
8

№１０６７

※『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２３ページに移転しましたは２３ページに移転しました

～目 次～目　次～～
愚愚春のイベント情春のイベント情報報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２～４２～４
愚愚情報掲示板ワイ情報掲示板ワイドド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５５～～１２１２
愚愚エイブルに行ってみよエイブルに行ってみようう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３１３
愚愚こんなとき、このひとこと ほこんなとき、このひとこと　ほかか・・・・・・・・１４・・・・・・・・１４
愚愚トピックトピックスス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５１５
愚愚このごみどの袋 ほこのごみどの袋　ほかか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６１６
愚愚情報掲示情報掲示板板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７１７～～２０２０
愚愚３３月の健月の健康康・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１２１
愚愚３３月の子育月の子育てて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２２２
愚愚くらしの情くらしの情報報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３２３
愚愚春のイベント情春のイベント情報報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４２４

　２月１７日からの明治大学競走部をはじめ３月中旬まで２月１７日からの明治大学競走部をはじめ３月中旬までにに、、

関東学連の５つの大学の選手たちが鹿島でスポーツ合宿を関東学連の５つの大学の選手たちが鹿島でスポーツ合宿を行行

いますいます。。

写真は中木庭ダム周辺で練習する明治大学競走部の皆さ　写真は中木庭ダム周辺で練習する明治大学競走部の皆さんん

です。です。　　（詳しくは広報かしま４月号に掲載します（詳しくは広報かしま４月号に掲載します））

写写真真
鹿島でさらなる飛躍を鹿島でさらなる飛躍を！！　－スポーツ合宿－－スポーツ合宿－
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春のイベント情春のイベント情報報

　例年多くのお客さんに来ていただき大好評を得て、県外からも高い

注目を集めている『鹿島酒蔵ツーリズム』ＰＲイベント。今年も２日

間にわたり、矢野酒造、馬場酒造場、幸姫酒造、富久千代酒造、光武

酒造場、峰松酒造場の６蔵での蔵開きと、さまざまなイベントを同時

開催します。

と　　き　３月２６日（土）、２７日（日）　１０時～１７時

年に一度の市内６蔵の蔵開きを同時開催！

　各蔵でさまざまなイベントを開催し、『肥前浜宿花と酒まつり』『祐徳門前春まつり』『発酵まつりと鹿島おまつり

市』など各会場では、おもてなしイベントが満載。無料の循環バスも運行しますので、景品が当たる蔵めぐりスタ

ンプラリー（有料）と併せてお楽しみください。

建鹿島 酒蔵 ツーリズム遺２０１６
さかぐら

『鹿島の酒で乾杯！』

　日本酒どころ鹿島市で

は、『日本酒で乾杯を推進

する条例』を制定していま

す。これをＰＲするオリ

ジナルポスターやステッ

カーを配布しています。

　さまざまな機会にご活

用ください。

※裏表紙もご覧ください

①矢野酒造

　日本酒の試飲（一部有料）・販売、酒蔵案内、
　趣味の作品展・販売、酒粕（板粕）販売、
　サックスミニコンサート、甘酒のふるまい（２６日）、
　酒まんじゅうふるまい（２７日）

②馬場酒造場

　日本酒の試飲・販売、地粉を使っただご汁の販売、
　地元直売所による物産販売、酒蔵案内

③幸姫酒造

　日本酒・甘酒・梅酒の試飲・販売、地酒ソフト・
　どぶろくアイス販売、粕漬・珍味などの試食・販売、
　酒粕（板粕）販売、酒蔵案内

④富久千代酒造

　無料・有料試飲、唐津焼窯元と語り好みの器
　で試飲、鍋島数量限定販売、酒粕詰め放題、
　日本酒バー、フラメンコ（２７日）

⑤光武酒造場

　純米酒雫しぼりの搾り実演・販売、日本酒・焼酎
　の試飲・販売、もちつき、抽選会、
　日本酒カクテルＢＡＲ、足湯、軽食販売

⑥峰松酒造場

　日本酒・甘酒の試飲・販売、酒まんじゅうの販売、
　甘酒ソフトクリームの販売、粕漬け・漬物類の販売、
　酒蔵案内・昭和の部屋見学、
　ミニはね木搾りによる実演・販売

※各蔵のイベント内容は変更になる場合があります。
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春のイベント情春のイベント情報報

怯大お花見会場

　美しい桜並木の下、風情ある参道でお花見しません

か？大人から子どもまで楽しめるイベント満載です。

と　　き　３月２６日（土）、２７日（日）　１０時～１６時

内　　容

　潤着物で散策体験　　

　潤さがん酒飲み比べ『KAKU-UCHI』

　潤ハーレーダビットソンの展示　潤地酒販売　など

栢２６日のみのイベント　　

　潤不知火太鼓演奏などステージイベント

　潤働く車の展示　　潤門前マルシェ　など

建祐徳門前春まつり

怯なつかし ＣＡＲ にばる
カー

　クラシックカーファン必見！懐かしか～車が約

１００台！参道を埋め尽くします。

　『昔の発動機運転会』も同時開催。

と　　き　３月２７日（日）１０時～１５時

※１５時からは表彰式とエンディングパレード！

 　YOU-TOKU庵　緯０８０（１５３２）３２４０

　　　　　　　　　　　　http://monzen.sagafan.jp/

詳しくは

寓２日間限定“祐徳彩りいなり弁当”

　江戸から昭和の歴史漂う多良海道肥前浜宿、酒の神様感謝まつ

りや、合同蔵開き。新酒の香りと春の桜に酔いしれませんか？

と　　き　３月２６日（土）、２７日（日）　１０時～１７時

と　こ　ろ　肥前浜宿酒蔵通り、庄金地区ほか

内　　容　郷土芸能と音楽の祭典（面浮立・獅子舞・太鼓・民謡・

　　　　　日本舞踊・三味線・書道詩吟）、

　　　　　吹奏楽（県警音楽隊・東部中吹奏楽部）、

　　　　　角打ちコーナー、有田焼陶磁器技能士展、

　　　　　ＢＭＸ自転車パフォーマンス　など

 　肥前浜宿花と酒（咲け）まつり実行委員会

　　　　　（肥前浜駅内）　緯０９５４（６９）８００４

詳しくは

建肥前浜宿花と酒（咲け）まつり

酒蔵ツーリズム２０１６公式ガイドブック

　潤１冊３００円

　潤１００円×６蔵分の割引クーポン付き

　潤６蔵を巡ると景品が当たるスタンプラリー付き

※ガイドブックが無くてもイベントには参加できます

酒蔵ツーリズムオリジナル６蔵セット（３００ml×６本）

　両日、それぞれ５００セット販売します。

　先着順おひとり様２セットまで。

　潤限定１,０００セット４,０００円

　潤公式ガイドブック１冊付き

 　鹿島市観光協会　緯０９５４（６０）５１４５　姉０９５４（６０）４９４６

　　　　　　　　　　　　　　　　　ホームページ　http://sakagura-tourism.com

販売・問合せ先

寓ツーリズムオリジナルの６蔵セット（写真は昨年のものです）

※イベント当日３カ所の総合案内所で販売します。
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春のイベント情春のイベント情報報

建３月開催分 建４月開催分

ところ行事名
開始
時間

開催日

鹿島小・市民球場ほか桜まつり学童軟式野球大会　９:００1２・１３・１９・２１

市民球場鹿島市近接中学軟式野球大会　９:００２６日・４月２日

陸上競技場・サブグラウンド県観桜少年サッカー大会　８:３０２７日（日）

市民体育館ほか県下少女バレーボール観桜大会　８:３０２７日（日）

北公園４地区鹿島観桜テニス大会　９:００２７日（日）

ところ行事名
開始
時間

開催日

鹿島高校武道場観桜少年柔道大会　９:００３日（日）

市民武道館観桜弓道大会　９:００３日（日）

明倫小体育館桜まつり少年剣道大会　９:００３日（日）

大手門会館旭ヶ岡観桜俳句大会１０:００３日（日）

横田公民館桜まつりチャリティ茶会１０:００３日（日）

市民体育館観桜卓球大会　９:００３日（日）

西部中学校観桜中学女子ソフトボール　９:００３日（日）

市民交流プラザかたらい観桜福祉囲碁大会　９:００４日（月）

中川グラウンド観桜ゲートボール大会　８:００４日（月）

旭ヶ岡公園桜まつり県下民踊大会１０:３０４日（月）

建旭ヶ岡公園桜まつり
　好評を得ている花のトンネル『夜桜ボンボリ』を、今年も実

施します。佐賀県三大桜の名所旭ケ岡公園にお越しください。

期　　間　３月２５日（金）～４月５日（火）

　　　　　※桜の開花状況により期間を変更することがあります。

ライトアップ　１８時～２２時

 　商工観光課　緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

桜まつり関連行事

　桜満開。旭ヶ岡公園のほど近く鹿島中心市街地で発

酵食品やお酒を味わい、イベントで春のひとときを楽

しんでみませんか？

　と　　き　３月２６日（土）、２７日（日）

　と　こ　ろ　中心市街地　矢野酒造たつみの蔵、

　　　　　　稲荷通り（矢野酒造前）

怯かしま発酵まつり（矢野酒造たつみの蔵）

　※２６日（土）・２７日（日）１０時～１６時開催

　胸蔵開きの新酒と鹿島のおつまみで楽しむ

　　『深町宏、KA-na.』ミニコンサート

　胸特製おつまみの限定販売と鹿島の発酵食品の

　　試食・販売

怯ゆ～ゆんさがん酒呑みくらべ（稲荷通り）

　※２７日（日）９時～１６時のみ開催

　胸酒どころ佐賀県内の３種類の地酒飲み比べ（有料）

　胸大人が楽しめる射的

 　鹿島商工会議所　緯０９５４（６３）３２３１詳しくは

怯鹿島おまつり市（稲荷通り）

　※２７日（日）１０時～１６時のみ開催

　胸地元高校生によるオリジナル商品の販売など

　胸新鮮地元農産物・海産物の直売

　胸鹿島産間伐材を使った木工製品の展示・販売

　胸 海道 しるべ共同開発商品の試食・販売　など
みち

栢楽しいイベント盛りだくさん！

 　鹿島市産業連携活性化協議会

　　　　　（産業支援課内）

　　　　　緯０９５４（６３）３４１１

詳しくは

建発酵まつりと鹿島おまつり市

寓ゆ～ゆんさがん酒呑みくらべ
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軽自動車税の税額が変わります
お
知
ら
せ

怯原動機付自転車・小型特殊自動車・２輪の軽自動車・２輪の小型自動車

平成２８年度から
新税額

平成２７年度まで
旧税額

車 種 区 分

総排気量等

２,０００円１,０００円５０cc以下

原動機付自転車
２,０００円１,２００円５０cc超９０cc以下

２,４００円１,６００円９０cc超１２５cc以下

３,７００円２,５００円２０cc超（３輪以上）

２,４００円１,６００円農耕用
小型特殊自動車

５,９００円４,７００円その他

３,６００円２,４００円１２５cc超２５０cc以下軽２輪

６,０００円４,０００円２５０cc超小型２輪

怯軽３輪・軽４輪以上の車両

　平成２７年３月３１日までに最初の新規検査※を受けた車両は現行の税額ですが、新規検査から１３年経過した車

両（電気自動車等を除く）は重課税額が適用されます。また、平成２７年４月１日以降に新規検査を受けた車両は

新税額が適用され、特定の燃費基準を満たした車両は、平成２８年度１年間に限り下の表のとおり軽自動車の税額

を軽減します。　※新規検査とは、車検証に記載してある『初度検査年月』です

軽減税額（平成２８年度のみ）平成２７年４月１日
からの新税額

重課税額
（１３年経過した車）

平成２７年３月３１日
までの新規検査

車 種 区 分
２５％軽減５０％軽減７５％軽減

３,０００円２,０００円１,０００円３,９００円４,６００円３,１００円軽３輪

８,１００円５,４００円２,７００円１０,８００円１２,９００円７,２００円自家用
乗　用

軽
４
輪
以
上

５,２００円３,５００円１,８００円６,９００円８,２００円５,５００円営業用

３,８００円２,５００円１,３００円５,０００円６,０００円４,０００円自家用
貨物用

２,９００円１,９００円１,０００円３,８００円４,５００円３,０００円営業用

※軽減の要件の詳しい内容は広報かしま平成２７年６月号か市ホームページをご覧ください

情報掲示板ワイド

 　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

原付・バイク・軽自動車などの廃車・変更手続きはお忘れなく！
　軽自動車税は、４月１日現在の所有者に課税され

ます。３月３１日までに、車両を譲渡・廃車（解体）

した場合であっても廃車申告が提出されなければ、

課税対象となりますので、忘れずに廃車申告を行っ

てください。

怯原動機付自転車（125cc未満）・小型特殊自動車・

　農耕作業用など

手続き場所　市役所１階　税務課

必要なもの　標識（ナンバープレート）・印鑑

※標識を故意に破損したり返却を行わなかった場合

　は、２００円の弁償金をいただく場合があります

 　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

怯軽自動車・自動二輪（１２５㏄以上）など

手続き場所　佐賀県自家用車協会　鹿島・白石支部

　　　　　　緯０９５４（６２）３４９７

　　　　　　軽自動車協会　佐賀事務所

　　　　　　緯０９５２（３０）８４４２

必要なもの　

【名義変更】　車検証（軽２輪は届出済証）、

　　　　　　住民票（３カ月以内のもの）、

　　　　　　新・旧所有者の認印

　　　　　　※軽２輪は自賠責証書

【廃　　車】　車検証（軽２輪は届出済証）、

　　　　　　ナンバープレート、認印

※所有者がディーラーの場合は使用者欄に免許証等

　（健康保険証など）のコピーが必要です
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情報掲示板ワイド

お
知
ら
せ

ご利用ください　休日開庁の市民課窓口
～年度末・年度始めの土曜・日曜も対応します～

お
知
ら
せ

　転勤や進学などに伴い、住所

の異動が多い年度末と年度始め

に市民課では土・日曜日も手続

きを受け付けます。

と　　き　３月２６日（土）・２７日（日）、

　　　　　４月２日（土）・３日（日）の８時３０分～１２時

と　こ　ろ　市役所１階市民課窓口

内　　容　以下の手続きについて受け付けます

　　　　　潤転入・転出などの住所異動届およびこれに

　　　　　　伴う、国民健康保険・介護保険の手続き

　　　　　潤出生・死亡・婚姻等の戸籍に関する届け出

　　　　　※上記届け出の際は、本人確認のできる身分

　　　　　　証明書（運転免許証など）をご持参ください

 　市民課市民年金係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７

詳しくは

～時間外交付制度のご利用を～

　左の期間でなくても、仕事などで平日に市役所に

来ることができない人のために、市民課と税務課で

は次のような証明書などについて電話予約をして、

休日や夜間に受け取ることができる「時間外交付」

を実施しています。予約や受け取りについての詳細

はお問い合わせください。

愚市民課

　住民票の写し、印鑑登録証明書、納税証明書、

　課税証明書、所得証明書

愚税務課

　名寄帳、地籍図、評価通知書、公課証明書

 　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７

　　　　　税務課納税係　緯０９５４（６３）２１１８

詳しくは

３月は自殺対策強化月間です
お
知
ら
せ

　平成２７年中の自殺者数は全国で２３,８０４人、佐賀県では１５０人（国県ともに暫定値）であり、全国・佐賀

県ともに自殺者数は年々減っています。減少していますが、悩んでいる人に気づき、声かけをする、サポートは今

後も必要です。ゲートキーパーは専門の資格は必要でなく誰でもできます。

怯鹿島市自殺予防事業のご案内

潤こころの健康相談（臨床心理士による）

　病気、離職、いじめ、ひきこもり、人間関係などで悩ん

　でる人、どなたでも利用できます。（要予約）

　と　　き　月１回　水曜日　９時３０分～１２時

　相談時間　５０分／人　　　相　談　料　無料

潤ゲートキーパー研修会

　希望される団体は福祉事務所にご相談ください。

　研修時間　６０～９０分程度／回　　講　師　料　無料

 

　福祉事務所障がい福祉係　緯０９５４（６３）２１１９

予約・問合せ先

～一人で悩まず、まず相談を～

佐賀こころの電話　　　０９５２（７３）５５５６（平日９時～１６時）

佐賀いのちの電話　　　０９５２（３４）４３４３（年中無休　２４時間）

杵藤保健福祉事務所　　０９５４（２２）２１０５（平日８時３０分～１７時１５分）

鹿島市福祉事務所　　　０９５４（６３）２１１９（平日８時３０分～１７時１５分）

怯ゲートキーパーの４つの役割

気づき　家族や仲間の変化に気づいて、声をかける

　　　　※食欲がない、口数が少ない・・　

傾　聴　本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける

　　　　※否定をせず、聞く・・

つなぎ　早めに専門家などに相談するよう促す

　　　　※病院、行政などに相談・・

見守り　寄り添いながら、じっくりと見守る

　　　　※孤立を防ぎ、安心を与えます
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　水道の使用を開始するときや中止するときなどは

水道課への届け出が必要です。住民票の移転手続き

や死亡届とは連動しておりませんので、忘れずに手

続をしてください。

※電話・FAXでの受け付けはしていません。

　必ず水道課窓口までお越しください。

受付時間　月曜日～金曜日（祝日を除く）

　　　　　８時３０分～１７時１５分

※平日に来れない場合は、事前にお問い合わせください

 　水道課　緯０９５４（６２）３７１８詳しくは

届け出が必要な場合　

　潤水道の使用を開始するとき（開栓）

　　住所が分かるものと開栓手数料（２１６円）をご持参ください

　潤水道の使用を中止するとき（閉栓）

　　精算料金（口座引落不可）が掛かりますので、前回

　　料金を参考にご持参ください

　潤市内に転居するとき（転居先の開栓、転居元の閉栓）

　潤使用者の名義が変わるとき

　　（家族間での名義変更、会社名変更）

　　相続などであっても手続きが必要です

水道に関する手続き

　地域づくりのことなどでお困りのことがありましたら、次の事業を活用して解決を目指してはどうでしょうか。

ぜひ、お問い合わせください。

地域づくりを応援します！
お
知
ら
せ

怯自発の地域創生プロジェクト

　県の制度で、『地域の課題・資源はあるが、どれから

手をつけてよいかわからない。』『地域の課題整理はで

きており、課題解決に向けた取り組みを始めたいが、

具体的な手法がわからない。』『新しいアイデア、ノウ

ハウを取り入れたい。』『新たな取り組みにチャレンジ

したい。』など、課題を抱えている地域に専門家が入り、

地域の状況確認、課題・資源の発見・整理を行い、課

題解決に向けて地域の皆さんと一緒に考える事業です。

怯地域おこし協力隊

　国の制度で、地域おこしや地域の暮らしなどに興味

のある都市部の住民を地域おこし協力隊員として受け

入れ、その経験やアイデアなどを活かし『地域ブラン

ド化や地場産品の開発・販売・プロモーション』『都市

住民の移住・交流の支援』『農林水産業への従事』『住

民生活の維持のための支援』などの『地域協力活動』

に従事してもらい、あわせてその定住・定着を図りま

す。そして、その活動を通じて、地域の皆さんと一緒

に地域の活性化を図っていくことを目的としています。

 　企画財政課企画係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

社会体育施設の使用予約を受け付けます
お
知
ら
せ

　平成２８年度の社会体育施設の予約受け付けを開始します。なお、北公園テニスコートは、大会の予約のみ受け付

けます。

予約開始日　３月１５日（火）

予約受付月　４月～６月までの予約を受け付けます

電　話予約受付先施　設　名

（６３）２１２５生涯学習課北公園テニスコート

（６３）２１３８

鹿島市民立生涯学

習・文化振興財団

（エイブル内）

中川グラウンド

横田グラウンド

市民体育館、市民武道館

（６２）３３７３能古見公民館のごみふれあい楽習館体育館

（６２）２７４９古枝公民館
林業体育館

祐徳グラウンドＡ・Ｂ

電　話予約受付先施　設　名

（６２）２５３４浜公民館臥竜ヶ岡体育館

（６２）２０１４北鹿島公民館北鹿島体育館

（６３）１７６８道の駅鹿島事務所七浦海浜スポーツ公園体育館

（６２）３３７９
鹿島市体育協会

（陸上競技場内）

陸上競技場、

サブグラウンド 

市民球場

０８０（５２７２）８４０７市グラウンドゴルフ協会蟻尾山公園グラウンドゴルフ場

 　生涯学習課文化・スポーツ係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは
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　春先は空気が乾燥し、春一番のような強い風も吹くため火災が発生しやすい時季です。火の取り扱いには十分注

意し、『火の用心』を心がけましょう。
 　鹿島消防署予防係　緯０９５４（６３）１１１９詳しくは

住宅防火　いのちを守る　７つのポイント
【３つの習慣】

　潤寝たばこは、絶対やめましょう

　潤ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用しましょう

　潤ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消しましょう

【４つの対策】

　潤逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災警報器を設置しましょう

　潤寝具、衣類およびカーテンからの火災を防ぐために、防炎品を使用しましょう

　潤火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器等を設置しましょう

　潤お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくりましょう

お
知
ら
せ

春季全国火災予防運動が始まりました
－　３月１日（火 ）～７ 日（ 月 ）　－

お
知
ら
せ

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狂狂

教
教
教
教

橋
橋
橋
橋

平成２７年度　全国統一防火標語
『無防備な　心に火災が　かくれんぼ』

寓消太くん

全国消防イメージキャラクター

恭相談日時

　受付時間　９時３０分～１２時、１３時～１６時

※土・日・祝祭日の相談は佐賀県消費生活センター

　（緯０９５２（２４）０９９９）へ

お
知
ら
せ

消費者相談窓口のご案内
～『みんなが住みやすく暮らしやすいまち』を目指して～

お
知
ら
せ

０９５４（６３）３４１２電話番号鹿
島
市 鹿島市民会館１階サロン

月曜日
相談日

金曜日

０９５４（４２）３３１０電話番号嬉
野
市

嬉野市中央公民館２階第４研修室火曜日
相談日

嬉野市役所嬉野庁舎１階相談室木曜日

０９５４（６７）０３１２電話番号太
良
町

太良町総合福祉センター
しおさい館１階栄養指導室

水曜日相談日

　皆さんは、『投資詐欺』など悪質な商取引に巻き込まれて、実際に困った体験をされたことはありませんか？

　お困りでしたら次の窓口にお電話、または直接お越しください。

 　商工観光課商工労政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

詳しくは

況消費者行政について市長メッセージ

　皆様を取り巻く環境が大き

く変化していく中で、悪質商法

の巧妙化・複雑化も進んでおり、

新たな手口による消費者トラ

ブルのご相談も毎年のように

寄せられています。

　こうした状況の中で、鹿島市

は、『みんなが住みやすく暮ら

しやすいまち』を目指して、積極的に広報・啓発を

実施し、消費者行政活性化基金を活用するなど、消

費者行政の充実・強化に取り組んでいます。

　また、平成２５年度からは、嬉野市、太良町とと

もに、佐賀県南西部消費者行政連携協議会を設立し、

平日は毎日相談を受けることができるようになりま

した。今後も、さまざまな組織と連携を図りながら、

消費者行政に取り組んでまいります。



広報かしま　Ｈ２８(２０１６).３.19

情報掲示板ワイド

奥平谷キャンプ場オープンは４月２ ９日から
お
知
ら
せ

　今年も新緑の季節に奥平谷キャンプ場がオープンします！

　大自然の雄大さに触れながら、キャンプはもちろんのこと、バーベ

キューや山登り、川遊びもできます。

　あなたのスタイルにあった自然の楽しみ方を満喫してみませんか。

恭利用期間と申込方法

申込開始日　４月１日（金）　８時３０分～

申込方法　電話または市役所２階商工観光課へお越しください。

宿泊可能日　下記カレンダーの　　（薄い緑）の日を予定しています。

 　商工観光課観光振興係　緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

金額（円）備考（広さのめやす等）定員種類

１２,４３０２階建　和洋室　２０畳１０人
コテージ

１２,４３０平屋建　洋室　１３畳１０人

　２,２００４畳半６人

バンガロー 　２,５６０６畳半７人

　７,３５０2階建　８畳＋８畳２０人

　　　３６０現地管理人指示－持込テント

恭料金表

平成２８年４月

土金木水火月日

２１

９８７６５４３

１６１５１４１３１２１１１０

２３２２２１２０１９１８１７

３０２９２８２７２６２５２４

平成２８年６月

土金木水火月日

４３２１

１１１０９８７６５

１８１７１６１５１４１３１２

２５２４２３２２２１２０１９

３０２９２８２７２６

平成２８年８月

土金木水火月日

６５４３２１

１３１２１１１０９８７

２０１９１８１７１６１５１４

２７２６２５２４２３２２２１

３１３０２９２８

平成２８年９月

土金木水火月日

３２１

１０９８７６５４

１７１６１５１４１３１２１１

２４２３２２２１２０１９１８

３０２９２８２７２６２５

平成２８年７月

土金木水火月日

２１

９８７６５４３

１６１５１４１３１２１１１０

２３２２２１２０１９１８１７

３０２９２８２７２６２５２４

３１

恭利用可能日カレンダー

平成２８年５月

土金木水火月日

７６５４３２１

１４１３１２１１１０９８

２１２０１９１８１７１６１５

２８２７２６２５２４２３２２

３１３０２９

所　在　地　古枝甲９５６ー２、古枝甲９５６ー１７

住宅概要

隅５階建エレベーター無し。間取りは全て３ＤＫ。

隅駐車場有り。

隅家賃は２８,０００円～３３,０００円（棟・階数により変動）

隅敷金は家賃2カ月分。

※市外からの転入者に対する優遇措置有り。

対　象　者

　４月～９月までに入居を希望する人。

申　込　書

　３月１日（火）から都市建設課で『入居予備者申し込

みのご案内』を配布します。（土・日・祝日を除く）

※市ホームページからもダウンロードできます。

募集戸数　未定（空き部屋の状況による）

受付期間　３月１４日（月）～１８日（金）　９時～１８時

抽　選　会　３月２５日（金）

※抽選結果により順次空き部屋をご案内します。

 　都市建設課住宅係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは

市営古枝住宅の入居予備者を募集します
募
　
集

　市営古枝住宅に入居希望する人を募集します。詳細はお問い合わせください。
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　市では、経済的な理由で就学困難な児童生徒へ、就

学に必要な経費の一部を援助する制度を設けています。

　４月から援助を受けるには、３月１８日（金）までに

申請をしてください。

援助対象者　生活保護世帯およびこれに準じる程度に生

　　　　　活が苦しく、学用品費や給食費などの負担

　　　　　が困難な保護者

援助の種類　潤学用品費、通学用品費

　　　　　潤医療費（学校保健安全法で定められた病気のみ）

　　　　　潤校外活動費、修学旅行費　

　　　　　潤給食費

　　　　　潤新入学児童生徒学用品費　など

申請手続　申請の受け付けは、市役所２階の教育委員

　　　　　会教育総務課で行っています。

持　参　品　潤印鑑

　　　　　潤収入がわかる書類

　　　　　　（世帯で収入がある人、全員分）

　　　　　　隅平成２７年分の源泉徴収票

　　　　　　　　（確定申告をした人は、申告書の写し）

　　　　　　隅昨年の勤め先と今の勤め先が違う場合

　　　　　　　は、現在の勤め先の給料明細書

　　　　　　　（直近3カ月～６カ月程度）

 　教育総務課学校教育係

　　　　　緯０９５４（６３）２１０３

詳しくは

お
知
ら
せ

就学援助制度のお知らせ
お
知
ら
せ

１月２ ４日から２ ５日の寒波による
漏水分水道料金の免除

お
知
ら
せ

怯免除対象

　今回の寒波による漏水修理完了後に『漏水分水道料

金（免除）申請書【寒波】』を提出された人が対象です。

※露出管や給水器具からの漏水量も今回に限り免除対

　象とします

怯漏水免除の内容

　『通常の使用水量※』を超えた水量分を今回の寒波に

よる漏水量とみなし、これを免除の対象とします。

　なお、免除申請をしても使用水量が通常の使用水量

よりも少ない場合や基本水量内の場合は免除になりま

せん。

通常の使用水量※…前年同期の使用水量または直近の

　　　　　　　　　使用水量

怯免除対象の水道料金

潤偶数月料金請求の人　２月期分（１２月～１月使用分）、

　　　　　　　　　　　４月期分（２月～３月使用分）

潤奇数月料金請求の人　３月期分（１月～２月使用分）

※５月期分（３月～４月使用分）以降は免除対象となりません

怯免除申請　（印鑑をご持参ください）

申請期間　６月３０日（木）まで

　　　　　※土・日・祝日を除く８時３０分～１７時１５分

提出場所　水道課

怯申請に必要なもの　

潤漏水分水道料金（免除）申請書【寒波】・・・必須

　申請書は市ホームページからもダウンロードできま

す。漏水修理完了後、修理した工事店に申請書の『漏

水修理完了証明欄』に記入を依頼してください。

※個人で修理した場合は、『漏水修理完了証明書欄』に

　修理者の住所・氏名の記入と押印をお願いします。

潤写真（修理箇所）・・・市指定工事店以外で修理した場合

　修理箇所の修理後の写真を提出してください。

潤誓約書・・・個人で修理した場合のみ

　個人で修理した場合は署名捺印した誓約書を提出し

てください。

《必要書類一覧》

栢漏水分料金を還付する場合もありますので、還付料

　金振り込み用の通帳をご持参ください

 　水道課管理係　緯０９５４（６２）３７１８詳しくは

　水道課では、１月２４日から２５日の記録的な寒波に伴い、水道管（給水管）の破裂・破損など、多くの漏水被害が

発生しており、寒波による漏水量について、水道料金の漏水免除措置を行います。

誓約書写真免除申請書修理形態

××○市指定工事店

×○○上記以外の工事店

○○○個人で修理
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レシピ監修　田中敏幸シェフ

～作 り方～

①炒め玉ねぎ、熟成黒にんにくソース、たまご、塩コ

　ショウ、ブラックペッパーを混ぜ合わせる。

②①に合ミンチ、玉ねぎ、パン粉を入れ、粘り気がでる

　までこねて形成する。

③フライパンに油をひいて焼く。

④ハンバーグを焼いたフライパンの残り汁にバターを入

　れ、熟成黒にんにくソースとテリヤキソースを混ぜる。

⑤ハンバーグにかけてできあがり。

 　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

テリヤキ黒にんにくソースのハンバーグ

かしまデリカテッセン おいしいレシピ♪ No.５

　今月は、熟成黒にんにくソースで作るハンバーグのレシピを

ご紹介します。 材料

【ハンバーグ】

・合ミンチ

・パン粉

・玉ねぎ

・塩コショウ

・たまご

・ブラックペッパー

・熟成黒にんにくソース

　（大豆・小麦・りんご・ごまを含む）

・炒め玉ねぎ（市販）

【ソース】

・バター

・テリヤキソース

・熟成黒にんにくソース

　

３００g

５０g

１００g

少々

１個

少々

小さじ１

１/３袋

　

小さじ１

大さじ４

大さじ４

　市税は、さまざまな行政サービスを支える大切な

財源であり、納期限内に納付しなければなりません。

　市税を納期限までに納めていない場合は、納付す

るまでの日数に応じて延滞金がかかるほか、差押え

などの滞納処分※１を受けることがあります。

　ただし、一定の要件を満たし、一時に納付するこ

とが困難な場合には、右の『猶予制度』があります。

また、地方税法の改正に伴い４月１日からは、納税

者等の申請により換価※２を猶予する『申請による換

価の猶予』が創設されました。

猶予措置の申請

　右の要件を満たすことを証明する書類等が必要で

す。またそれらをもとに審査します。

受付・相談場所　市役所１階税務課納税係

市 税 の 猶 予 制 度
お
知
ら
せ

怯徴収の猶予

　潤納税者等の申請による徴収の猶予

　要　　件

　①財産が震災や火災などの災害により損害を受けた、

　　または盗難にあったとき

　②納税者または生計を一にする親族などが病気にか

　　かった、または負傷したとき

　③事業を廃止、または休止したとき

　④事業で著しい損害を受けたとき　など

　申請期限　猶予を受けようとする期間より前

怯換価の猶予

　潤職権による換価の猶予

　潤納税者等の申請による換価の猶予（新設）

　要　　件　納付について誠実な意思を示し次の項目

　　　　　　に該当するとき

　①財産の換価を直ちに行うことにより事業の継続ま

　　たは生活の維持を困難にするおそれがあるとき

　②財産の換価を猶予することが、徴収上有利である

　　とき（職権による換価の猶予のみ）

　申請期限　納期限から６カ月以内

 　税務課納税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

滞納処分※１…納期限までに納付されず督促しても納

　　　　　　付がない場合に納税者の財産（預金・

　　　　　　保険・給与・年金・動産等）を差し押

　　　　　　さえ、換価して税に充当すること

換価※２………差し押さえた財産を売却などにより、

　　　　　　金銭に換えること

栢申請により原則１年以内の期間に限り、猶予措置

　が認められる場合があります
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～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。

出場したことがあり、皆で頑張って

います。民謡だけでなく三味線や

尺八も習っていますので、興味のあ

る人は一度見学にお越しください。

と　　き　第２・４木曜日

　　　　　１８時３０分～２０時

と　こ　ろ　古枝公民館

参　加　費　一　般　３,４００円／月

　　　　　こども　２,９００円／月

 　代表　小野原朋美

　　　　　緯０９０（６６３４）５３４０

詳しくは

民謡平成会祐徳教室

　私たちは５歳から７０代まで幅

広い世代のメンバーで集まり、民

謡を習っています。大きな声を出

して唄うので、とても元気が出ま

す。生徒のほとんどが全国大会に

ＮＯ．４

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは

マイナンバー通知カードを受け取っていない人へ
お
知
ら
せ

　マイナンバーの通知カードは郵送で、すでにお届け

を終えていますが、ご不在などでまだ受け取られてい

ない通知カードは市役所で保管しています。

　この保管期間が原則、平成２８年３月３１日までと

なっていますので、まだ受け取っていない人は早急に

市役所までお越しください。

受取窓口　市役所１階市民課窓口

持　参　品　本人が確認できる身分証明書

　　　　　（運転免許証など）

 　市民課市民年金係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７

詳しくは

受給要件

　国民年金加入中に、病気やけがで障がい者になった

とき、または６０歳から６５歳になるまでの間に障が

い者になったときに、初診日の前日において次のいず

れかの要件を満たせば受給することができます。

　①初診日の属する月の前々月に保険料納付済期間

　　（免除期間を含む）が加入期間の２/３以上あること

　②初診日の属する月の前々月までの１年間は保険料

　　未納期間がないこと

障がいの認定と年金支給

　障害認定日（初診日から１年６カ月を経過した日ま

たは１年６カ月を経過しないで症状が固定した日）に

障害等級１級または２級に該当したと認定されたとき

に支給されます。

障害等級の障がいの程度と状態（例）

※障害基礎年金の障害等級は、身体障害者手帳の等級
　とは基準が異なります

 

　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７

　武雄年金事務所　　緯０９５４（２３）０１２１

詳しくは

ご存知ですか？　障害基礎年金
お
知
ら
せ

潤他人の介助を受けなければほとんど日常生活をする

　ことができないような程度の人

潤両手または両足の機能に著しい障がいをもつ人

潤両眼の視力の和が０.０４以下の人

１
　
級

潤日常の生活に著しく制限を受ける程度の人

潤片手または片足の機能に著しい障がいをもつ人

潤両眼の視力の和が０.０５以上０.０８以下の人

２
　
級
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に行ってみよう

 鶴田 　
つ る だ

 英昭 　展
ひ で あ き床　の　間

コーナー

～ 美 術 と 私 ～

　3月は引き続き、

鹿島市出身の洋画家、

鶴田英昭さんの展示

を行っています。今

回は『美術と私』と

いうテーマで、油絵

やスケッチ、水彩画

などの作品をご紹介

しています。

展示（後期）　３月２９日（火）まで

図書館からのお知らせ市　民
図書館

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。えいぶる講座　募集中講座

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

　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、

今勢いのある若手真打が、エイブルにやっ

てくる概

エイブルからのお知らせなど

 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

受講料ところ開講期間講　師定員講　座　名

無　料
エイブル２階

調理実習室

３月１８日（金）

１０時～１２時

九州電力（株）

武雄営業所
２０人

会員対象無料講座

知っていきたい電気の話

＆エコクッキング

５００円／１回
市民会館２階

第５会議室

３月２３日～６月８日
［月２回　水曜日］
１０時～１１時３０分

中村　のり子さん１５人 心書 講座
しんしょ

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５日（土）

１０時～１３時

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～

　寓後期展示作品
　　『村の語り部』

怯図書館に行こう

　図書館には小説などの文学や児童書だけでなく、料理や手芸、ス

ポーツ・自然科学の実用書などたくさんの本があります。雑誌やＣ

Ｄ・ＤＶＤも無料で借りることができます。

　利用者カードは鹿島市民はもちろん、鹿島に通学・通勤されている

人、近隣市町村在住の人が作ることができます。生活の一部に図書

館を取り入れてみませんか？

怯『ケーブルdeみんと』放送中！

　昨年１２月より鹿島ケーブルテレビにて、テレビ版図書館だより

『ケーブルdeみんと』が放送されています。毎月イベントやお薦め

の本を紹介していく予定です。

 　市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

第１０回
えいぶる事業

と　　き　３月６日（日）開演１５時

　　　　　開場１４時３０分

と　こ　ろ　エイブルホール

　　　　　（全席自由・発売中）

前　売　券　大　　　人　２,５００円

　　　　　高校生以下　１,０００円

好評発売中概

※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

※車椅子での鑑賞を希望する人は事前にお

　申し込みください

葛
柳
家
三
三

葛
春
風
亭
一
之
輔
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“The early bird catches the worm”

今月のキーフレーズ

№１２３

この熟語は、『早起きは三文の徳』という意味です。

こんなときこのひとこと、学校だより

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））

 Kamsta   ka   na ? :お元気ですか？　　　
カムスタ カ ナ

 Kailan ?　:いつですか？　　　
カイラン

 Nasaan ?　:どこですか？
ナサアン

恒例　もちつき会

能古見小学校浅浦分校

校学 だ よ り

No.２２６ 　浅浦分校は、１年生５人、２年生

２人の７人おり、たくさんの分校行

事で、「ふる里仲間」をふやしていま

す。

　１２月２０日に恒例のもちつき会

を実施しました。分校の児童はもち

ろん、本校のお兄さんお姉さんやＰ

ＴＡの方々の協力も得て、いっしょ

に行いました。分校の運動場にたく

さんの仲間の笑い声が響き、大賑わ

いでした。

　この時に使ったもち米は、浅浦地

区の鈴山農園さんのお世話で種まき

から収穫まで体験させていただき、

手に入れたものです。みんなでもち

をついたり丸めたりして、とても楽

しいふれあいができました。あんこ、

きなこ、おろし大根やしょうゆなど

でいただきました。つきたてのおも

ちはとてもおいしく、子どもたちも

たくさん食べていました。

～児童の作文より（一部略）～

潤今日もちつきがありました。とく

　に、あんこを丸めたり、おもちを

　丸めたりするのが楽しかったです。

　もちつきを３回もしてつかれまし

　たが、きなこもちがとってもおい

　しかったです。

潤今日は分校でもちつきをしました。

　お母さんやお父さん方や、本校の

　人も来てくれました。前の日から

　わたしも分校に行って、もち米を

　とぎました。みんなの準備のおか

　げで、楽しいもちつきをすること

　ができました。

（マイク）　僕、AKBのコンサートの前の列のチ

　　　　　ケットが欲しいんだぁ。

（ジェシカ）　明日、他の人たちが着く前にかなり

　　　　　早く行かなきゃね！早起きは三文の

　　　　　徳よね！

Mike:

Jessica:

I want to be one of the first people to buy front 
row tickets to AKB's concert.
We have to go very early tomorrow to buy 
tickets before everyone else arrives. The early 
bird catches the worm.

（アレックス）　僕、新しいテレビゲームが出たから

　　　　　欲しかったんだけど、もうお店では

　　　　　売り切れだって！

（ブリトニー）　今度はもっと早く行かなきゃね！早

　　　　　起きは三文の徳だよね！

Alex:

Britney:

I wanted to buy the new video game when it 
came out, but the store already sold out.

Next time you'll have to go earlier. Remember 
the early bird catches the worm.



広報かしま　Ｈ２８(２０１６).３.115

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

況スーパーモリナガ様から青森市浪岡リンゴ
　２月６日、スーパーモリナガ様から市内の

３１福祉施設に青森市浪岡リンゴ約２,５００

個の寄贈の申し入れがありました。贈呈式は、

福祉施設を代表して『七浦保育園』を招いて、

スーパーモリナガ鹿島店で行われ、園児によ

る太鼓演奏も披露されました。

　その後、スーパーモリナガ様、ＪＡ青森様が、鹿

島市役所へ表敬訪問されました。リンゴの寄贈は、

平成３年にモリナガ様が浪岡町（当時）に台風被害の

お見舞いをされたことへのお返しとして平成５年に

はじまり、その後、毎年行われています。

寄贈ありがとうございます

況江頭虎次様から横笛
　江頭虎次様（中村）から横笛５０本をいただき、

２月２日に、市長への贈呈式を行いました。横

笛は、１本作成するのに、乾燥を含めて２カ月

ほどかかるということで、江頭さんは、「１０

年ほど前に趣味で始めた笛作りですが、伝承芸

能のために活用してほしい。」と思いを込めて

いらっしゃいました。

　市では、今回の横笛を市内の小中学校と希望された区

に贈呈し、伝承芸能の継承のために使用させていただき

ます。ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　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！
⑧　湿地を大切にするために

　ラムサール条約が採択された日を記念して、毎年２月２日は『世界

湿地の日』となっています。今年は『湿地を大切にしよう　私たちの

未来のために　持続可能なくらしを目指して』をテーマに、みんなで

湿地について考える取り組みが行われています。

　鹿島市では、１月末から２月の初めにかけて、市内の小学生と一緒

に肥前鹿島干潟で野鳥観察を行いました。数えきれないほどのハマシ

ギ・ズグロカモメ・ツクシガモなどを観察することができ、子どもた

ちは鹿島の干潟を誇れるものとして守っていく必要があると気づけた

のではないでしょうか。こうした取り組みを少しずつでも広げていき、

有明海の恵みを受け継いでいくために私たちができることを考えてい

きましょう。寓１月２６日に行われた野鳥観察会の様子

１月２３日

クロカンフェスタinかしまが

陸上競技場・クロスカントリー

コースで開催されました。

コース周辺は力走する選手に

声援を送ろうとたくさんの家

族や仲間の姿が見られました。

なお、２４日に開催を予定され

ていた中学生・一般の部は大

雪のため中止となりました。

力走！クロカン

クロカンフェスタinかしま



16 Ｈ２８(２０１６).３.1　広報かしま

このごみどの袋・人権の輪

No.１２６

１度に大量のごみが出たときは

　同和問題や人権問題について市
民の皆さんに知ってもらうことを
目的とした７回シリーズの人権学
習会（生涯学習センターエイブル
で開催）や能古見地区、鹿島地区、
北鹿島地区における人権・同和問
題地区別懇談会（２７年度は西部
中校区・各地区公民館で開催）に
は、今年度もたくさんの市民の皆
さんに参加していただき、熱心に
研修していただきました。
　同和問題をはじめ、さまざまな
人権問題が取り上げられるように

なったのは、これまでの習慣を一
般的で自然なこととして保ち続け
ていけば人権侵害につながりかね
ないという意識が芽生えはじめた
ことからでした。
　例えば、ＤＶやセクハラに対す
る認識が社会の変化や法律の整備
とともに大きく改善されたことは
知られているとおりです。
　それでも古い時代に政治的につ
くられた身分差別で今もなお、疎
外されている人たちが存在する事
実も知っていてほしいことです。

　私たちの意識は、たやすく変わ
ることができないともいわれます
が、「これはおかしいことではな
いか」とか「ちょっと話を聞いて
みよう」とかいう疑問や関心、謙
虚さを持つことができれば、さま
ざまな問題の改善も見いだせるの
ではないかと感じています。
　参加していただいた皆さんのア
ンケートからもそんな声が聞かれ、
人がしあわせに生きたいという願
いに寄り添う気持ちがありがたい
ことでした。
　それぞれの研修を通して、私た
ちは思い込みや偏見をなくし、相
手の心の痛みを分かり合い、日々
の生活の中でお互いの人権を認め
あうことが当たり前となるように、
これからも学習を重ねていきたい
と思っています。

『人がしあわせに生きるために』
－平成２７年度の学習会を終えて－

噛ご意見などをお寄せください　人権・同和対策課　緯（６３）２１２６

　通常、ごみステーションに出せるごみは、１種類につき

２袋程度までとお願いしていますが、引越しや大掃除、遺

品整理などで大量のごみが出た場合は、次の許可業者へ

引き取りのお願いをしてください。

　潤野口商会　緯０９５４（６３）１２５８

　潤馬場商会　緯０９５４（６２）１１３７

※有料です。ただし、市の指定ごみ袋に入れる必要はあ

　りません。

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

自然とともに暮らすうえでのマナー

　１月２２日、浜東部干

拓で絶滅危惧種である

クロツラヘラサギが、羽

をけがした状態で発見・

保護されました。動物

病院での治療などによ

り完治はしませんでし

たが、自然に戻すことが

できました。

　しかし、残念なことに治療の際、人間が捨てた

『釣り糸』が羽に巻きついていたことが分かりま

した。自然と関わる中で、身近な生き物にも目

を向けて、釣り糸やごみは持ち帰るなど、最低限

のマナーは守っていきましょう。

 　環境下水道課ラムサール条約推進室

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは
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　皆さんのご理解をお願いします。

対　象　者

　協会けんぽ佐賀支部に加入の被保険者

　（水色の健康保険証をお持ちの人）

変更時期　３月分（４月納付分）から

※任意継続被保険者は４月分（４月納付分）から

変更内容　

潤健康保険料率　１０．２１％→１０．３３％

※介護保険料率は据え置きです

 

　全国健康保険協会（協会けんぽ）佐賀支部

　緯０９５２（２７）０６１２

 

　土づくりや農作業は、ぜひセン

ターにご用命ください。

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。

恭各種作業の注文をお受けします。

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　３月１７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。

栢３月１３日（日）開催の『鹿島市みん

　なの集い』で、９時３０分～１５時に刃

　物研ぎ予定。

恭会員を常時募集しています。

対　　象　６０歳以上の人

説　明　会　３月１７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

おお知知ららせせ
協会けんぽ加入者へ

健康保険料率が変わります！

詳しくは

こんな仕事もお受けします
鹿島市シルバー人材センター

問合せ・ご注文

情報掲示板　愚　お知らせ

平成２８年１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

稲荷ようかん、のごみ人形
（福岡市佐賀県人会へ提供）

１７,８００円１月７日接　遇

供花１件１６,２００円１月１８日弔　慰

鹿島市文化連盟受賞・表彰祝賀会５,０００円１月２３日会　費

４月からの累計　３９９,３１５円３９,０００円合　計

平成２８年１月
市長交際費の支出状況

２月２６日（金）　　　　　　開会、会議録署名議員の指名、会期の決定、

　　　　　　　　　　　　議案の一括上程（提案理由説明）

２月２７日（土）～３月１日（火）　休会（議案研究）

３月２日（水）～３日（木）　議案審議、質疑、討論、採決

３月４日（金）　　　　　　調整日（議案審議）

３月５日（土）～６日（日）　休会

３月７日（月）　　　　　　常任委員会（議案・請願）

３月８日（火）　　　　　　新年度予算審査特別委員会（現地調査）１３時～

３月９日（水）～１０日（木）　新年度予算審査特別委員会

３月１１日（金）　　　　　　新年度予算審査特別委員会　１３時～

３月１２日（土）～１３日（日）　休会

３月１４日（月）～１５日（火）　新年度予算審査特別委員会

３月１６日（水）　　　　　　休会

３月１７日（木）　　　　　　一般質問

３月１８日（金）　　　　　　一般質問　１３時３０分～

３月１９日（土）～２１日（振休）　休会

３月２２日（火）　　　　　　一般質問

３月２３日（水）　　　　　　調整日（一般質問）

３月２４日（木）　　　　　　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３月議会定例会会期日程（案）
～傍聴にきてみませんか？～

※会期日程、議事日程は一部変更することがあります
※一般質問の通告内容などは、市ホームページの『鹿島市議会』に掲載します
※本会議（議場）の模様はケーブルテレビの『１１チャンネル』と市ホームペー
　ジの『鹿島市議会』で視聴できます

北公園の遊具が新しくなりまし北公園の遊具が新しくなりましたた
　北公園の遊具が古くなっていた

ため、新しい遊具へ取り替えを行

いました。新しく、すべり台など

が設置された複合遊具やシーソー

など、楽しい遊具を設置していま

すので、ぜひ遊びに来てください。

 　都市建設課都市計画係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは
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　市内では昨年秋ごろから山間部を

中心にサルの目撃情報が多く寄せら

れています。１月からは頻繁に通報

があっており、嬉野市ではサルに遭

遇しけがをされた人もいます。

　これから暖かくなると、イノシシ、

アライグマなどの活動が盛んになっ

てきます。サルなどこれらの動物を

見かけたら、十分に注意して、速や

かにご連絡ください。

 　農林水産課農政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

 

　この集会所は皆さんに広く開放し

ています。ぜひご利用ください。

利用時間　９時～２２時

利　用　料　無料

※利用には事前の申し込みが必要です

 　同和教育集会所

　　　　　緯０９５４（６３）４６０６

　　　　　（土・日・祝日を除く９時～１７時）

 

 

　成年後見制度は、認知症や知的・

精神障がいなどによって判断能力が

不十分な人の権利や財産を守るため

の制度です。

と　　き　３月４日（金）

　　　　　１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

参　加　費　無料

定　　員　５０人

 

　地域包括支援センター

　緯０９５４（６３）２１６０

サルなどの動物出没に
ご注意を！

詳しくは

ご利用ください
鹿島市立同和教育集会所

詳しくは

講講習習会会・・教教室室
成年後見セミナー

～老後を安心して暮らすために～

申込・問合せ先

 

　市では、社会人権・同和教育活動

事業として書道教室・ペン習字教室・

生け花教室を開催しています。詳し

くは同和教育集会所へお問い合わせ

ください。

栢ただし、今回は『生け花教室』の

　みの募集となります

・生け花教室

と　き　毎月第２火曜日

講　師　吉田 和子さん

参加費　実費（花代など）

ところ　同和教育集会所

　　　　緯０９５４（６３）４６０６

 

　ボールはスポンジ製で初心者でも

すぐにゲームに参加できます。

と　　き　毎週木曜日１０時～１２時

と　こ　ろ　市民体育館

会　　費　月３００円

持　参　品　体育館シューズ

 　木曜クラブ　峰松

　　　　　緯０８０（５２６８）４６７３

生け花教室の受講者募集

ミニテニス参加者募集！

詳しくは

 

　趣味を通した生きがいづくりに

『陶芸』をしてみませんか。

と　　き　毎週金・土曜日

　　　　　９時３０分～１６時

と　こ　ろ　陶芸作業所（中川公園横）

対　象　者　市内在住で６０歳以上の人

　　　　　（初心者を優先します。）

期　　間　３年間

費　　用　３,０００円程度／月（材料費等）

定　　員　１５人（先着順）

開　講　式　４月中旬予定

 　保険健康課長寿社会係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

高齢者のための
陶芸教室受講生募集

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ・講演会・教室

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１０期の口座振替日は

３月３１日（木）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

 

※（　）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。　　栢全国ワースト１を返上しましょう！

 　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１

平成２８年１月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

詳しくは

物 損 事 故 数傷 者 数死 者 数人 身 事 故 数
（＋２７６）１,７５４件（－１２２）８１８人（－０７）１人（－９８）６０７件佐 賀 県 内
（＋０５７）１４７件（＋０１８）５７人（－０１）０人（＋１０）４２件鹿島警察署管内
（＋０２６）７２件（＋０１３）３５人（－０１）０人（＋０８）２６件鹿 島 市 内

 

　

 

要介護等認定の『更新のお知らせ』について

　現在、要介護等認定の有効期限が

近づいた人には、有効期限の６０日

前に『更新のお知らせ』をお送りし

ていますが、平成２８年１０月分

（１１月末有効期限分）から、このお

知らせが送付されなくなります。

　有効期限は『介護保険被保険者証』

に記載してありますので、終了日の

６０日前から終了日までの間に更新

申請をお願いします。

　なお、介護保険サービス等を利用

している人は、指定居宅介護支援事

業所やサービス提供事業者等（ディ

サービスなど）から要介護等認定の

申請（更新分）の援助を受けられます

ので、ご相談ください。

 

　介護保険事務所業務課認定係

　緯０９５４（６９）８２２７

詳しくは

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　講習会・教室・募集・採用・試験・イベント

 

と　　き　３月２５日（金）９時２０分～

　　　　　受付　９時～（雨天決行）

※内容変更の場合は前日までに連絡します

集合場所　和泉式部公園下の駐車場

　　　　　（嬉野市塩田町）

コ　ー　ス　和泉式部公園～塩田（港公園）

　　　　　※約６km

参　加　費　４００円（保険料）

定　　員　先着４０人程度

申込締切　３月２２日（火）

持　参　物　運動できる服装・靴、

　　　　　タオル、雨具（適宜）

※飲み物は用意します

 　

　祐愛会織田病院健康管理センター　牛島

　緯０９５４（６３）３３３２

 

 

　大牟田の『世界遺産』と玉名の

『菜の花』を散策します。

と　　き　３月２７日（日）

　　　　　８時３０分～１７時（予定）

集合場所　鹿島市陸上競技場駐車場

定　　員　先着４０人

参加費（保険料含む）

　スポーツライフ・鹿島会員　１,０００円

　一般参加者　　　　　　１,５００円

申込締切　３月２１日（振休）

準　備　等　ウォーキングできる服装、

　　　　　弁当、飲料水、タオル

 　スポーツライフ・鹿島事務局

　　　　　（鹿島市体育協会内）

　　　　　緯０９５４（６２）３３７９

 

募集期間　４月１日（金）～５月９日（月）

潤体験談＆説明会

と　　き

隅４月７日（木）１８時３０分～２０時３０分、

隅４月２４日（日）１４時３０分～１６時３０分

と　こ　ろ　国際交流プラザ（佐賀市）

※詳しくはホームページをご覧ください

　http://www.jica.go.jp

 　ＪＩＣＡ九州市民参加協力課

　　　　　緯０９３（６７１）６３１１

春を歩こう
ウォーキング教室

申込・問合せ先

募募 集集
四季めぐりウォーキング

参加者募集

詳しくは

ＪＩＣＡ　『青年海外協力隊』
『シニア海外ボランティア』募集

詳しくは

 

　ラムサール条約湿地『肥前鹿島干

潟』で、野鳥観察と清掃活動に参加

しませんか？

と　　き　３月２１日（振休）※荒天中止

　　　　　７時３０分～１０時

と　こ　ろ　新籠海岸沿い

集合時間　７時

集合場所　鹿島市役所

※会場まではバスで送迎

持参品等　動きやすい服装、軍手、タオル

 

　環境下水道課ラムサール条約推進室

　緯０９５４（６３）３４１６

 

 

　受験資格や採用数、申込方法など

詳細は国税庁ホームページをご覧く

ださい。（http://www.nta.go.jp/）

試験の程度　大学卒業程度

受付期間　原則ネット申し込み

潤４月１日（金）９時～１３日（水）

※郵送または持参

　４月１日（金）～４日（月）

１次試験　５月２９日（日）

 

　武雄税務署総務課

　緯０９５４（２３）２１２７

　福岡国税局人事第二課試験研修係

　緯０９２（４１１）００３１

 

　詳細は図書館、エイブルにお問い

合わせいただくか、ホームページ上

の実施要領でご確認ください。

募集人員　若干名

業務内容　繁忙期（土・日・祝日含む）

　　　　　のカウンター業務、蔵書点

　　　　　検、本の運搬、選書　など

勤務日数　１月当たり０～６日程度

　　　　　（月ごとに調整、兼職可）

時　　給　７９３円

応募締切　３月８日（火）

 　鹿島市民図書館

　　　　　緯０９５４（６３）４３４３

　　　　　http://kashima-able.com/

有明海肥前鹿島干潟
海岸清掃　参加者募集

詳しくは

採採用用・・試試験験
平成２８年度
国税専門官募集

詳しくは

鹿島市民図書館
登録パート職員募集

詳しくは

 

試験区分　３次入試

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

　（医師）の推薦がある高校卒業（見込み）の者

出願締切　３月１７日（木）

入　試　日　３月２２日（火）

試験科目

①　　　国語、数学、集団面接・討議

②、③　一般常識問題、作文、

　　　　集団面接・討議

願書請求　窓口、郵送、ホームペー

　　　　　ジから請求できます

 　鹿島看護学校

　　　　　緯０９５４（６３）３９６９

　　　　　滑携帯電話から簡単アクセス
　 

 

 

　

と　　き　３月２１日（振休）

　昼の部　１１時３０分開場　１２時開演

　夜の部　１６時３０分開場　１７時開演

と　こ　ろ　市民会館大ホール

入　場　料　各５００円（小学生以上）

プログラム

　英部　シンフォニエッタ第２番

　　　　『祈りの鐘』　ほか

　衛部　ディズニー・アット・ザ・

　　　　ムービー　ほか

チケット販売

　胸ショッピングタウン　ピオ　インフォメーション

　胸エイブル２階胸ララベル鹿島店

　胸スーパーモリナガ鹿島店

 　鹿島高等学校　西岡

　　　　　緯０９５４（６２）４１３６

鹿島看護学校
平成２８年度生徒募集

詳しくは

イイベベンントト
鹿島高等学校吹奏楽部

定期演奏会「赤門コンサート」

詳しくは
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情報掲示板　愚　イベント・相談

 

　多良海道の脇街道を踏破します！

と　　き　３月１２日（土）９時３０分～１７時

※雨天時は七浦海浜スポーツ公園体

　育館で講演（９時から２時間程度）

集合時間　８時３０分

集合場所　七浦海浜スポーツ公園体育館前

行　　程　西葉～七浦小（昼食）～伊福

※スタートまでとゴールからはバス送迎

持参品等　動きやすい服装・靴、軍手、

　　　　　帽子、タオル、飲み物、弁当

対　象　者　歴史に関心があり、１０kmほど

　　　　　歩ける人（小学４年生以上）

申込締切　３月７日（月）

 

　七浦公民館

　緯０９５４（６２）８３２５

　または道の駅鹿島

　緯０９５４（６３）１７６８

 

　春をみつけに、健康づくりに、の

んびら～とウォーキングに参加しま

せんか？

と　　き　３月１９日（土）※雨天中止

　　　　　９時集合　９時３０分出発

集合場所　嬉野市横竹ダム

　　　　　イベント広場駐車場

コ　ー　ス　横竹ダム周辺（８km程）

定　　員　先着５０人

　　　　　※最低催行人数１０人

参　加　費　５００円（軽食付き）

 

　鹿島公民館

　緯０９５４（６３）２１０９

　能古見公民館

　緯０９５４（６２）３３７３

七浦道（とんさん道）を
一緒に歩きませんか涯

申込・問合せ先

山あり・谷あり
のんびら～とウォーキング

申込・問合せ先

 

狂鹿島市消防団春季訓練　

　６日（日）　市内６カ所

狂就活講座　ハローワーク鹿島

　９日（水）１３時１５分～１４時３０分　要予約

　ジョブカフェSAGA緯０９５２（２７）１８７０

狂市内中学校卒業式　

　１１日（金）　

狂鹿島市みんなの集い　

　１３日（日）９時３０分～　市民会館ほか

狂市内小学校卒業式　

　１８日（金）

狂市内小中学校修了式　

　２４日（木）

狂鹿島酒蔵ツーリズム２０１６

　肥前浜宿花と酒（咲け）まつり

　祐徳門前春まつり

　発酵まつりと鹿島おまつり市　

　２６日（土）・２７日（日）　

［２～４、２４ページ参照］

 

 

　県立盲学校では目のお悩みや不安

を持つ人や関係者を対象に無料相談

を行っています。

と　　き　月～金曜日９時～１７時

※祝日、年末年始などを除く

と　こ　ろ　県立盲学校（佐賀市）

栢電話やメールで予約してください

 　県立盲学校

　　　　　目の支援センターゆうあい

　　　　　緯０９５２（２３）４６７２

　　　　　糸mougakkou@mail.saga-ed.jp

その他のイベント

相相 談談
目の支援センター　ゆうあい

無料相談

詳しくは

 

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

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（２１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）

　１６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

　９・２３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（要予約）　

　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

澗

監

環

看
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　新世紀センター（仮称）の新築工事および防災情報

伝達システムの整備工事は、４月からの運用開始を

目指して事業を進めてきましたが、新世紀センター

の鉄骨材の納品が予想以上に遅れたことにより、工

事期間を延長することになりました。

　これに伴い、新世紀センターに本体の機器を設置

する防災情報伝達システムも工事期間を延長して運

用を開始します。

　市民の皆さんには、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。

　なお、運用開始時期は秋ごろを予定しています。

 　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１３詳しくは

新 世 紀 セ ン タ ー
防災情報伝達システム

の運用開始時期の変更について
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　鹿島市保健センター

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　フッ化物は継続的に塗布することで歯質を強く

します。

　また、普段からの食生活や歯磨きなど規則正し

い生活習慣も虫歯予防には大切です。市では、２

歳の誕生月のお子さんを対象に２回目のフッ化物

塗布を行っています。

と　　き　３月２４日（木）　受付　１３時４５分～１４時

と　こ　ろ　エイブル１階保健センター

対　象　者　平成２６年３月生まれ（希望者）

持　参　品　母子健康手帳

※必ず歯磨きをして、ご来場ください。

２２回目フッ化物塗布回目フッ化物塗布をを実施します実施します

　平成２７年１０月１日から平成２７年１２月３１日までの

期間中に市内の実施医療機関と谷口医院（嬉野市）

以外のかかりつけ医で接種した人は、申請により

助成額を払い戻しします。

　申請がまだの人は、下記の物を持って手続きを

お願いします。

助成回数　１３歳未満：２回　１３歳以上：１回

助　成　額　１,０００円

申請場所　保健センター（エイブル１階）

持　参　品　①領収書　②印鑑　③通帳　

　　　　　④接種済証か母子健康手帳のいずれか

申請期限　平成２８年３月３１日まで

中学３年生までの子どものインフ中学３年生までの子どものインフルル
エンザ予防接種費用助成のお知らエンザ予防接種費用助成のお知らせせ

　まだ受けていない予防接種はありませんか？今一度、母子健康手帳を確認し、接種

漏れがないように気をつけましょう。

　２２ページも参考にご確認ください。子どもの予防接種は県内の予防接種実施医

療機関での個別接種です。

　特に、４月からの入学・入園に備えて、必要な予防接種を済ませ、病気を未然に防

ぎましょう。

栢この他、高齢者を対象とした肺炎球菌感染症の今年度の対象者への定期予防接種

　は３月３１日までです。今年度の対象者など詳しくは広報かしま１２月号の２７

　ページまたは市ホームページをご覧ください。

３３月月 １１日～７日は 『子ども予防接種週間』で日～７日は 『子ども予防接種週間』ですす

　病院では大勢の患者さんが輸血を必要としてい

ます。愛の献血に温かいご協力をお願いします。

と　　き　３月２５日（金）１３時～１６時

と　こ　ろ　市民会館ホワイエ

対　象　者　１８歳～６９歳の男女

　　　　　※体重５０kg以上で４００ml献血可能な人

　　　　　　６５歳以上の人は６０～６４歳の間に献血

　　　　　　経験のある人

　　　　　　その他条件があります。

献血にご協力くださ献血にご協力くださいい
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３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８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８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１１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 

２３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 ・予防接種は県内の医療機関での個別接種です。医療機関に直接お申し込みください。
・持参品：母子健康手帳、予防接種予診票
・対象年齢等：『鹿島市予防接種予診票つづり（予防接種カレンダー）』または市ホームページをご覧ください。
・予防接種を受ける際には、保護者同伴が原則です。特段の理由で同伴することができない場合で、お
　子さんの健康状態をよく知っている親族（祖父母など）が同伴する場合には『委任状』が必要になります。
　『委任状』は保健センターや市内の実施医療機関にありますので、記入して持っていきましょう。

怯子育て支援
興母子手帳交付
と　き　２・９・１６・２３・３０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　１６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２８年１月生まれ

興幼児食教室
と　き　１５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）
※３月８日（火）までに申し込みください

興マタニティスクール
と　き　３日（木）
　　　　受付１３時１５分～１３時３０分
内　容　赤ちゃんのおふろほか
対　象　妊婦

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
太良町町立太良病院　　　緯０９５４（６７）００１６１日（火）
嬉野市　嬉野町田中医院　　　　　緯０９５４（４３）２１１１８日（火）
嬉野市　嬉野町太田医院　　　　　緯０９５４（４３）１１４８１５日（火）
嬉野市　塩田町谷口医院　　　　　緯０９５４（６６）３５６８２２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

潤ヒブ・小児用肺炎球菌　　　　潤ＢＣＧ　　　　　　　　　　　潤四種混合（ポリオ＋三種混合）

潤麻しん・風しん　　　　　　　潤水痘　　　　　　　　　　　　潤日本脳炎

潤ポリオ　　　　　　　　　　　潤三種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風）　潤子宮頸がん予防

潤二種混合（ジフテリア・破傷風）

定　期　予　防

接種の種類
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５・１２・１９・２６日（土）、
６・１３・２７日（日）、
２０日（祝）、２１日（振休）

市役所
保健センター

休館日はありません
市民交流プラザ
（かたらい）

１・８・１５・２２・２９日（火）、
２１日（振休）

子育て支援センター
（わ・わ・わ　ぽっと）

７・１４・２８日（月）、
２２日（火）、３１日（木）

市民図書館

７・１４・２８日（月）、２２日（火）
生涯学習センター
（エイブル）

１・８・１５・２２・２９日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

７・１４・２８日（月）、２２日（火）
産業活性化施設
（海道しるべ）

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２２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）２５３８６日（日）
西牟田薬局中村医院　緯（６３）９２３４１３日（日）
アルナ薬局鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７２０日（祝）
溝上薬局西牟田店別府整形外科　緯（６３）３０６３２１日（振休）
前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０２７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

のびのびサークル　『みんなで思い出づくり竃』
　対　象１歳７ヵ月児～就学前児と保護者

１４日（月）子育て支援センター
　　　　１０時～１２時

よちよちサークル　『たくさん動いて話してリフレッシュ☆』
　対　象５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

２８日（月）子育て支援センター
　　　　１０時～１２時

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２８年１月３１日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿島市

世帯６－人１７－世帯１０,７６８人３０,５０６

世帯２－人５＋世帯　５,３５６人１４,１３４鹿　島

世帯３－人１１－世帯　１,１４９人  ３,６２８能古見

世帯３－人１１－世帯　１,０４９人  ３,２１０古　枝

世帯１－人５＋世帯　１,０５３人  ３,０２８浜

世帯３＋人２－世帯　１,２１５人  ３,５５９北鹿島

世帯０人３－世帯　　　９４６人  ２,９４７七　浦

人１０－人１４,３７９男

人７－人１６,１２７女

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
鹿島設備　　　　　　緯（６３）３２２８

　５日（土）
　６日（日）
１２日（土）
１３日（日）
１９日（土）
２０日（祝）
２１日（振休）
２６日（土）
２７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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※『催し・案内』、『相談』は２０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
　２３ページに移転しました

６蔵巡り無料循環バスを運行します　
　イベント期間中は市内の６つの酒蔵と各イベント会場を巡っていただく無料循環バスを運行します。

　６つの酒蔵で蔵開きが開催されます。

　※お酒のイベントですので、できる限り循環バスもしくは公共交通機関をご利用ください。

鹿島酒蔵ツーリズム推進協議 　鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会会

市商工観光課観光振興　　　　　市商工観光課観光振興係係

　　　　　緯緯０９５４０９５４（（６３）６３）３４１２３４１２

鹿島市観光協　　　　　鹿島市観光協会会

　　　　　緯緯０９５０９５４４（（６０）６０）５１４５５１４５

詳しくは

春のイベント情報春のイベント情報　鹿島酒蔵ツーリズ鹿島酒蔵ツーリズムム遺遺２０１６２０１６

祐徳門前春まつ祐徳門前春まつりり（（ＰＰ３３参照参照））
３３月月２６日～２７２６日～２７日日
祐徳門前商店祐徳門前商店街街

桜まつ桜まつりり（Ｐ（Ｐ４４参照）参照）
３３月月２５日２５日～～４月４月５５日日
旭ヶ岡公旭ヶ岡公園園

発酵まつりと鹿発酵まつりと鹿島島
おまつりおまつり市市（Ｐ（Ｐ４４参照）参照）
３３月月２６日２６日～～２７２７日日
稲荷通稲荷通りり（矢野酒造前（矢野酒造前））

花と花と酒酒（咲け（咲け））まつりまつり（（ＰＰ３３参照参照））
３３月月２６日～２７２６日～２７日日
肥前浜肥前浜宿宿

イベント会場案内 無料循環バス路線

栢栢今年も、嬉野市では『嬉野温泉酒蔵まつり今年も、嬉野市では『嬉野温泉酒蔵まつり』』

が同日開催。会場（瀬頭酒造・五町田酒造　が同日開催。会場（瀬頭酒造・五町田酒造・・

井手酒造）へは無料バスも運行されます　井手酒造）へは無料バスも運行されます。。

バスルート（バス乗り場）

　　　　　　　　　嚇　　　　　　嚇
鹿島バスセンター 瀬頭酒造

五町田酒造
嬉野温泉街
（井手酒造）祐徳稲荷神社前

※※２～４２～４ペページに各イベントの記事を掲載していまージに各イベントの記事を掲載していますす

循環バスルート（バス乗り場）

　　　鹿島バスセンター（矢野酒造）　　嚇　肥前浜駅前　　嚇　肥前浜宿（浜大橋付近）　

　　　旭ヶ岡公園前　嚇　馬場酒造場前　嚇　祐徳稲荷神社前　嚇　幸姫酒造前

嚇嚇


