　有明海の干潟を守っていくためには、干潟流域の環境を守るという

考えも大切になってきます。有明海の干潟は、森の栄養が川によって

運ばれることで、生き物がたくさん育まれる環境を保っています。

森・川・海が、すべて市内で繋がっていることが、鹿島市の大きな強

みです。

　また、干潟や河川、湖沼、サンゴ礁のほか、『田んぼ』も重要な湿地

の一つととらえられています。鹿島市には、たくさんの田んぼがあり

ますが、それらも自然の一部としてとても大切なものです。干潟を守

るためにも、私たちの暮らしと森・川・海のつながりについて考えて

いきましょう。

寓３月１２日に開催予定の『海の森』事業
　も森・川・海のつながりを意識した取
　り組みです（１６ページ参照）

　１月１９日、まだ日も出ない早朝、浜町

酒蔵通りを会場に恒例の『ふな市』が開催

されました。

　この日は時折雪がちらつく寒さでしたが、

活きのいい鮒の販売や『ふなんこぐい』の

試食や、さまざまなイベントが催され、二

十日正月用に鮒を買い求める人や珍しいふ

な市の様子を写真に収める人など、たくさ

んの人でにぎわいました。

３００年以上続く冬の風物詩　ふな市開催
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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

５００円／１回
材料代　３,０００円
（６回分前納）

エイブル２階

調理実習室

２月開講予定

（全６回）
米田　俊憲さん２０人男の料理教室②

５００円／１回
エイブル２階

和室
３月開講予定内川　摩弥さん２０人

ボディコンディショニ

ング講座②

会　員　０,５００円　
一　般　１,０００円　
材料代　０,５００円程

エイブル２階

調理実習室
３月開講予定

ジャンジラー・

スクワイさん
２０人

公開講座
世界の料理教室
～タイの料理と文化を学ぼう～

 鶴田 　
つ る だ

 英昭 　展
ひ で あ き床　の　間

コーナー

　鹿島市（古枝）出身の洋

画家、鶴田英昭さんの油

絵・スケッチの展示を

行っています。２月７日

からは展示が変わります。

ご本人によるギャラリー

トーク

　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　

　前　期　２月５日（金）まで

　後　期　２月７日（日）～３月２９日（火）

図書館からのお知らせ市　民
図書館

恭高齢者のレクリエーション講座（参加費：無料、定員：４５人）

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（保健センター内）

講　師　森　恵美さん（武雄市レクリエーション協会会長）

対　象　介護職またはレクリエーションを学びたい人

申　込　受付中（電話またはカウンターにて申し込みください）

恭早くて　便利！　インターネット予約

　図書館には行きたいけれど、ゆっくり本を選ぶ時間がない…。そん

なときには、インターネット予約サービスを利用しませんか。利用者

カードをお持ちの人ならば、簡単な登録で図書館のホームページから

借りたい本の予約ができます。

 　市民図書館 緯０９５４（６３）４３４３

　　　　　　　　　　　https://www.library.city.kashima.saga.jp/

詳しくは

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

と　　き　２月１４日（日）

と　こ　ろ　エイブルホール（全席自由・発売中）

前売券・当日券共通（１作品１回券）

潤一般　５００円　潤会員・高校生以下　３００円

※『マッドマックス』は１５歳未満の人は入場不可

寓鶴田英昭さん

～ 美 術 と 私 ～

エイブルからのお知らせなど

２０１５年度　　『ＡＮＮＩＥ／アニー』
えいぶるえいが　『マッドマックス　怒りのデス・ロード』

第９回

えいぶる事業

①９時３０分～　③１３時５０分～アニー

②１１時４０分～　④１６時～マッドマックス

　古典落語では若手随一と評判の柳家三三と、２１人抜きで真打昇進の春風亭

一之輔の豪華な顔合わせ！

 柳家 
やなぎや

 三三 ・
さんざ

 春風亭 
しゅんぷうてい

 一之輔 　ふたり会
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・発売中）

前　売　券　潤大人　２,５００円　潤高校生以下　１,０００円

※会員は各５００円引き、当日券は５００円増し

※前売券完売の場合、当日券はありません

※未就学児の入場不可 ▲柳家三三 ▲春風亭一之輔
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“piece of cake” 

今月のキーフレーズ

№１２２

　この表現は「簡単にできること、たやすいこと」という意味

で使われます。
レーラ先生

（ラリッサ）　あのテスト簡単だったよね？

（サ　ラ）　本当？私はかなり大変だと思ったけど…。

（ラリッサ）　じゃあ、次のために一緒に勉強しましょう。

　　　　　そうすれば、あなたも楽になるわ！

Larissa:
Sarah:
Larissa:

That exam was a piece of cake, wasn't it?
Really? I thought it was really hard!
Well, let's study for the next one together.
Then, it will be easy for you, too!

　平 成２７年１０月６日（火）か ら

１１月２７日（金）までの期間内に実

施される３年生家庭科の時間に、鹿

島市子育て支援センターの支援を受

け、保育実習（「赤ちゃん登校日（中

学生と親子の育ち合い事業）」）を実

施しました。乳幼児とのふれあいを

通して、また、子どもを慈しむ保護

者の姿を身近に感じた生徒たちは、

そこに自分の生い立ちを重ねること

で、自分が大切に育てられた存在で

あることに気づいていきました。

　授業が進むにつれて生徒たちは、

「かわいい」と思う気持ちから、幼

児をかけがえのない大切な存在と受

け止め、一緒に過ごす時間を大切に

しようとする気持ちに変わっていき

ました。親になったとき、我が子を

いとおしく思う気持ちがどの子にも

芽生えてきたようで嬉しく思えまし

た。

　授業を終えたある男子生徒は、

「全く知らない人の赤ちゃんでもか

わいかったから、自分の赤ちゃんな

ら、なおさらかわいいだろうなと

思った。自分の親もこうやって自分

を育ててくれたのかと思うと、少し

だけ…感謝の気持ちを持ちました。

自分がこんなにも親に甘えていたと

思うと少し照れくさい。だけど、こ

の時間は、親にとってはかけがえの

ない時間だっただろうなと思った。

僕もこのような時間を一緒に分かち

合えるような人が、将来見つかると

いいなと思いました。」と感想を記し

てくれました。

～保育実習～

“お父さん”から受け継ぐ、僕の

イクメン宣言

西部中学校

校学 だ よ り

No.２２５

こんなときこのひとこと、学校だより

（ローレン）　今夜の新しいスターウォーズの映画見れないと思う

　　　　　わ。売り切れなんだって！

（ディブ）　僕、その映画で働いている人知っているからチケッ

　　　　　ト手に入れられると思うよ！たやすいことさ！

Lauren:

Dave:

I don't think we can see the new Star Wars 
movie tonight. It's sold out!
Oh, I know someone who works at that theatre 
who can get us tickets! Piece of cake!

四Russian Words四
（ ロ シ ア の 言 葉 ）

 S   Dnem   Rozhdeniya ! :誕生日おめでとう！
ス デニョム ロズーデニヤ

 S   Novym   Godom ! :明けましておめでとう！
ス ノービム ゴードーム

 Pozdravleniya ! :おめでとう！
ポズドラブレニヤ
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古くなった消火器をリサイクル・廃棄するには？
　お近くのリサイクル申し込み窓口【特定窓口】に、直接持ち込んでください。

　処分には料金がかかります。消火器の大きさなどで違いますので、詳しくは

特定窓口へお問い合わせください。

愚料金リサイクルシール代＋処分手数料

　《参　考》　家庭用小型ＡＢＣ粉末２０型以下の場合

　　　　　　リサイクルシール代５００円＋処分手数料５４０円（税込）

　また、スプレーなどのエアゾール式は、中身を出して、その他のごみで捨ててください。

怯問い合わせ先

　㈱消火器リサイクル推進センター　緯０３（５８２９）６７７３

　受付時間　９時～１２時、１３時～１７時（土・日・祝日、休日を除く）

　ホームページもご覧ください　https://www.ferpc.jp/

 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

このごみどの袋など

No.１２５

レシピ監修　田中敏幸シェフ

～作 り方～

①切り身の両面に塩コショウをして、小麦粉をまぶす。

②フライパンにバターを入れ、中火でこんがり焼く。

③ワインを入れ、水分をとばす。

【ソース】

①フライパンに牛乳、かしま大豆のディップ、照り焼き

　ソースを入れ混ぜ合わせる。

②弱火で泡が出るまで温める。

③皿に盛り付けた魚にソースをかけてできあがり。

 　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

カラスカレイの照りディップ仕立て

かしまデリカテッセン おいしいレシピ♪ No.４

　今月は、かしま大豆のディップを使ったお魚料理のレシピを

ご紹介します。

電話番号住　所鹿島市内の【特定窓口】

緯０９５４（６３）２９０１大字森３１５㈱武田商事　鹿島営業所

緯０９５４（６３）４１３４浜町１２０５－１㈲鹿島防災具店

材料

・カラスカレイ（切り身）

・塩コショウ

・小麦粉

・バター

・ワイン

・かしま大豆のディップ

　（りんごを含む）

・牛乳

・市販の照り焼きソース

　１枚

適量

少々

大さじ１

大さじ２

大さじ２

大さじ４

大さじ３
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と　　き　２月１０日（水）１９時～

　　　　　開場１８時３０分

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　容　

潤講演会　『地方創生について

　　　　　～持続可能な地域づくり～』

　講　師　實松　尊徳さん

　　　　　（県さが創生推進課長）

潤委員会報告

　常任委員会の活動報告

　質疑応答・意見交換

 　議会事務局

　　　　　緯０９５４（６３）２１０４

 

　協会けんぽ加入者（被保険者）のご

自宅へ『ジェネリック医薬品軽減額

通知』を送付します。ジェネリック

医薬品に切り替えた場合、１カ月で

どのくらい薬代が節約できるかのお

知らせです。

対　象　者　次の要件を満たす３５歳以上の人

潤新薬を長期間服用している人

潤薬代の軽減が一定額以上見込める人

送付時期　２月末

 

　全国健康保険協会（協会けんぽ）佐賀支部

　緯０９５２（２７）０６１２

おお知知ららせせ
議会報告会

皆さんの声を聞かせてください

詳しくは

協会けんぽ加入者へ
ジェネリック医薬品で薬代を節約

詳しくは

 

　皆さんのご協力をお願いします。

　なお、今までに献血をお願いした

人には赤十字血液センターから案内

はがきが送られています。

と　　き　２月２２日（月）１０時～１６時

受付場所　ショッピングセンターピオ１階

 　鹿島ライオンズクラブ事務局

　　　　　緯０９５４（６３）４５７６

 

　後見人、保佐人、補助人、任意後

見人などの成年後見制度や、自筆証

書遺言などの遺言についての市民向

けの無料説明会を開催します。

と　　き　２月１１日（祝）１０時～１２時

と　こ　ろ　アバンセ４階第１研修室

　　　　　（佐賀市天神）

定　　員　５０人

怯成年後見・相続・遺言電話無料相談

と　　き　毎週火曜日１８時～１９時３０分

≪専用ダイヤル≫

　　緯０９５２（２９）０６３５

 

　成年後見センター・リーガルサポート

　佐賀支部（佐賀県司法書士会）

　緯０９５２（２９）０６２６

鹿島ライオンズクラブ
献血キャンペーン

詳しくは

遺言と成年後見の説明会

詳しくは

 

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、いろ

いろな作業についてお気軽にご相談、

注文ください。

恭家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉

のチップ（EM入り）はいかがですか。

　剪定した枝葉をチップ化し、それ

にＥＭ菌を混ぜて発酵させました。

この堆肥を使いやすい「袋詰め」やト

ラック「バラ積み」で格安にて販売し

ています。土づくりに最適です。

恭刃物研ぎいたします。

　包丁、かま、のこ、チェーンソー

などの刃物研ぎをお受けします。

と　　き　２月１８日（木）８時３０分～

※当日都合がつかない人は、前日ま

　でにセンターへご持参ください。

恭会員を常時募集しています。

対　　象　６０歳以上または３月まで

　　　　　に６０歳になる人

説　明　会　２月１８日（木）９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

こんな仕事もお受けします
シルバー人材センター

問合せ・ご注文

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９期の口座振替日は

２月２　９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

※（　）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１２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
（＋１１６）１８,１２９件（－３２０）１１,４９３人（－０８）４８人（－３０９）８,５６１件佐 賀 県 内
（＋０２９）１,００２件（－０１７）５３８人（－０１）７人（－０１２）４１５件鹿島警察署管内
（＋００８）５１３件（－００７）２８８人（　００）３人（－０２１）２１４件鹿 島 市 内

　平成２７年１２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区　分
鹿島市城内老人クラブ全国表彰祝賀会５,０００円１２月７日祝　儀
名刺印刷代２,４００円１２月４日

その他 年賀状６０枚３,１２０円１２月１５日
名刺印刷代４,５３６円１２月２８日
４月からの累計　３６０,３１５円１５,０５６円合　計

平成２７年１２月
市長交際費支出状況表
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情報掲示板　愚　お知らせ・講習会・教室

 

　国民健康保険・後期高齢者医療の

被保険者が亡くなられた場合、その

葬祭を行った人（喪主）に対し、申請

により葬祭費（国保２万５千円、後

期３万円）を支給しています。

　詳しくはお問い合わせください。

※葬祭を行った日から２年を経過し

　ますと、時効により支給ができな

　くなりますのでご注意ください。

 　保険健康課国保係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

 

　３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　２月２５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

 

　家屋を新築したとき以外に、増築

をした場合も固定資産税の課税対象

となります。

　また、改築をした場合も課税対象

となる場合がありますので、不明な

点がありましたら事前に税務課まで

お問い合わせください。

潤増築したとき

　家屋の床面積を増加させる場合は、

面積にかかわらず課税対象です

潤改築したとき

　基礎、柱などの骨組みだけを残し

て大幅に改築したような場合は、課

税対象です

栢ここでいう『改築』とは、通常の

　維持管理（クロスの張り替えや畳

　替えなど）の範囲を超え、家屋の

　価値を高め、またはその耐久性を

　増すこととなるようなものをいい、

　建築基準法の『改築』の区分とは

　異なります

※詳しくは、市ホームページに掲載しています

 　税務課課税係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１８

国民健康保険・後期高齢者医療
葬祭費の支給制度があります

詳しくは

介護保険制度説明会を
開催します

詳しくは

増築・改築をした家屋の
固定資産税の評価について

詳しくは

 

 

と　　き　３月７日（月）１２時～

と　こ　ろ　県総合保健会館（佐賀市）

内　　容　ヨガ教室、交流会

対　　象　がん患者とその家族（先着３０人）

参　加　費　３００円／人

持　参　品　飲み物、タオル

申込期限　２月２９日（月）

 

　佐賀県がん総合支援センター

　緯０１２０（２４６）３８８

　（月・水・金の１０時～１３時、１４時～１６時）

 

　高血圧、糖尿病、高脂血症、メタ

ボリックシンドロームとの関連も深

く、『新たな国民病』と言われている

ＣＫＤ（慢性腎臓病）に関する講演会

を開催します。

と　　き　３月１９日（土）

　　　　　１４時３０分～１６時

と　こ　ろ　佐賀市ほほえみ館４階

申込期限　３月４日（金）

※電話またはＦＡＸでお申し込みください

演　　題

①『ＣＫＤってなに？？』

②『腎臓に負担をかけない食事の簡単裏技概』

 

　県健康増進課疾病対策担当

　緯０９５２（２５）７０７４

　姉０９５２（２５）７２６８

講講習習会会・・教教室室
がん患者・家族集いの会

を開催します

申込・問合せ先

ＣＫＤに関する講演会
開催のお知らせ

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料理教

室を行っています。

と　　き　２月１９日（金）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

 

　介護に関する基礎知識・技術の習

得、医学の初歩的知識、他職種との

連携、介護職場の魅力などをわかり

やすく解説します。（参加費　無料）

と　　き　２月～３月（３日間）

　　　　　９時～１６時３０分

と　こ　ろ　県社会福祉士会館と

　　　　　西九州短期大学（佐賀市）

コ　ー　ス　

①若者コース

②子育て中・子育て後の女性コース

③中高年齢者コース

定　　員　３０人　※先着順

※申込方法など詳しくは県社会福祉

　士会ホームページをご覧ください

 

　佐賀県社会福祉士会

　緯０９５２（３６）５８３３

　http://saga-csw.com/

食改さんの料理教室

申込・問合せ先

初めての介護職研修
（佐賀会場）参加者募集

申込・問合せ先

地域別最低賃金

効力発生日１時間件　名

平成２７年１０月４日６９４円佐賀県最低賃金

特定（産業別）最低賃金

効力発生日１時間件　名

平成２７年１２月２５日７９５円一般機械器具製造業関係

平成２７年１２月２４日７６０円電気機械器具製造業関係

平成２７年１２月２６日６９５円陶磁器・同関連製品製造業

賞与、時間外手当、通勤手当、家族手当、精皆勤手当等は含まれません。

 　佐賀労働局　労働基準部　賃金室　緯０９５２（３２）７１７９詳しくは

佐賀県の最低賃金が改正されました
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　『誰もが安心して暮らせるまちづ

くり』の一環として、高齢者を地域

で見守る活動や、サロン・会食会な

ど、高齢者が地域で集う居場所作り

を進めています。この講座は、どな

たでも参加できます。

と　　き　２月１６日（火）１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

対　　象　ボランティアに興味がある人

内　　容　

潤高齢者の見守りや声かけのポイント

潤高齢者のサロンや長生き音頭講習　など

参　加　費　無料

定　　員　５０人　※先着順

 

　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

 

　『考えよう　未来を』をテーマに、

昨年、立ち見が出るほど盛況だった

吉田さんの講演です。（参加費　無料）

と　　き　２月７日（日）１３時３０分～

と　こ　ろ　市民会館ホール

演　　題

　『いのち輝く元気野菜の秘密』

　～今、こどもたちに残したいこと！～

講　　師　吉田俊道さん

　　　　　（ＮＰＯ法人大地といのちの会）

※当日参加もできますが、事前にお

　申し込みください

 

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

 

　放課後児童クラブの業務説明会が

開催されます。どなたでも参加でき

ますので、ぜひご参加ください。

と　　き　２月１５日（月）１０時～１１時３０分

と　こ　ろ　武雄市文化会館

内　　容

潤活動状況、業務内容の説明

潤各市町の勤務形態、処遇面等の説明

 　県こども未来課

　　　　　緯０９５２（２５）７３８１

ボランティア養成講座①
～高齢者の見守り・サロン・会食会～

詳しくは

鹿島市環境衛生推進協議会
講演会のお知らせ

申込・問合せ先

放課後児童クラブ支援員
説明会の開催

詳しくは

 

 

　昭和６０年に旭ヶ岡公園の桜の保

存と育成を目的に発足した鹿島市桜

樹保存会では、今日まで約４００本

の桜を植樹し、また、桜の生育調査

を行うなど、より良い桜の環境づく

りを目指しています。

　今年も皆さんとともに桜の木を植

樹します。ぜひご参加ください。

と　　き　２月２１日（日）１０時～

と　こ　ろ　旭ヶ岡公園

※ご寄付も、随時受け付けています。

　皆さんのご支援をお願いします。

 　鹿島市桜樹保存会事務局

　　　　　（鹿島青年会議所内）

　　　　　緯０９５４（６２）５６５６

 

　作業学習などで生徒が作った製品

を接客販売します。

と　　き　

潤中学部　２月５日（金）１０時～１６時

※中学部は学校内でも販売します

潤高等部　２月１６日（火）１０時～１６時

と　こ　ろ　ゆめタウン武雄

販　売　品　やきもの、木工製品、

　　　　　手工芸品、野菜、花苗など

※生徒による販売は１０時～１４時３０分です

 　うれしの特別支援学校

　　　　　緯０９５４（６６）４９１１

イイベベンントト
鹿島市桜樹保存会

植樹祭

詳しくは

うれしの特別支援学校
販売会の開催

詳しくは

 

　鹿島市交通対策協議会・鹿島地区

交通安全協会は、４月から小学校入

学予定の子どもたちへ、交通安全教

育のイベントを開催します。

　好天時には、屋外で白バイ・パト

カー展示、ヤマト運輸による交通安

全教室も実施します。

と　　き　２月５日（金）９時２０分～

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　容（変更になる場合があります）

胸交通安全劇場

　（賑い商はっぴぃ竃かむかむ）

胸県警音楽隊による音楽生演奏など

 　総務課防災係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１３

　２月２９日までは冬季公衆感電事

故防止月間です。

　たこなどが電線に引っ掛かったり、

切れて垂れ下がった電線を見つけた

場合は、絶対に近づかず九州電力に

お電話ください。

 　九州電力（株）武雄配電事業所

　　　　　緯０１２０（９８６）３０４

新入生のための交通安全
フェスタIN鹿島

詳しくは

連　絡　先

情報掲示板　愚　講習会・教室・イベント

農業委員会の委員と農地利用最適化推進委員を募集しています

定　　数　委員１０人、農地利用最適化推進委員２１人

募集期間　２月８日（月）まで

募集方法　公募と農業者などからの推薦により募集

応募方法　市ホームページからダウンロードまたは市役所２階農業委

　　　　　員会事務局に備付の届出様式により推薦応募してください

 　農業委員会事務局　緯０９５４（６３）３４１７詳しくは
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狂祐徳稲荷神社　節分祭

　３日（水）

狂祐徳稲荷神社　初午祭　

　６日（土）

狂えいぶるえいが　エイブルホール

　１４日（日）９時３０分～１８時

狂就活講座　ハローワーク鹿島

　１７日（水）１３時１５分～１４時３０分　要予約

　ジョブカフェSAGA緯０９５２（２７）１８７０

 

 

　今年も夜桜ボ

ンボリを行いま

す。ボンボリは

大手門から赤門

にかけての花の

トンネルや、公

園内に設置しま

す。

　ボンボリ設置に協賛いただける市

内の企業や団体を募集します。

設置期間　３月下旬～４月上旬ごろ

募集期間　２月８日（月）～（先着順）

 　鹿島市観光案内所

　　　　　（鹿島バスセンター１階）

　　　　　緯０９５４（６０）５１４５

 

 

対　象　者　求職者

※機械加工技術科はおおむね４０歳未満

訓練期間　４月５日（火）から６カ月

受　講　料　無料（別途テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期限　３月１日（火）

※施設見学や模擬体験もできます

 　ポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

その他のイベント

募募 集集
旭ヶ岡公園桜まつり

夜桜電飾ボンボリ協賛募集

詳しくは

平成２８年４月期
職業訓練受講生募集

定員募集訓練科

１５機 械 ・ CAD 技 術 科

１２機 械 加 工 技 術 科

１５板 金 ・ 溶 接 施 工 科

１８電 気 設 備 施 工 科

２４建 築 Ｃ Ａ Ｄ 科

詳しくは

 

　多くの皆さんに身近な存在として

国有林を感じていただけるようにモ

ニターを募集します。応募方法など

詳しくはお問い合わせください。

活動内容　

　広報誌や資料を送付し、国有林の

情報をお知らせするとともに、モニ

ター会議への参加やアンケートへの

回答など、ご意見をいただきます

期　　間　４月1日～平成２９年3月３１日

対　　象　森林・林業に関心のある人

募集締切　２月２９日（月）

 　九州森林管理局企画調整課

　　　　　緯０９６（３２８）３５１１

 

　当日は、市内６つの酒蔵の蔵開き

のほか、肥前浜宿、門前商店街など

市内各地でさまざまなイベントが行

われます。昨年は２日間で県内外よ

り約７万人のお客さんにお越しいた

だきました。

　鹿島市民のおもてなしの心で多く

の人をお迎えするために、イベント

当日のスタッフを募集します。

と　　き　３月２６日（土）、２７日（日）

 　鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会

　　　　　事務局（市商工観光課内）

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

 

 

　不動産の相続・売買・贈与などの

登記、供託、債務整理、成年後見、

遺言など司法書士業務全般に関する

いろいろなご相談をお受けします。

と　　き　２月２０日（土）１０時～１５時

と　こ　ろ　市民会館２階第５会議室

そ　の　他　当日は電話相談も受け付けます。

≪専用ダイヤル≫

　　緯０９５２（２８）７１８８

　　緯０９５２（２９）０６３５

 　佐賀県司法書士会

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

国有林モニター
を募集します

詳しくは

鹿島酒蔵ツーリズム娯
スタッフ募集

詳しくは

相相 談談
司法書士による

県下一斉無料法律相談会

詳しくは

 

狂無料法律相談（市民優先）

　４日（木）市民会館１階

　受付１３時～１４時（先着１０人）１３時３０分開始

　２５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

　４日（木）１０時～１５時

狂厚生年金・国民年金相談　

　市民会館１階サロン

　２・１６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

　３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　

　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）

　１０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６会議室

　２３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

　１８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

　２３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）

　１３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

　１７日（水）９時～１６時（時間外可）

　要予約　税務課緯（６３）２１１８

狂行政相談・人権相談・心配ごと相談

　市民交流プラザかたらい３階

　１０・２４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

その他の相談

情報掲示板　愚　イベント・募集・相談

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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２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７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

４日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２６年７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）

２５日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２７年１０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 

２４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　３・１０・１７・２４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　１７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　９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　１８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１２月生まれ

興離乳食教室（後期）
と　き　２３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　２５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２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　古枝中村医院　　　　　緯０９５４（６３）９２３４２日（火）
太良町田代医院　　　　　緯０９５４（６７）２１２０９日（火）
鹿島市　若殿分田中医院　　　　　緯０９５４（６３）４０８０１６日（火）
鹿島市　中牟田稗田産婦人科　　　緯０９５４（６３）３３０９２３日（火）

建おくすりノートを持っていきましょう

対　象　者　第１期：１歳～２歳未満

　　　　　第２期：平成２１年４月２日～平成２２年４月１日生（年長児）

　　　　　栢第２期（年長児）の接種期限は平成２８年３月３１日まで
接種回数　各１回

【今月の特集】 麻しん・風しん混合予防接種
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６・１３・２０・２７日（土）、
７・１４・２１・２８日（日）、１１日（祝）

市役所
保健センター

７日（日）
市民交流プラザ
（かたらい）

２・９・１６・２３日（火）、
７日（日）、１１日（祝）

子育て支援センター
（わ・わ・わ　ぽっと）

１・８・１５・２２・２９日（月）、
１２日（金）、２５日（木）

市民図書館

１・８・１５・２２・２９日（月）、
１２日（金）

生涯学習センター
（エイブル）

２・９・１６・２３日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

１・８・１５・２２・２９日（月）、
１２日（金）

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２６ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日
おおぞら薬局中村医院　緯（６３）９２３４７日（日）
溝上薬局北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６１１日（祝）
北鹿島薬局田中医院　緯（６３）４０８０１４日（日）
祐信堂薬局森田医院　緯（６３）３９５６２１日（日）
オダ薬局吉田病院　緯（６２）３２０３２８日（日）

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１２月３１日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿島市

世帯６＋人１－世帯１０,７７４人３０,５２３

世帯５＋人５＋世帯　５,３５８人１４,１２９鹿　島

世帯１－人７－世帯　１,１５２人  ３,６３９能古見

世帯３＋人１２＋世帯　１,０５２人  ３,２２１古　枝

世帯３－人４－世帯　１,０５４人  ３,０２３浜

世帯４＋人４＋世帯　１,２１２人  ３,５６１北鹿島

世帯２－人１１－世帯　　　９４６人  ２,９５０七　浦

人６－人１４,３８９男

人５＋人１６,１３４女

のびのびサークル　『ちょっぴり早いひなまつり会♪』
　対　象１歳７ヵ月児～就学前児と保護者

１５日（月）子育て支援センター
　　　　１０時～１２時

よちよちサークル　『はじめてのひなまつり竃』
　対　象５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

２２日（月）子育て支援センター
　　　　１０時～１２時

植松建設　　　　　　緯（６２）３５２６
家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
鹿島設備　　　　　　緯（６３）３２２８
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

　６日（土）
　７日（日）
１１日（祝）
１３日（土）
１４日（日）
２０日（土）
２１日（日）
２７日（土）
２８日（日）
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　　　広報かしま 編集・発広報かしま　編集・発行行
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この広報紙は再生紙を使用していま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この広報紙は再生紙を使用していますす

広報かしま原稿締切日

４月号３月号
３月３日２月１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
　２７ページに移転しました

　１月１０１月１０日日に行われた成人式では、久しぶりに会う同級生に行われた成人式では、久しぶりに会う同級生とと

の再会に自然と笑みがこぼれ、会場は華やかな雰囲気に包まの再会に自然と笑みがこぼれ、会場は華やかな雰囲気に包まれれ

ていましたていました。。

式典の中　式典の中でで、、新成人代表の峰松百合新成人代表の峰松百合ささんがんが、、「「両親をはじめ、両親をはじめ、

家族、先生方、地域の方々、そして素晴らしい友人たちなど家族、先生方、地域の方々、そして素晴らしい友人たちなど数数

多くの人たちに支えられ、励まされてきました。これからは多くの人たちに支えられ、励まされてきました。これからは社社

会に貢献し、少しでも恩返しできるよう、今後、多くのこと会に貢献し、少しでも恩返しできるよう、今後、多くのことをを

学び、努力していきま学び、努力していきますす。」。」とと力力強く決意強く決意の言葉の言葉を述べました。を述べました。

二十二十歳歳の門出を祝の門出を祝うう

　１２月２５日から２泊３日の１２月２５日から２泊３日の行行

程で、北鹿島小学校の児童１１程で、北鹿島小学校の児童１１人人

が韓が韓国国全羅南道 全羅南道 
チョルラナムド

高興 高興 郡の大西初郡の大西初等等
コフン

學校へ訪問し、児童との交流を學校へ訪問し、児童との交流を行行

いましたいました。。

平成２２年度より相互交流を　平成２２年度より相互交流を開開

始して今回で３度目の訪韓とな始して今回で３度目の訪韓となりり

ました。歓迎交流会では、事前ました。歓迎交流会では、事前にに

学習した韓国語で一人ひとりが堂々とスピーチを行うことができま学習した韓国語で一人ひとりが堂々とスピーチを行うことができましし

た。また、同日に開催された合同発表会では、ソーラン節を披露した。また、同日に開催された合同発表会では、ソーラン節を披露し、、

それぞれの文化を学び合い、友好を深めることができ、充実した交それぞれの文化を学び合い、友好を深めることができ、充実した交流流

となりましたとなりました。。

北鹿島小『韓北鹿島小『韓国国大西 大西 初等學校との姉妹校交流初等學校との姉妹校交流』』
テソ

寓寓竹竹下下　遼さ遼さんん
　（（市民憲章宣市民憲章宣言言））

寓寓峰峰松松　百百合合ささんん
　（（決意の言決意の言葉葉））

寓寓髙本真髙本真康康さん、さん、野中咲希さ野中咲希さんん
　（（記念品贈記念品贈呈呈））


