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成成人人のの誓誓いい

山山口口　真真琴琴ささんん
西部中学校出西部中学校出身身

これまでたくさんの方々の支え

があって今日を迎えることがで

きたので感謝を伝えたいです。

これからもいろんな面でがん

ばっていきたいです。また、公

務員を目指していて、早く親を

安心させたいと思います。

佐佐藤藤　真奈真奈枝枝さんさん
西部中学校出西部中学校出身身

成人式を迎えて気持ちが引き締

まる思いです。将来は、大学で

学んでいる品種改良や遺伝子組

換などをしっかり勉強をして関

係する仕事をできればと思って

います。これからは親に頼りす

ぎず、がんばっていきたいです。

中中村村　有有花花ささんん
東部中学校出東部中学校出身身

現在、看護学生として勉強中で

す。実習などしっかりがんばっ

て必ず看護師になりたいと思い

ます。また、これからは成人と

して少し心穏やかに過ごせれば

と思います。

小小山山　修修司司ささんん
東部中学校出東部中学校出身身

将来はしっかり勉強をして会計

士なりたいと思っています。ま

た、両親にはこれまでたくさん

お世話になったのでお礼を言い

たいです。お父さんお母さんこ

れからもがんばります。大好き

です！

　１月７日、平成９年度に生まれた新成人２８９人が参加しての

『第６４回（平成３０年）鹿島市成人式』が市民会館で行われました。

　会場では、りりしいスーツ姿や艶やかな振り袖姿の新成人が、久

しぶりに会う友人や家族と写真撮影や会話を楽しんでいました。

記憶に残記憶に残るる最高の晴れ舞最高の晴れ舞台台

鹿島市成人鹿島市成人式式
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文化・スポーツの結果

文文化化・・スポーツの結スポーツの結果果
　文化・スポーツの活動で、優秀な成績を収めた個人と団体の大会結果をお知らせします。皆さんおめでとうご
ざいます！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略、順不同）

皐ＮＨＫ全国俳句大会

　【ジュニアの部】　入選　納富　翔英（鹿島小６年）

皐ＮＨＫ全国短歌大会

　【ジュニアの部】　入選　馬場　月乃（鹿島小３年）

皐第６１回西日本読書感想画コンクール県審査

　　特選　納富　翔英（鹿島小６年）、鈴田　雪乃（古枝小３年）、

　　　　　岩永　祐聖（七浦小１年）、岩永　心暖（七浦小５年）、

　　　　　瀬戸　奏（七浦小５年）、中島　惇ノ介（七浦小５年）、

　　　　　松本　一心（七浦小６年）、竹本　桜子（七浦小６年）

皐佐賀県青少年読書感想文コンクール

　　最優秀賞　古賀　優莉奈（鹿島小２年）

皐第４３回佐賀県吹奏楽アンサンブルコンテスト

　開　催　日　１２月２３日（佐賀市文化会館）

　【小学校オープン参加の部　管打楽器六重奏】　

　　優秀賞　鹿島小学校ファンタジーブラスバンド部

　【中学校の部　管打楽器八重奏】　

　　金賞　西部中学校吹奏楽部

　　※佐賀市で開催の九州大会へ出場予定

皐佐賀県冬季水泳競技大会

　開　催　日１２月９～１０日（佐賀県総合運動場　水泳場）　

　【１０歳以下男子２００ｍメドレー】

　　２位　山口　浩生（鹿島小４年）

　【１０歳以下女子１００ｍ平泳ぎ】

　　３位　野中　さゆり（鹿島小４年）

皐第３４回宮崎康治杯九州少年少女レスリング選手権大会

　開　催　日　１２月１０日（長崎県　島原復興アリーナ）

　【小学５・６年の部３８kg級】

　　優勝　松原　拓郎（北鹿島小５年）

皐全九州卓球選手権大会佐賀県予選

　開　催　日　１２月２５日（佐賀県総合体育館）

　【中学生の部】　２位　うずしお佐賀（東部中）

皐第２６回全九州高等学校ウェイトリフティング競技選抜大会

　開　催　日　１月１２～１４日（沖縄県立豊見城高等学校）

　【男子５６kg級】　３位　嶋江　大悟（有田工業高１年）

皐第３８回近県対抗サッカー交歓会

　開　催　日　１２月１７日（嬉野総合公園　多目的運動広場）

　　優勝　FCレヴォーナジュニアU-１２

皐第５回九州地区U-１２サッカーフェスティバル

　開　催　日　１２月２５日（宮崎県　総合運動公園）

　　２位　FCレヴォーナジュニアU-１２

県大会以上で上位入賞者の情報がありましたらご連絡ください　 　生涯学習課スポーツ係　緯０９５４（６３）２１２５詳しくは

皆さん
おめでとう
　ございます！

皐さがを誇りに思う教育フェスタ

　第１回佐賀県児童生徒ふるさと学習コンクール

　明治維新１５０年を記念して３月から開催される『肥前

さが幕末維新博覧会』のプレイベントとして、第１回佐賀県

児童生徒ふるさと学習コンクールが行われ、市内の小学校

が県教育長賞などを受賞しました。

１位　県教育長賞　古枝小６年
　　　作品『発見！古枝・鹿島の幕末～明治』

　　　一ノ瀬　希優、吉田　蓮、小栁　好未、松本　心佑
　　　（指導）蕪尻　昭　教諭、中町　孝裕　教諭

３位　優秀賞　七浦小６年　　作品『松本新聞』

　　　松本　丹湖、松本　来夢　（指導）松本　明子　教諭

２位　県学校教育課長賞　鹿島小５年
　　　作品『発見！わたしたちの街の宝物』

　　　木原　久遠、坂本　藍莉、山口　樂央、高取　杏奈
　　　（指導）武冨　敦子　教諭、中尾　大樹　教諭 ※※受賞作品はエイブルに展示しています。ぜひご覧ください受賞作品はエイブルに展示しています。ぜひご覧ください。。

寓左から一ノ瀬さん、吉田さん、小栁さん、松本さん（古枝小）
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今　今年年の箱根駅伝で、往路優の箱根駅伝で、往路優勝勝（総合２位）（総合２位）に輝いた東洋大学をはじめ、強豪大学長距離部の皆さんが鹿島市で強に輝いた東洋大学をはじめ、強豪大学長距離部の皆さんが鹿島市で強化化

合宿を行いま合宿を行いますす。また、昨年、初めて鹿島で合宿を行い、今年の箱根駅伝で４連覇の偉業を成し遂げた青山学院。また、昨年、初めて鹿島で合宿を行い、今年の箱根駅伝で４連覇の偉業を成し遂げた青山学院大大

学は、現在調整中です学は、現在調整中です。。

合宿期間中は、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が行われ、各大　合宿期間中は、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が行われ、各大学学

による陸上教室や交流会も予定されています。練習中の選手を見かけることもあると思いますので、市民の皆さによる陸上教室や交流会も予定されています。練習中の選手を見かけることもあると思いますので、市民の皆さんん

のご声援をよろしくお願いしますの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　鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会事務局局

（生涯学習課スポーツ係内）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生涯学習課スポーツ係内）　緯緯０９５４０９５４（６３）２１２５（６３）２１２５

詳しくは

箱根駅伝の強豪チームが
鹿島で強化合宿を行います！

市内の恵まれたスポーツ資源を活かし市内の恵まれたスポーツ資源を活かしてて

①スポーツの振興 ②青少年の健全育①スポーツの振興　②青少年の健全育成成

③交流人口の拡大 ④地域経済の活性③交流人口の拡大　④地域経済の活性化化

を図ることを目的として平を図ることを目的として平成成２３２３年度に年度に

創設したものです創設したものです。。

怯怯スポーツ合宿誘致制度とスポーツ合宿誘致制度とはは

寓寓大東文化大学のトレーニングの様大東文化大学のトレーニングの様子子

※合宿の情報は、鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会※合宿の情報は、鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会のの

フェイスブックでご覧になれます　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 検検索索

隔隔

各大学の合宿日各大学の合宿日程程（予定）（予定）

主な大会成績合宿実績人員期間大学名

平成３０年箱根駅伝　１６位平成２３年度から７年連続３５人１月３１日～２月８日［９日間］大東文化大学

平成３０年箱根駅伝　４位平成２８年度から２年連続２５人２月９日～１５日［７日間］日本体育大学

平成２９年全日本大学駅伝　１５位平成２３年度から７年連続４５人２月１７日～２２日［６日間］明治大学

平成３０年箱根駅伝　１１位平成２４年度から６年連続３０人２月２０日～２５日［６日間］順天堂大学

平成３０年箱根駅伝　２位平成２７年度から３年連続２０人３月７日～１４日［８日間］東洋大学

昨年の合宿風昨年の合宿風景景

寓寓東洋大学のトレーニングの様東洋大学のトレーニングの様子子寓寓明治大学生と園児の交明治大学生と園児の交流流 寓寓青山学院大学青山学院大学のの陸上教室陸上教室の様子の様子
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　２２月月２２５５日日（日（日））、祐徳稲荷神社参、祐徳稲荷神社参道道（古枝（古枝　林業体育館前）をスター林業体育館前）をスタートト・・ゴールとするゴールとする公認鹿島祐徳ロードレース公認鹿島祐徳ロードレースがが

開催されます。また、リオパラリンピックの女子マラソ開催されます。また、リオパラリンピックの女子マラソンン（視覚障害）（視覚障害）で銀メダルに輝いた道下美里さんをはじめ、で銀メダルに輝いた道下美里さんをはじめ、

東洋大学など箱根駅伝で有名な大学の選手や県内外から多くの選手が早春の肥前路を走る予定です東洋大学など箱根駅伝で有名な大学の選手や県内外から多くの選手が早春の肥前路を走る予定です。。沿道の声援は沿道の声援は

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。。

とと　　きき　２２月月２５２５日（日日（日））
とと こ　こ　ろろ　祐徳稲荷神社参祐徳稲荷神社参道道

　　　　　（スター（スタートト・・ゴール）ゴール）

ススタート時タート時間間

　１１００ｋｋｍｍ（公認）（公認）　　１０１０時時

　２２ｋｋｍｍ 小学生　小学生　　１１１１時時１５１５分分

　２２ｋｋｍｍジョギンジョギンググ  　１１時１１１時１６６分分

　ハハーフマラソーフマラソンン 　　１２時００１２時００分分

　（（２１.０９７２１.０９７５５ｋｍｋｍ（公認）（公認）））

　３３ｋｋｍｍ 中学生　中学生　　１２時１５１２時１５分分

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！

コースおよび選手通過予定時コースおよび選手通過予定時間間

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）。

応援よろし応援よろしくく

おねがいしますおねがいします！！

 　鹿島市体育協会

　　　　　緯０９５４（６２）３３７９

詳しくは
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　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と思います。

 　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 ２９年度

怯人権作文

特選作品の紹介　愚　人権作文

　わたしの名前は「ゆい」です。わ

たしの名前の由来は、おきなわの言

葉「ゆいまーる」から考えたそうです。

「ゆいまーる」には、「思いやり」や

「助け合い」という意味があると聞

きました。なぜこのことを思い出し

たかというと、全校朝会で先生の話

を聞いたり、教室でもみんなで「人

権」について、話し合いをしたりし

たからです。

　全校朝会の話は、

「ちょっとしたいたずらや、少しの

遊び心で、相手をきずつけてしまう

ことがある。」

という話でした。また、教室で先生

が

「していいことか、してはいけない

ことかを自分ではんだんし、相手の

気持ちを考えることが思いやりにつ

ながります。」

と話してくれました。人権のことに

ついて、たくさんの先生たちに教え

てもらいました。

　わたしの学級では、一ヶ月くらい

前に友達がけがをしてしまいました。

足が使えなくて、松葉づえをついて

行動をしなければなりませんでした。

とくに階だんはすごく大変そうでし

た。だから、周りの人達は、心配し

て荷物や松葉づえなどを持ってあげ

ました。

　人権とは、「安心・自信・自由」で

す。けがをしたら、できることが少

なくなって、不安になってきます。

でも、周りの人が助けてあげれば、

安心することができます。わたしは

こう思いました。人権を守るには、

自分だけでなく、周りの人や友達が

いるから、自分の人権を守れること

もあるんだなあと思いました。

　みんなそれぞれの心を持っている

から、相手の気持ちを考えて話をし

たり、行動したりすることが大切だ

と思います。なにげない一言が、相

手の心をひどくきずつけることもあ

ります。自分が言われていやなこと、

自分がされていやなことは、相手に

もしてはいけないと思います。反対

に言われてうれしいこと、されてう

れしいことをたくさんできれば、自

分も周りの人達もえがおにすること

が出来ると思います。みんなが楽し

くわらってすごすには、一人一人が

思いやりをもってすごすことをわす

れたらいけないなあと思います。

　わたしの名前の由来は、「思いや

り、助け合い」です。わたしは、こ

の名前にこめられた意味を考えて、

これから周りの人達へ思いやりを

もって、助け合っていけるようにな

りたいです。

わたしの名前の由来

わしざき　ゆい
（明倫小３年）

　ぼくが一ねんせいになって、一

がっきのときは、おかあさんとはな

れたくなかったり、はやおきがにが

てだったりして、がっこうにいきた

くない日がありました。

　でも、なんとかやすまずに、まい

日がっこうにいきました。そして、

クラスのともだちとなりました。

　二がっきになったある日のこと、

ぼくはじゅぎょう中、きゅうにおな

かがいたくなりました。ほけんしつ

でしばらくやすんでいたけど、おな

かのいたみはなおらなくて、がっこ

うをそうたいすることになりました。

　いえでやすんでいると、クラスの

ともだちがプリントをとどけにきて

くれて、

「だいじょうぶ。」

と、こえをかけてくれました。ぼく

は、ともだちがしんぱいしてかけて

くれたことばがうれしくて、えがお

になりました。

　つぎの日、またすこしおなかがい

たかったけど、がっこうへいくこと

にしました。すると、

「だいじょうぶ。これ、おまもりだ

から。」

といって、おりがみでつくったおま

もりをクラスのともだちがプレゼン

トしてくれました。

　ぼくには、やさしいことばをかけ

てくれるともだちがたくさんいます。

ともだちのおかげで、たのしく、え

がおでがっこうにいけるようになり

ました。

　やさしいことばは、ともだちをげ

んきにしたり、えがおにしたりする

「まほうのことば」です。

　ぼくも、こまったりかなしんだり

しているともだちがいたら、やさし

いことばをかけてたすけてあげたい

です。

　そして、ともだちをげんきにして、

えがおにしたいなとおもっています。

やさしいことばは、まほうのことば

ばば　るい
（鹿島小１年）

（敬称略）
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　私は、「ありがとう」という言葉に

はたくさんの喜びや幸せがつまって

いると思います。

　そう考えた理由は、「ありがとう」

といわれてうれしくない人はいない

と思うからです。「ありがとう」は、

言った人も言われた人も心が温かく

なる言葉です。人と人とのきょりが

ぐっと近づいて仲よくなれます。ま

ほうみたいな言葉です。

　私はこの前、お父さんとドライブ

に行きました。休けいした場所の近

くでおばあさんの車がみぞにはまっ

ていました。おばあさんはこまった

様子だったのでお父さんと私は近づ

いて声をかけました。お父さんが、

おばあさんの車にのってみぞから出

してあげました。おばあさんはとて

も喜んで、

「ありがとうございます。」

と言って何度も頭を下げていました。

　お父さんは、

「よかですよ。気をつけて帰ってく

ださい。」

と言っていました。こまっている人

にすぐに手をさしのべ、助ける事が

できてお父さんはすごいなと思いま

した。おばあさんから

「ありがとうございます。」

と言ってもらえてお父さんはとても

うれしそうでした。また、おばあさ

んもえ顔でうれしそうでした。見て

いた私も、うれしくてえ顔になりま

した。

　帰り道、私はお父さんに、

「お父さんすごかったね。」

と言いました。するとお父さんは、

「当たり前の事をしただけだよ。ゆ

うひも、もしこまっている人を見か

けたり、学校で友達がこまっていた

りしたら声をかけてあげんばよ。そ

したら自分がこまった時にきっと助

けてくれる人がいるはずだよ。」

と言いました。人にやさしく出来る

人は、自分にもそのやさしさが返っ

てくるのだと感じました。それが、

「ありがとう」のれんさにつながる

のではないでしょうか。

　この出来事から、「ありがとう」と

いう言葉の力があらためて分かった

ような気がします。「ありがとう」の

力が多くの人に広まって、すばらし

い世の中になればいいと思います。

　私も、お父さんのようにこまって

いる人を見かけたら、声をかけて助

けてあげられるような人になりたい

です。

　人から「ありがとう」と言っても

らえるように、また人にたくさんの

「ありがとう」が言えるように成長

していきたいです。

ありがとうの力

田中　優妃
（明倫小４年）

　「友達」は、自分の宝物の一つです。

　友達は、つらい事を聞いてくれた

り、遊んでくれたりしてくれるそん

な人です。つらいときもいっしょに

いてくれて心がほかほかになります。

たとえけんかをしても、すぐに仲直

りし、いっしょに協力してくれます。

自分には見つけられないことも見つ

けてほめてくれます。こんな友達は、

ぼくの宝物です。一人じゃできない

ことも二人ならできるし、手まどっ

ているときも待っていてくれるから、

最後までやりきれるのです。友達が

いると、元気いっぱいになれるので

す。

　この夏、五年生は、黒髪少年自然

の家に体験をしに行きました。特に、

黒髪山の「わんぱく大冒険」をした

時に軍手をつけるのにもたもたして

いても、待ってくれたり、気をつけ

たほうがよい注意をしてくれたりと

助けてもらったのです。とても、安

心して進めました。そして、友達は、

信頼関係でつながっているなあと感

じました。ロープを持ってがけを下

りる時、

「うでをのばして、顔は上を向くと

よ。」

「ゆっくりゆっくり、大丈夫だよ。」

との声をいっぱいかけてもらい、こ

わさがなくなりました。一人ではで

きなかったと思います。友達の言葉

を信じたからこそできたと思うので

す。ピンチのときに助けてもらいう

れしかったです。今度はぼくが助け

ようと思いました。また、友達が失

敗してもわらうのではなく、元気よ

く

「また、がんばればできる。」

「君の、失ぱいは成功のもとにな

る。」

と声をかけて、いっしょにがんばり

たいです。なぜ、そう思うかという

と、ぼくが部活の練習をしている時

に、うまくできなくて失敗した時に、

いやな言葉を言われてとても悲し

かった事があるからです。自分自身、

できなくて落ち込んでいる時だった

ので、心に傷がついた感じがしたこ

とをおぼえています。だからこそ、

「がんばればできる。いっしょにし

よう。」

と声をかけようと思ったのです。そ

の声を言うと心がほっとすると思う

のです。わからないところもヒント

を教えてやったり、コツを教えてあ

げたりするとみんなで協力しながら

できることがどんどん増えるのでは

ないでしょうか。それをくり返すこ

とにより、心と心のきずなが深くな

り、大切な人になっていくと思いま

す。

　一人一人を大切に思うと、友達の

輪が広がり、こわくなったり、悲し

くなったりすることが減ると思いま

す。つらいことがあったら、友達に

相談したり聞いたりすれば心の傷が

なおっていくからです。一人一人が

自分の事だけではなく、他の人を

思って声をかけることで、友達がど

んどん増えていくと思います。そし

て、その友達の大切さを忘れないこ

とが大事です。

友達の大切さ

木根　慶吾
（浜小５年）
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　「ＳＵＮ・賛・三・さわやか三組」

ぼくたち六年三組の学級目標です。

六年三組になった四月にみんなで話

し合って決めた「合言葉」です。

　ぼくたちのクラスは、よく話し合

いをします。「さんさん会議」とよん

でいます。一人一回以上発表して議

論します。なるべく友達の意見に賛

成した上で話し合いをしていきます。

たまに、意見がしょう突してヒート

アップすることもあります。でも、

みんな真剣に話し合っているからこ

そだと思います。ぼくたち六年三組

は、それぞれに言いたいことが言え

る仲間だと思います。「いじめ」につ

いて考えてみました。「いじめ」は、

自分より立場の弱い人をこうげきし

ます。時には、多人数で一人の人を

いじめたりもします。そうなると、

いじめられている友達は、一人ぽつ

んといることになり、話もしなくな

ると思います。

　想像してみました。ぼくのクラス

でもし、「いじめ」があったら・・・

と。

　まず、だれか元気がなかったら、

話しかけると思います。それでも様

子がおかしかったら、先生に報告し

ます。そしてみんなで「さんさん会

議」が始まると思います。

　「いじめは、いちばんかっこ悪

い。」と、みんな分かっていると思い

ます。いつも一人一人の意見を聞い

ているからこそ解決も早いと思いま

す。いじめる人は心が弱く、自信が

ないと思います。

　今年は最上級生ということもあり、

いろんな場面でまとめる側に立ちま

した。学校、地区の行事、部活動と

いそがしい日が続きます。人をまと

めることのむずかしさに直面してい

ます。「注意をしたら、きらわれて

しまうんじゃないか。」最初はそう

思っていました。でも、注意の仕方、

言葉のかけ方で、相手も素直に聞い

てくれることに気付きました。今ま

では、言葉で失敗してきたぼくです。

まだまだ十分ではありませんが、ぼ

くに出来ることを行動に移していき

たいと思います。

　つい先日、一年生から

　「運動会では、みんなをまとめて

くれてありがとうございました。」

という手紙をもらいました。とても

うれしく自信につながりました。

　「ありがとう」が言える一年生はえ

らいと思います。「ありがとう」と言

われる六年生もかっこ良いと思いま

す。これから先、かっこ良い大人に

なれるようがんばっていきます。

大切な仲間

中原　裕紀
（明倫小６年）

　先生から「人権」について思うこ

とを作文に書いてみようと言われま

した。ぼくは、「人権」ってどんなこ

とだろうと考えました。先生が、友

だち・障がい者・外国の人との関わ

りから考えるといいと教えてくれた

ので、ぼくは最近おばあちゃんから

聞いた話から考えてみようと思いま

した。

　その話は、十九年前に日本に留学

し、熊本でホームステイをしていた

男性の話です。その男性の名前は、

ディーン（仮名）。

　ディーンが、ホームステイを始め

て二週間ほどしたある日、係りの人

に電話で、

「ここには、もういたくない。」

と泣いて電話をかけてきたそうです。

その理由は、ホストファミリーから、

「ディーンが来てから、家の中が暗

くなったみたい。あなたの肌の色が

黒いし、それに独特のにおいもある

し･･･。」

と言われたそうです。その言葉を聞

いて、ぼくはひどいなと思いました。

　そのことがあり、ぼくのおじい

ちゃんとおばあちゃんは、うちでよ

ければとディーンを預かる事になっ

たそうです。おじいちゃんとおばあ

ちゃんも、ディーンを預かる心構え

はできていたものの、最初は黒人と

いうこともあり、違和感があったと

正直に教えてくれました。でも、家

で預からなければディーンは自分の

国に帰らなければならなかったので、

どうにかしてあげたいと一週間ほど

一緒に生活をしたそうです。その間、

ディーンは、中学校に入れてもらい、

クラスの人たちと一緒に学校生活を

送りながら、日本での生活を楽しむ

ことができたそうです。

　その話を聞いて、ぼくは、国や肌

の色がちがっても優しい心で受け止

めればだれとでも心を通わせること

ができ、友だちになれるんだと思い

ました。肌の色がちがうからといっ

て差別したり、仲間はずれにしたり、

その人を傷つけるような言葉を口に

したりするのはいけない事だと思い

ます。なぜなら、世界にはいろんな

肌の人やいろんな人種がいて、お互

いを差別し合うのは絶対におかしい

と思うからです。

　おじいちゃんとおばあちゃんは、

これまでに五人ぐらいの留学生を

ホームステイで受け入れています。

だから、外国の友だちもたくさんい

てとても素敵です。

　ぼくも、これから先、いろいろな

世界の人たちと出会い触れ合う機会

があると思います。その時は、見た

目で人を判断するのではなく、その

人たちと話をしたり、きちんと向き

合って関わったりしようと思います。

　そしておじいちゃんやおばあちゃ

んのように、温かい気持ちで接し、

困っている人がいたら優しく声をか

け合い、誰とでも助け合っていける

ようになりたいです。

おばあちゃんから教えてもらったこと

大町　優冬
（七浦小６年）
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　僕は、七月十七日の新聞記事が気
になりました。「新出生前診断」の記
事を読んでいくと、妊婦の血液から
胎児のダウン症などを調べる検査で
ある事が分かりました。検査を始め
た四年間で計４４,６４５人がその
検査を受けている事に驚きました。
　そして、染色体異常の疑いがある
「陽性」と判定され、さらに別の検
査に進んで異常が確定した妊婦の
９４％が人工妊娠中絶を選んでいた
事に正直驚きました。検査で異常が
あったら産まないなんて、命の選別
であり障がいのある人は産まれてこ
ない方が良いようにしていないかと
疑問に思いました。
　そこで、僕はお母さんになぜこん
な検査をしているのか聞きました。
すると、お母さんは、
「本当は検査をしたくないと思って
いる人がほとんどだと思うよ。お腹

の中に赤ちゃんを授かったらほとん
どの人が五体満足で元気に産まれて
くる事を一番に願っている。もしか
したら、そう思うことが命の選別を
しているのかもしれないね。だって
障がいがありませんようにと思って
いるから。それでもしお腹の赤ちゃ
んに障がいがある事がわかったら産
むか産まないか迷ってしまう人もい
る。それはまだ日本社会が障がい者
にとって生きやすい世の中じゃない
からかもしれない。ちゃんと育てら
れるか不安もあるし、自分が先に亡
くなってしまったら、その子はどう
なるんだろうと心配もあるからね。
でも産んで育てている人も沢山いる。
だからお母さんは命の選別ではなく、
検査を受ける事で母になる決意をし
ていると考えたいと思うよ。」
と、お母さんは話してくれました。
　僕はテレビで、重度の自閉症者の
東田直樹さんを知りました。自閉症
は状況の変化にうまく対応したり、
対人関係を築く事が難しい脳の先天
的な機能障がいで、百人に一人と言
われているそうです。彼は自分の衝
動をおさえる事ができず、人と会話

も難しいですが、文字ばんを前にし
たら自分の気持ちを伝える事ができ
ます。直樹さんら自閉症の人々は、
「自分がつらいのは我慢できます。
しかし、自分がいる事で周りを不幸
にしている事には僕達は耐えられな
いのです。」
という言葉が僕の心につき刺さりま
した。そして、
「人はどんな困難をかかえていても
幸せを見つけ生きることができる。」
「僕達はかわいそうだとか気の毒だ
と思われたいわけではありません。
ただみんなと一緒に生きていたいの
です。みんなの未来と僕達の未来が
どうか同じ場所にありますように。」
と、直樹さんは言っています。
　僕は、これからの未来が障がいの
ある人やない人も楽しく安心して暮
らしていける社会になったらいいな
と思いました。「新出生前診断」を
知った事で一人一人の命の価値に気
づく事ができ、障がいのある人の気
持ちが少し理解できて本当に良かっ
たと思います。

一人一人の命の価値に気づいた事

井上　輝哉
（西部中１年）

　私が高齢者問題について書こうと
思ったきっかけは二つあります。一
つ目は、テレビでこれから高齢社会
がさらに進んでいくと知り、興味を
持ったからです。二つ目は、父や母
が医療や福祉に関する仕事をしてい
たからです。母が、高齢者の方が安
心して暮らせるように相談に乗る仕
事だったので、このテーマで書こう
と思いました。
　以前、学校の登下校中などの際に
横断歩道を渡りきることができない
お年寄りの方や、ふらふらと歩いて
いるお年寄りの方を見たりと、困っ
ている人を見かけたりすることがあ
りました。しかし、私はどのように
声をかければいいのかが分からずに
見ているだけで何もできずにいまし
た。
　数日後、あの時に見たお年寄りの

方のことを思い出し、父や母に話し
てみました。この話を聞いて父と母
が、
「小中学生でも、認知症のことを正
しく理解して支援したりする認知症
サポーターをしている人がいるから、
子供でもできることがあるんじゃな
いかな。」
と教えてくれました。私は、今まで
はしなかっただけで、私にもできる
ことがあるんだと思い、できること
をやりたいと思いました。それから、
電車でお年寄りの方に声をかけ、席
をゆずったりと、私でもできること
をさがすようになりました。
　そんな時、父や母が話していた
「認知症サポーター」の講座がある
と知り、参加をしました。講座に
行った時、小中学生は私しかいな
かったので、はじめはとても緊張し
ていました。けれど、話の中には私
にもできそうなことがたくさんあり
ました。その話の中で、認知症にな
ると徘徊といってあてもなく歩きま
わったりすることがあると知り、お
どろきました。けれど、その行動は

本人にとっては理由があるそうです。
だから、その時の適切な対応が大切
だと知りました。なので、困ってい
るお年寄りの方を見かけたら声をか
けたりしたいです。
　このように、父や母の言葉を忘れ
ずに日々、「私にはできない」ではな
く「私だからできる」ということを
さがし、お年寄りの方を助けたり支
えたりできるように努力したいです。
　どんなに小さなことでも、お年寄
りの方を気づかう心をもち、高齢社
会が進んでいくこれから、お年寄り
の方みんなが安心して暮らしていけ
るような町になっていけばいいなと
思います。また、私が一人でもお年
寄りの方を安心させたり笑顔にでき
るようにがんばりたいです。
　これから大きくなっていっても私
だからできることをさがし、どんな
人でも困っている人がいたら、優し
く
「大丈夫ですか？」
と気軽に声をかけれる勇気を持ち、
前向きに努力して前進していきたい
です。

高齢者の方が安心して暮らせる町に！

神代　果鈴
（西部中１年）
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考えよう　発する前に　そのことば

井上　ましろ（東部中３年）

怯人権標語

差別なし　立ってる位置は　皆同じ

岡　優依（東部中３年）

なくそうよ　悪口という　感染病

坂本　麗奈（西部中２年）

いじめはね　あなたの中の　劣等感

永吉　壱伍（七浦小６年）

気づいてね　言われた人の　心をね

木原　慎大郎（七浦小６年）

「だいじょうぶ」　それは小さな　おもいやり

山口　ゆうり（鹿島小５年）

ありがとう　心がポッと　あたたまる

巨瀬　永愛（明倫小３年）

やめようよ　見てみぬふりは　もうしない

尾形　みやび（明倫小３年）

あいさつは　なかよくなれる　あいことば

こが　ゆりな（鹿島小２年）

　戦争の恐ろしさを知るには、戦争

の被害を実際に自分の目で見て、戦

争を体験した方のお話を聞いて感じ

ることが大切だと思います。

　私は、小学校の修学旅行で長崎に

行った時に原爆資料館で原爆の実際

の被害を見ることができ、また、実

際に原爆にあった方のお話を聞くこ

とができました。それから戦争や平

和への考え方や感じ方が、全然違う

ものになりました。

　今の平和な生活が当たり前、と

思っていた私は、この平和な生活が

どれだけの多くの方々の犠牲の上に

成り立ったものなのかを初めて知り

ました。そして、「原爆や戦争で命

の危険を感じることがない生活」が、

どれだけ幸せなのかを感謝するよう

になりました。

　私は日本が戦争を起こしたこと、

戦争に負けたことで、日本は本当に

大変な時代があったのだ、というこ

とは学校の授業などで分かっている

つもりでしたが、戦争や平和のこと

についてテレビや新聞のニュースを

注意して見るようになってきたら、

それは日本だけの問題ではないとい

うことがどんどんわかってきました。

　例えば、原爆が投下されたことに

よって、強制動員で日本に連れてこ

られていた韓国の方々にも被害者が

いることを知りました。また、日本

は北朝鮮と戦争はしていないし、す

るつもりもないのですが、北朝鮮は

アメリカとの関係において敏感に

なっていて、何度も日本の近くの海

にミサイルを撃ち込んでいることを

知りました。

　私は世界中の多くの人々が、戦争

がどんなに悲惨な結果をもたらすも

のか、知ってもらう必要があると思

います。世界で唯一、原爆投下をう

けてしまった日本では、七十年以上

たった今でも、多くの人々が原爆症

で苦しんでいるのです。被爆者を父

母に持つ「被爆２世」の人たちも全

国にいらっしゃいます。自分は原爆

にあったわけでもないのに、生まれ

た時から健康に不安を持って生まれ

てこなければならない子どもたちの

ことを、私たちはもっともっと深く

受け止めて考えなければならないと

思います。戦争の苦しみは、ずっと

長く続くのです。

　私は、今の時代に生まれてこれた

ことを感謝しています。しかし、こ

の平和がずっと続くわけではないか

もしれないという不安を持っていま

す。私は自分の命を大事にし、また

他の人々の命も大事にして生きて行

きたいと思います。私たちの中学校

は、広島に修学旅行に行きます。そ

の時には、今まで以上にしっかりと

積極的に、平和についての考えを深

めていきたいと思っています。

　私は、もし意見が違ってもお互い

の命を尊重し合い、決して争いを起

こさせない人間に成長していくこと

に努力したいと思っています。

戦争と平和について考える

徳永　華帆
（東部中３年）
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　２月１６日（金）から３月１５日（木）まで、平成２９年分所得税の確定申告および平成３０年度市県民税申告の受付け

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・記載しましょう！

潤市県民税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、税務課または地区公民館に

　用意しています。詳しくは『申告のお知らせ』をご覧ください。

申告は正しくお早めに！ ３月１５日まで

確定申告・市県民税申告のお知らせ

 　税務課課税係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１８

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マイナンバーカードまたは通知カード
　（通知カードの場合は運転免許証等の本人確認書類）

③事業所得計算に関する書類閣収支内訳書・帳簿・領収書等

④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

⑤社会保険料の領収書または証明書

⑥生命保険料・地震保険料の領収書または証明書

⑦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・明細書

⑧所得税の還付を受ける人は、自分名義の預金通帳

⑨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

～ 武 雄 税 務 署 か ら の お 知 ら せ ～

会　場対　象　者受　付　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）

２月２６日（月）

２月２７日（火）

市の申告相談よりも待ち時間が短く、早く受付けができます。武雄税務署申告相談日程

平成２９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（木）

潤個人事業者の消費税および地方消費税　４月２日（月）

http://www.nta.go.jp/作成コーナー 検索

隔

　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。

 　武雄税務署　緯０９５４（２３）２１２７詳しくは

会　場対　象　地　区　・　対　象　者受　付　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）

２月１６日（金）・１９日（月）

市内全域２月２０日（火）

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

２月２１日（水）

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

２月２２日（木）

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２月２３日（金）

大宮田尾・母ヶ浦・西塩屋・小宮道・東塩屋・西葉２月２６日（月）

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２月２７日（火）

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

２月２８日（水）

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３月１日（木）

土井丸・井手・三部・新籠・常広・組方３月２日（金）

市役所５階
大会議室

午後からは
市内全域

（対象日に来ら
　　れなかった人）

高津原３月５日（月）

西牟田３月６日（火）

城内・大手・東町・新町・中牟田・横田３月７日（水）

若殿分・末光・馬渡・執行分３月８日（木）

納富分・井手分・行成３月９日（金）

小舟津・犬王袋・世間・重ノ木３月１２日（月）

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）３月１３日（火）～１５日（木）

怯鹿島市申告相談日程 ※受付時間は全会場９時～１６時
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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。

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？

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）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？

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２９年中に収入があり
ましたか？

平成３０年１月１日現在、
鹿島市内に居住していま
したか？

平成３０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？

平成３０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？

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

『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

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。

鹿島市に申告書（写）を提出してくださ
い。※申告可能

市県民税申告は不要です。
税務署から確定申告書の
写しが市へ提出されます。

市県民税申告が必要です。

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。

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、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。

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。
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February
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冷蔵庫や
壁に貼ってね！

の

場所：保健センター（エイブル１階）怯子育て・相談・教室
備考受付時間開催日行事名

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

１０時～１０時３０分７・１４・２１・２８日（水）母子健康手帳交付

内　容　体重測定、個別相談
対　象　平成２９年１２月生まれ

１３時３０分～１３時５０分１５日（木）２か月児相談

内　容　身体計測、個別相談（健康、栄養、歯科等）
対　象　乳幼児と保護者

１３時３０分～１４時３０分２８日（水）赤ちゃん相談

内　容　離乳食指導・試食等
対　象　５・６か月児の保護者

１０時～１０時３０分６日（火）離乳食教室（前期）

内　容　離乳食指導等
対　象　８～１０か月児の保護者

１０時～１０時３０分２７日（火）離乳食教室（後期）

内　容　歯科診察、フッ化物塗布　※必ず歯磨きをして来てください
対　象　平成２８年２月生まれ（希望者のみ）

１３時４５分～１４時２２日（木）２回目フッ化物塗布

内　容　歯・栄養の話、赤ちゃんのお風呂の入れ方
対　象　妊婦　※要申込

１３時１０分～１３時３０分３月１日（木）マタニティスクール

内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

９時３０分～１０時３０分７日（水）成人健康相談

場所：保健センター（エイブル１階）怯子どもの健診
備考受付時間開催日行事名

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

１３時１０分～１３時３０分

２１日（水）
４か月児健診

（平成２９年１０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・小児科医の診察、　
　　　　フッ化物塗布（希望者のみ）

２２日（木）
１歳６か月児健診

（平成２８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、フッ化物塗布（希望者のみ）

８日（木）
３歳６か月児健診

（平成２６年７月生まれ）

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

子どもの健診や子育て相談などの問合せ先

保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３

※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
嬉野市森医院　　　　　　緯０９５４（４３）０７２５６日
鹿島市織田病院　　　　　緯０９５４（６３）３２７５１３日
嬉野市福田医院　　　　　緯０９５４（４３）０５５０２０日
鹿島市村山小児科　　　　緯０９５４（６３）１１５８２７日

建おくすりノートを持っていきましょう

毎日
（１９時～２１時）

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

日曜・祝日および１月１日～３日
（９時～１７時）

鹿島市休日こどもクリニック

（高津原）

緯０９５４（６３）１８３８

水曜日（１月１日～３日を除く）
（１９時～２１時）

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

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

佐賀南部地区小児時間外診療佐賀南部地区小児時間外診療佐賀南部地区小児時間外診療

子どもの健診、子育て・相談・教室子どもの健診、子育て・相談・教室子どもの健診、子育て・相談・教室
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３・１０・１７・２４日（土）、１１日（祝）、
４・１８・２５日（日）、１２日（振休）

市役所
保健センター

４日（日）
市民交流プラザ
（かたらい）

４日（日）、６・１３・２０・２７日（火）、
１１日（祝）、１２日（振休）

子育て支援センター
（わ・わ・わ　ぽっと）

５・１９・２６日（月）、
１３日（火）、２２日（木）

市民図書館

５・１９・２６日（月）、１３日（火）
生涯学習センター
（エイブル）

６・１３・２０・２７日（火）陸上競技場・社会体育館

５・１９・２６日（月）、１２日（振休）
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２８日まで休場。
※蟻尾山グラウンド・ゴルフ場は、芝の養生のため
　２月２８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１４ページをご覧ください

当番薬局在宅当番医日
前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０４日（日）
溝上薬局スカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５１１日（祝）
おおぞら薬局中村医院　緯（６３）９２３４１２日（振休）
アルナ薬局浜町店薬師寺医院　緯（６３）５２８１１８日（日）
溝上薬局北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６２５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

平成２９年１２月３１日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿島市

世帯６＋人６－世帯１０,８０５人２９,８１７

世帯４＋人１３＋世帯　５,４０６人１３,９１８鹿　島

世帯１＋人２－世帯　１,１６５人  ３,５５３能古見

世帯１＋人５－世帯　１,０３９人  ３,１１３古　枝

世帯７＋人６＋世帯　１,０２９人  ２,８８６浜

世帯２－人１０－世帯　１,２３２人  ３,５１０北鹿島

世帯５－人８－世帯　　　９３４人  ２,８３７七　浦

人４－人１４,０４７男

人２－人１５,７７０女

宮園電工　　　　　　緯（６３）３１５１
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

　３日（土）
　４日（日）
１０日（土）
１１日（祝）
１２日（振休）
１７日（土）
１８日（日）
２４日（土）
２５日（日）

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階（ピオ内）

開館時間　１０時～１７時

休　館　日　火曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）、全館清掃日

 　緯０９５４（６３）０８７４

　　　　　https://www.facebook.com/wawawapot

詳しくは

子育て支援センタ子育て支援センターー

怯妊娠子育てなんでも相談

　どんなことでも気軽に相談ください。
対　象　子育て中・妊娠中の人
栢予約・利用料不要

怯子育てひろば　わ・わ・わ　ぽっと

　親子で自由に遊べる常設のひろばです。
対　象　就学前児と保護者
※就学前児と兄弟の小学生は利用できます。
栢予約・利用料不要

怯ファミリーサポートセンター

　子育てを助けて欲しい人とお
手伝いをしたい人が、お互いの
信頼と了解のもと助け合う会員
制の子育てネットワークです。
まずは会員登録をお願いします。

 　

ファミリーサポートセンター

緯０９５４（６３）０８７４

詳しくは

怯ひろばの集い

１４日（水）
『親子のふれあい遊びday四』

２６日（月）
『おひなさまを作って
　　　　　　楽しもうday♪』

（共　通）

　時　間　１１時～１１時４５分（予定）
　場　所　子育て支援センター

　対　象　５か月～就学前児と保護者

栢予約・利用料不要

※詳しくはfacebookをご覧ください
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　平成３０年度に市役所で正規職員に欠員が生じた場

合等に補充として任用する臨時的任用、または事務補

助等を行う日日雇用の登録を受け付けます。必要があ

る際は、登録した人の中から選考を行います。

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。

登録開始日　２月１日（木）

※雇用条件等は市のホームページに掲載しています

 　総務課職員係　緯０９５４（６３）２１１３詳しくは

市役所臨時的任用職員・日日雇用職員の登録を受け付けます
募
　
集

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

恐
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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恭恭恭恭恭恭恭恭
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ペットボトルはラベルとキャップを
　　　　　　はずして出しましょう！

※平成３０年４月以降、ラベルとキャップをはずしていな
　い場合は回収できませんので、ご協力をお願いします

　適正なリサイクルのため市指定のごみ袋でペットボト

ルを出す場合はラベルとキャップの分別をお願いします。

　これはどうするの？

　鴨リング（キャップ下の輪っか）
　　取らずに市指定ごみ袋『ペットボトル』へ

　鴨はがしにくいラベル
　　無理にはがさず、市指定ごみ袋『もえるごみ』へ

お
知
ら
せ

地域包括支援センターからのお知らせ

介護者のつどい
お
知
ら
せ

　日ごろの悩みや体験談を持ち寄り、認知症など介護

の必要な家族との関わり方を一緒に考えてみませんか。

　今回は、『癒し』をテーマにアロマテラピーも行いま

す。ハンドアロマタッチやアロマクラフト体験でリフ

レッシュしましょう。ぜひ、ご参加ください。

　と　　き　２月２０日（火）１３時３０分～１５時

　と　こ　ろ　エイブル２階和室

　参　加　費　無料　※申込不要

《参加者の声》

　介護の合間にほっとひと息。ひとりで解決できない

ことも誰かに話してみると安心できます。

　介護の経験者のことばはとても支えになります。耳

寄り情報にも出会えるかも！

　リフレッシュ・相談・情報交換、どんなことでもまず

はぜひ足を運んでみてください。

　 　地域包括支援センター　緯０９５４（６３）２１６０詳しくは
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就農相談会のお知らせ
お
知
ら
せ

　市では、JAさがみどり地区園芸部と共催で、就農

相談会および事業相談会を開催します。

と　　き　２月１０日（土）

　　　　　午前の部　１０時～１２時　　午後の部　１４時～１６時

と　こ　ろ　JAさが鹿島支所３階大会議室

内　　容　相談１時間、圃場見学１時間の２時間コース

そ　の　他　事前の申し込みで、より詳しい話や資料を

　　　　　準備できます。ぜひ利用してください。

　　　　　※市HPに『事前申込フォーム』があります  　農林水産課　緯０９５４（６３）３４１３詳しくは

恭相談事例恭

潤農業をやりたいが、何からはじめたらいいかわからない

潤親の農業を継ぎたい（子に継がせたい）ので就農支援制度

　について知りたい

潤他の品目に挑戦したいのでアドバイスがほしい

潤ハウスを建てたいが補助などはないか

潤根域制限みかんに挑戦したい

潤退職後に第２の人生として農業をやってみたい　など

市営古枝住宅の入居予備者を募集します
募
　
集

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　平成３０年４月～９月までに入居を希望する人

申　込　書　２月１日（木）から都市建設課で『入居申し込みの

　　　　　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　２月１３日（火）～１９日（月）９時～１７時

抽　選　会　２月２３日（金）

※抽選結果により順次空き部屋をご案内します

　定住促進住宅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。

 　都市建設課住宅係　緯０９５４（６３）３４１５詳しくは

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。
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　平成２５年９月１日より動物愛護管理法が改正され、ペットの『終生飼養』について明示されました。

　終生飼養　動物がその命を終えるまで適切に飼養すること

ペットを飼おうとしている人へ
潤その生き物の習性や本能を理解していますか
　本当に自分たちで世話ができるのかを考えましょう。

潤生涯飼い続けることができますか
　種類に応じた適切な飼い方をする準備や覚悟が必要です。

潤経済的な負担は大丈夫ですか
　犬や猫の寿命は１０年～１５年ほどです。

潤責任を持って世話することができますか
　ペットも生き物です。毎日食事し病気にもなります。

潤周囲に迷惑がかからないよう配慮できますか
　散歩や餌やり、寝床の清掃等やるべきことはたくさんあります。

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

医療費控除の明細書に関するお知らせ
お
知
ら
せ

　佐賀県後期高齢者医療広域連合から『後期高齢者医療に係る医療費のお知らせ』(９～１２月診療分)を２月２３

日（金）に発送します。このお知らせは、医療費控除の申告手続で医療費の明細書として使用することができます。

 　

　医療費のお知らせに関すること

　　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

　申告に関すること

　　武雄税務署

　　緯０９５４（２３）２１２７

詳しくは　医療機関等から請求書が遅れているなどの理由で医療費が記載されて

いない場合は、別途領収書に基づいて『医療費控除の明細書』を作成し、

申告書に添付する必要があります。

　また、『患者負担額』の欄には、自己負担相当額が記載されています。

支払った医療費の額と実際に負担した額が異なる場合は、ご自身で額を

訂正して申告する必要があります。

※領収書に基づいて『医療費控除の明細書』を作成した場合や、ご自身で額を訂正した場合
　は、確定申告期限から５年間、医療費領収書を保存する必要があります

応募方法　福祉課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、当日消印有効）

恭募集期間　２月１日（木）～２月２０日（火）　（土・日曜日および祝日を除く）

恭試験日時　３月７日（水）市民交流プラザかたらい　※面接による選考を行います

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
　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３－１

　鹿島市役所　福祉課　障がい福祉係（市役所１階）　緯０９５４（６３）２１１９

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

次のすべて満たす人
毅保育士、看護師、養護教諭の
　いずれかの資格を有する人
毅パソコン（エクセル・ワード）
　を使った一般事務ができる人

毅月～金曜日の日勤
※９時～１６時１５分

すこやか教室での療
育訓練や保育および
管理業務等

平成３０年４月１日

　～平成３１年３月３１日

※次年度に継続して雇用
　する場合があります

若干名嘱託職員

保育士、看護師、養護教
諭のいずれかの資格を有
する人

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

平成３０年４月１日

　～平成３１年３月３１日
若干名日日雇用職員

すこやか教室指導員を募集します
募
　
集

　犬はきちんとしつけをしなければ他人を攻撃した
り吠え続けたりします。逃げ出したペットが人に危
害を加えるかもしれません。猫を放し飼いすれば他
人の所有物を傷つけたり、他人の家に糞をしたりす
ることもあります。
　どうしても飼うことができなくなったら、必ず新
しい飼い主を探してください。

都道府県等では、犬猫の終生飼養の原則に反す
るため、引取りは行っていません。
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３０１０運動と３０１０運動とはは
　会食や懇親会、宴会などで会食や懇親会、宴会などで、、最初の３０分最初の３０分とと最後の１０分最後の１０分は自分の席は自分の席

に着いて食事を楽しみましょう！という取り組みでに着いて食事を楽しみましょう！という取り組みですす。。

３０１０運動をしてみる３０１０運動をしてみるとと
　お 店お　店　はは・・・・・・出した料理を残さず食べてもらえま出した料理を残さず食べてもらえますす。食品ロスも少な。食品ロスも少な

　　　　　　　くなり、ごみが減って助かりますくなり、ごみが減って助かります。。

　参加者参加者はは・・・・・・最初の３０分でゆっくり食べることで、できたてを美最初の３０分でゆっくり食べることで、できたてを美味味

　　　　　　　しく食べられましく食べられますす。さらに胃の中に食べ物を入れるこ。さらに胃の中に食べ物を入れることと

　　　　　　　で悪酔いも防げますで悪酔いも防げます。。

１月は『行く月』、２月は『逃げる月』、３月は『去る月』とも言いますが、年度末が過ぎるのは、あっという間です。

３月、４月は、送別会や歓迎会の機会が多いと思います。そこで、ぜひ実践していただきたいのが３０１０運動です。

３０１０運動に取り組めば、リデュース（ごみの発生抑制）にもつながり、

誰にでも簡単に地球温暖化対策に貢献できます。
 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

温暖化対策、世界湿地の日

今今すすぐぐややろろうう温温暖暖化化対対策策

 　

　環境下水道課ラムサール条約推進室

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　１９７１年２月２日にラムサール条約が採択されたことを記

念して、ラムサール条約事務局は毎年2月2日を『世界湿地の

日』として定めています。今年の世界湿地の日のテーマは『都

市の湿地を守ろう～持続可能な未来のために～街の暮らしを支

える湿地』です。

世界湿地の日

2月2日は世界湿地の日です

World Wetlands Day

　市ではこの時期、市内の小学生を対象にラムサール条約登録湿地

である肥前鹿島干潟で野鳥観察会を行っています。

　観察会ではズグロカモメ、クロツラヘラサギ、ツクシガモなどの

絶滅危惧種を多く観察することができ、子どもたちにとって鹿島の

自然の豊かさを再認識する貴重な機会となっています。

にににににににににににににに取取取取取取取取取取取取取取りりりりりりりりりりりりりり組組組組組組組組組組組組組組みみみみみみみみみみみみみみ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ょょょょょょょょょょょょょょううううううううううううううに取り組みましょう！！！！！！！！！！！！！！！３０１０運動



20 Ｈ３０(２０１８).２.1　広報かしま

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
善 行 紹 介

１月１６日、佐賀西信用組合

様からご寄附をいただきまし

た。

今年、佐賀西信用組合様が創

業６５周年を迎えるのを機に

地域貢献につながる取り組み

として企画されたもので、市

では、誕生された新生児への

プレゼント事業に活用させて

いただきます。

東京と福岡で『鹿島フェア』開催

　１月３１日までの約１カ月間、東京都神田の『全

国うまいもの交流サロン　なみへい』と、福岡市博多

駅前の『九州郷土料理 わらび』で鹿島フェアを開催

しました。

　フェア期間中は、市内６酒蔵のお酒や有明海の海

産物・農産物などを使ったメニューが提供されたほ

か、店内では特産品やお土産品の販売も行われまし

た。大都市圏在住の人や観光客などに鹿島の魅力

を知ってもらうよい機会になりました。

能古見小児童のデザインが『井手口橋』橋名板に！

　１２月２５日、中川内地区の市道中川内・広平

線に完成した橋の橋名板の取付式を行いました。

　新たに完成した橋の名前を『 井手口橋 』と命名
い で ぐ ち は し

し、将来を担う地域の子どもたちに地元への愛着

を深めてもらうため、橋名板のデザインを能古見

小学校の児童から募集しました。

　投票の結果、漢字を書いた６年生の井上 瑞沙希 さんとひらがな
み さ き

を書いた４年生の井上 奈津希 さんが姉妹で選ばれ、それぞれの作
な つ き

品をもとに製作した橋名板を取り付けました。２人は「自分たちの

作品がずっと残るのでうれしい」と喜んでいました。

３００年以上続く冬の風物詩　ふな市開催

　１月１９日早朝、天候に恵まれたほどよい寒さの中、浜町酒蔵

通りで恒例の『ふな市』が開催されました。

　会場では、活きのいい鮒の販売や『ふなんこぐい』の試食など

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

や珍しいふな市を楽しむ家族連れなど市内外からのたくさんの人

でにぎわいました。
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“once in a lifetime” 

今月のキーフレーズ

№１４６

　この表現は「一生に一度」という意味で使われます。

四Filipino Words四
（ フ ィ リ ピ ン の 言 葉 ）

 Pag-ibig  :愛
パグイビグ

 Bansa  :バンサ
バンサ

 Damdamin :気持ち
ダムダミン

　本校では、総合的な学習の時間を

中心に、地域の歴史に学ぶ時間を設

定しています。

　今年度の６年生は、テーマ『立ち

上がれ、古枝の歴史もり上げ隊』を

掲げ、活動しています。５つのグ

ループに分かれ、調べ活動など進め

ているところです。

　５つのグループとは、【祐徳神社

グループ】【門前商店街グループ】【球

場･遊園地･温泉グループ】【PR動画

グループ】【模型グループ】です。

　子どもたちにとって、以前、古枝

に球場、それも、プロ野球の公式戦

ができるような球場があったことや、

当時、人気の遊園地があったことは、

とても新鮮に心に響いたようです。

学習意欲が喚起されました。学習の

まとめに向けて、学習も佳境に入っ

てきたようです。

　今年度は、『第1回佐賀県児童生

徒ふるさと学習コンクール』が行わ

れました。本校６年生の代表が、古

枝の地域の歴史（主に幕末・明治期）

をまとめた作品で、佐賀県教育長賞

（第１位）を射止めました。

　地域の先人たちに支えられて、

「今」があることや、次の世代に

しっかりとバトンをつないでいくこ

となど、学習を通して感じ取ってほ

しいと思います。

地域の歴史に学ぶ

古枝小学校

だ よ り

No.２４９

寓学習発表会

こんなときこのひとこと、学校だより

校学

（ジェシカ）　私、彼を愛してるの。でも他の国へ移るんだ

　　　　　って。

（ティファニー）　あなたがどう思ってるか彼に伝えたら。

　　　　　そんな恋愛なんて一生に一度だけだよ。

Jessica:

Tiffany:

I Love him, But he's moving to a different 
country.
Tell him how you feel. A love like thatonly 
happens once in a lifetime!

（カレン）　ねぇ、ジョー！スカイダイビングに行こうよ。

（ジョー）　何～？まさか。かなりこわいよ。

（ジョー）　いいじゃないか。一生に一度の経験だよ。

Karen:
Joe:
Karen:

Hey Joe, let's go sky diving!
What?!? No way! That's very scary.
Come on! It's a  once in a lifetime experience.

スティーブン先生
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エイブルからのお知らせなど

かしま再発見展
～能古見編～

床　の　間
コーナー

　１～３月の床の間コーナーは、６地区ご

とに歴史・文化・人物などを紹介する『か

しま再発見』展の第３回として、能古見地

区の展示を行います。

期　　間　３月３０日（金）まで

ギャラリートーク

　と　き　２月１８日（日）１０時～

　ところ　エイブル３階研修室

　講　師　福井　尚寿さん

　　　　　（県立博物館・美術館副館長）

　テーマ　能古見が生んだ天下の画家

　　　　　『 雲谷  等顔 について』
うんこく とうがん

図書館からのお知らせ市　民
図書館

恭付録プレゼントのクイズ（対象：中学生以上）

　クイズを解いて、プレゼントをゲット！正解者

の中から抽選で雑誌の付録をプレゼントします。

と　　き　２月２日（金）～２１日（水）

と　こ　ろ　図書館内（ヤングコーナー）

当選者発表　３月１日（木）～２８日（水）

※当選された人は発表期間内に図書館でお受け取りください

恭「冬の特大おはなし会」においでよ！（参加無料、申込不要）

　懐かしい幻燈スライドで昔話を楽しもう。大人だけの参加もお待

ちしています。おはなしの後は、ふうせん羽根つきもあるよ！

と　　き　２月３日（土）１４時～１５時３０分

と　こ　ろ　エイブル１階いきいきルーム

 　市民図書館 緯０９５４（６３）４３４３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！
会費　１年コース　１,０００円
　　　３年コース　３,０００円
　　　（高校生以下　各半額）
特典　「えいぶる事業」のチケット代金
　　　の割引や先行予約、「えいぶる
　　　講座」の受講などができます。
　　　３年コースは、入会・更新時に
　　　５００円のクーポン券を贈呈。
 
　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

　昔一人の歌い手がいた。だが戦争が彼女から

歌を奪おうとした。彼女とその歌に惚れ込んだ

仲間たちは誇りを胸に皇軍慰問の旅に出る。　　

　戸田恵子、大和田獏、他による演劇公演。

と　　き　３月４日（日）１５時開演（１４時開場）

と　こ　ろ　市民会館ホール（全席指定）

料　　金　Ｓ席　大人　　　　　３,５００円
　　　　　Ａ席　大人　　　　　３,０００円
　　　　　Ｂ席　大人　　　　　２,５００円
※高校生以下は各１,０００円引き
※会員は各５００円引き（チケットぴあでの会員割引はありません）
　チケットぴあ（Ｐコード４８３－５７２）ほか　発売中

 Sing   a   Song 
シ ン グ  ア ソ ン グ

平成２９年度
第１２回えいぶる事業

　被災した南相馬市のマーチングバンドを追ったド

キュメンタリー。プロデューサー・ツンさんの被災地報

告と市民によるパネルディスカッション。

と　　き　２月１８日（日）１５時開演（１４時３０分開場）

と　こ　ろ　エイブルホール（全席自由）発売中

料　　金　大人（一般）　１,０００円　　大人（会員）　　５００円
※前売り・当日共　高校生以下（一般）　３００円　　高校生以下（会員）　無料

東日本大震災復興支援映画『MARCH』上映会
＆ちょんまげ隊長ツンさんの被災地報告会

平成２９年度
第１１回えいぶる事業

平成２９年度文化庁

劇場・音楽堂等活性化事業

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

無　料
エイブル３階

生活工房B
２月２日（金）
１３時３０分～１５時

藤井　直紀さん
（佐賀大学低平地沿岸海域研究センター）

２０人
公開講座（市民の科学講座『有明海学２０１７』）
干潟の成長と干拓の創成

無　料
エイブル３階

研修室
２月４日（日）
１３時～１５時

大城　サカエさん

福田　レベッカさん
２０人

公開講座（英語で遊ぼう♪講座）
バレンタインデイfor kids
※小学３年生以上対象

会　員　　　５００円
一　般　１,０００円
材料代　　　５００円

エイブル２階

調理実習室
２月１０日（土）
１０時～１３時

松尾　久美子さん
（だしソムリエ３級）

２０人
公開講座
鹿島の味めぐり教室
～有明海の海の幸でダシを楽しむ～
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 　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

麻しん・・・非常に感染力が強く、一人が感染すると爆発的に広まる疾患です。乳児など免疫力が低い人に感染した

　　　　　場合、治癒しても数年後に脳炎などの重い合併症を起こす可能性があります。

風しん・・・妊婦が感染すると、胎児が風しんウイルスに感染し、難聴や心疾患などの障害をもった赤ちゃんが産まれ

　　　　　る可能性があるといわれています。（先天性風しん症候群）

　どちらも非常に恐ろしい病気ですが、予防接種により十分予防することができます。お子さんや社会全体の感染

予防のために、期間内に予防接種を受けましょう。

対　象　者　

　第１期：１歳から２歳に至るまで（１歳児）

　第２期：平成２３年４月２日～平成２４年４月１日生（年長児）

　栢第２期接種期間は、３月３１日（土）まで

料　　金　無料（接種期間を過ぎた場合は全額自己負担）

持　参　品　母子健康手帳・予診票

※麻しんおよび風しんに既にかかったことがある人は、

　接種前に保健センターへご相談ください

麻しん・風しん混合予防接種を受けましょう麻しん・風しん混合予防接種を受けましょう！！

と　　き　３月１２日（月）１３時～１６時

と　こ　ろ　佐賀県健康づくり財団３階（佐賀市）

内　　容

　胸簡単！かわいい！手作り“しおり”　１３時～

　　講師　隈本　ヒデ子さん

　胸親睦・交流会　１４時～

対　　象　がん患者とその家族（先着３０人）

参　加　費　３００円／人　お茶菓子付き

申込期限　３月７日（水）

※住所・氏名・電話番号・家族同伴の有無を　

　事前に電話でご連絡ください

 　佐賀県がん総合支援センター

　　　　　　　　（佐賀県健康づくり財団）

　　　　　　　　緯０１２０（２４６）３８８

　　　　　　　　（月・水・金の９時３０分～１３時、１４時～１６時３０分）

申込・問合せ先

がん患がん患者者・・家族集いの家族集いの会会

　レディースデー検診は、スタッフが全員女性で対応します。

　今年度最後の検診になりますので、ぜひ受診してください。

　希望される人は申し込みをお願いします。

と　　き　２月１４日（水）　受付１３時３０分～１４時３０分

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

対　象　者　子宮がん検診：２０歳以上の女性

　　　　　乳　が　ん検診：４０歳以上で昨年度未受診の女性

　　　　　※乳がん健診は先着５５人で締め切ります

料　　金　子宮がん検診：７００円

　　　　　乳　が　ん検診：４０歳代１,２００円、５０歳以上７００円

　　　　　※市民税非課税世帯・生活保護世帯・後期高齢者医療制度被保険者は無料

 　保健センター（エイブル１階）

　　　　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

子宮がん・乳が子宮がん・乳がんん
レディースデー検診を実施しまレディースデー検診を実施しますす

　四種混合予防接種とは、百日咳、ジフテリア、破傷

風、ポリオを予防するためのワクチンです。接種回数

が多いので、忘れないように注意しましょう。

対　象　者　３か月～７歳６か月未満

接種回数　第１期初回（３回）接種後、１年あけて追加

　　　　　（１回）を接種　※計４回

四種混合予防接四種混合予防接種種

～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。どなたでも参加できます。ぜ

ひ、お申し込みください。

と　　き　２月２０日（火）１０時～１４時

と　こ　ろ　エイブル２階調理室

定　　員　３０人（先着）

参　加　費　３００円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角布

申込期限　２月１３日（火）

 　保健センター（エイブル１階）

　　　　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

食改さんの料理教食改さんの料理教室室
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　家屋を増築した場合も固定資産税

の課税対象となり、税額を計算する

ため家屋評価を行う必要があります。

また、改築した場合も課税対象とな

ることがありますので、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た場合は、

面積にかかわらず課税対象です。

潤サンルームを増築したとき

　地面に定着し、屋根・周壁などに

より風雨をしのげる状態であれば課

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

　増すようなものをいい、建築基準

　法の『改築』の区分と異なります。

※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

 

と　　き　４月８日（日）

と　こ　ろ　鹿島商工会館

検　定　費　４～６級　１,０００円

　　　　　７～１０級　　９００円

　　　　　暗算（全級）　　９００円

申込期間　２月１３日（火）～３月８日（木）

 　鹿島商工会議所

　　　　緯０９５４（６３）３２３１

おお知知ららせせ
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

珠算・暗算検定（４級以下）
のご案内

申込・問合せ先

　平成２９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

お詫びと訂正　平成３０年１月号２７ページの支出額に誤りがありましたので、お詫びして訂正します。

　『祝儀　１１月２２日　鹿島商工会議所女性会創立３０周年祝賀会』　【誤】１０,０００円　【正】５,０００円

詳しくは

支出の相手方、行事名支出金額支出日区　分
鹿島市老人クラブ連合会厚生労働大臣賞受賞祝賀会４,０００円１２月１３日会　費
年賀状６５枚３,３８０円１２月２１日その他
４月からの累計　３５５,８０１円７,３８０円合　計

平成２９年１２月
市長交際費支出状況表

２月２３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（市長提案理由説明）

２月２４日（土）～２６日（月）　休会

２月２７日（火）～２８日（水）　議案審議、質疑、討論、採決

３月１日（木）　　　　　　休会

３月２日（金）　　　　　　常任委員会（議案・請願）

３月３日（土）～４日（日）　休会

３月５日（月）　　　　　　新年度予算審査特別委員会（現地調査）１３時～

３月６日（火）　　　　　　新年度予算審査特別委員会

３月７日（水）　　　　　　休会

３月８日（木）　　　　　　新年度予算審査特別委員会

３月９日（金）　　　　　　新年度予算審査特別委員会　１３時３０分～

３月１０日（土）～１１日（日）　休会

３月１２日（月）～１３日（火）　新年度予算審査特別委員会

３月１４日（水）　　　　　　休会

３月１５日（木）　　　　　　一般質問

３月１６日（金）　　　　　　一般質問　１３時３０分～

３月１７日（土）～１８日（日）　休会

３月１９日（月）　　　　　　一般質問

３月２０日（火）　　　　　　調整日（一般質問）

３月２１日（祝）～２２日（木）　休会

３月２３日（金）　　　　　　委員会報告、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月定例会会期日程（案）
～あなたも傍聴してみませんか～

※一般質問の数などにより議事日程
　を変更する場合があります。

※一般質問などの内容は鹿島市ＨＰ
　の『鹿島市議会』に掲載します。

※ケーブルテレビでは１１チャンネル
　で議会中継を放送します。

地域別最低賃金

効力発生日１時間件　名

平成２９年１０月６日７３７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３０年１月３日８２７円一般機械器具製造業関係

平成２９年１２月２２日７９５円電気機械器具製造業関係

平成２９年１２月２日７３８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

情報掲示板　愚　お知らせ
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　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

 

恭各種作業の注文をお受けします。

　「農作業」「庭木の剪定」「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」で販売しています。

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　２月１５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１５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

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

ご活用ください！
シルバー人材センター

問合せ・ご注文

 

　よりよい地域づくりを目的に、子

どもからお年寄りまで気軽に集まれ

る子ども食堂を開設します。

と　　き　２月１０日（土）１１時～１４時

※以降、毎月第２土曜日開設予定

と　こ　ろ　市民食堂『より処ほんまもん』

食　事　代　子ども　２００円

　　　　　大　人　３００円

 　社会福祉法人たちばな会

　　　　　緯０９５４（６６）５４１０

 

 

　精神障がい者の家族や支援者を対

象に、精神疾患についての知識や接

し方などを具体的に学ぶ講座です。

と　　き　３月１６日（金）

　　　　　１３時３０分～１５時３０分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

参　加　費　無料

 　杵藤保健福祉事務所

　　　　　緯０９５４（２２）２１０５

 

　人生のラストシーンをどのように

迎えるか。今回は、荒木ゆかりさん

（終活ライフケアプランナー）による『物の整

理・心の整理』についての講話です。

と　　き　２月９日（金）１９時～

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階

定　　　　員　先着２０人

参　加　費　無料

 　風のガーデンの会・鹿島　代表久原

　　　　　緯０９０（１１９５）４１０２

かしま子ども食堂
を開設します

詳しくは

講講習習会会・・教教室室

家族講座のご案内

詳しくは

風のガーデンの会　第４回研修会
『ハッピーエンドの迎え方』

詳しくは

 

　ハーブの栽培や市内産物を使った

ワンプレート料理を学ぶ教室を開催

します。当日は、バレンタイン用の

お菓子づくりも行います。ぜひ、ご

参加ください。

と　　き　２月１０日（土）９時～１３時

と　こ　ろ　海道しるべ

対　　　　象　中学生以上の市民

参　加　費　無料

定　　　　員　先着２０人

持　参　品　マスク、三角巾、エプロン

※マスクと三角巾は海道しるべで購入できます（２０円）

 　産業活性化施設『海道しるべ』

　　　　　緯０９５４（６３）８０６０

 

～うたってあそぼう♪わらべうた～

　子どもの成長に合わせたたくさん

のわらべうたの紹介と子育てについ

ての講座です。親子でいっしょに遊

びましょう。（要申込）

と　　き　２月１１日（日）１４時～

と　こ　ろ　エイブル２階和室

対　　象　乳幼児から就学前の子ど

　　　　　もと保護者、またはわら

　　　　　べうたに関心のある人

定　　　　員　２０組

講　　　　師　佐賀コダーイセンター

　　　　　（代表　十時やよいさん　ほか）

参　加　費　無料

 　市民図書館

　　　　緯０９５４（６３）４３４３

 

　放課後児童クラブで働くことを希

望する人を対象に説明会が開催され

ます。どなたでも参加できますので、

お気軽にご参加ください。

と　　き　２月２日（金）

　　　　　１０時～１１時３０分

と　こ　ろ　武雄市文化会館中集会室Ａ

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

 　

　ＮＰＯ法人佐賀県放課後児童クラブ連絡会

　緯０９５２（３７）８５５３

ハーブ栽培・加工教室
に参加しませんか

詳しくは

親子わらべうた講座

申込・問合せ先

放課後児童クラブで
働きませんか

詳しくは

※（　）内は前年比　　　栢思いやり運転で　脱ワーストワン！

怯交通安全スローガン　運　転　者　向　け　ぶつかるよ　ながら運転　じこのもと

　　　　　　　　　　　歩行者・自転車向け　行けるはず　まだ渡れるは　もう危険

　　　　　　　　　　　こ　ど　も　部　門　自転車は　車といっしょ　左側

 　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１詳しくは

平成２９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
（＋７１０）２０,０２１件（－１,４４５）８,９３２人（＋０２）３６人（－１,０１８）６,７６５件佐 賀 県 内
（－１２４）１,０１６件（－０３５）４３２人（＋０２）３人（－０１７）３５３件鹿島警察署管内
（－０２５）５５１件（－０１２）２３１人（　００）０人（　０００）１８６件鹿 島 市 内

情報掲示板　愚　お知らせ・講習会・教室
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　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５日（月）～（先着）

 　鹿島市観光案内所

　　　　　（鹿島バスセンター１階）

　　　　　緯０９５４（６０）５１４５

 

　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８万人が来場されました。

　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２４日（土）・２５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

 

　『にっぽん縦断こころ旅２０１８“春の

旅”』（ＮＨＫＢＳプレミアム）が佐賀

県内で４本の番組を制作予定です。

　そこで番組で紹介する皆さんの心

に残る場所とエピソードを募集しま

す。市内の忘れられない風景や思い

出の場所など、エピソードと一緒に

番組までお送りください。

締　　切　３月２６日（月）必着

放送予定　５月７日（月）～１１日（金）

※詳しくは番組ホームページをご覧ください

　http://www.nhk.or.jp/kokorotabi/

 　ＮＨＫふれあいセンター

　　　　　緯０５７０（０６６）０６６

　　または緯０５０（３７８６）５０００

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

鹿島酒蔵ツーリズム娯
スタッフ募集

詳しくは

教えてください
あなたの『こころの風景』

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５００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１８日（日）１０時～

と　こ　ろ　旭ヶ岡公園

※ご寄附も、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

 

　相生通りを歩行者天国にして、市

内飲食店の出店や各種雑貨の販売、

ジビエ料理のふるまいなどを行いま

す。豪華商品が当たる抽選会など内

容盛りだくさんで開催しますので、

皆さんぜひ、お越しください。

と　　き　２月２５日（日）

　　　　　１１時～１８時

と　こ　ろ　相生通り（西牟田）

 　焼鳥ダイニング楽楽　松本

　　　　　緯０９５４（６９）８０４４

　　　　　産業支援課

　　　　　緯０９５４（６３）３４１１

イイベベンントト
鹿島市桜樹保存会

植樹祭

詳しくは

ＫＡＳＨＩＭＡ
にぎわいフェスティバル

詳しくは

 

　肥前鹿島干潟の見学や野鳥観察を

しながら、ゆっつら～と歩いてみま

せんか。豚汁やおみやげもあります。

と　　き　３月１０日（土）※小雨決行

　　　　　９時受付　９時３０分スタート

集合場所　北鹿島公民館

定　　　　員　先着５０人

参　加　費　５００円

持　参　品　飲み物、帽子、タオルなど

申込期限　３月２日（金）

※電話、FAXまたはEメールでお申し込みください

当日のスタッフも募集しています！

 　

　北鹿島公民館

　緯・姉０９５４（６２）２０１４

　糸kita-kou@po.asunet.ne.jp

 

狂祐徳稲荷神社　節分祭　３日（土）

狂祐徳稲荷神社　初午祭　７日（水）

 

 

　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２４日（土）１０時～１５時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい中会議室

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（２９）０６３５

　　緯０９５２（２９）０７１０

 　佐賀県司法書士会

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

 

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　２月１８日（日）１３時～１６時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

 （電話での相談可）

　佐賀県労働者福祉協議会

　ライフサポートセンターさが

　緯０１２０（９３１）５３６

２０１８北鹿島
ゆっつら～とウォーク

申込・問合せ先

その他のイベント

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

弁護士による
無料法律相談会

申込・問合せ先

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２８日（水）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　募集・イベント・相談
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狂無料法律相談（市民優先）

　８日（木）市役所５階

　受付１３時～１４時（先着６人）１３時３０分開始

　※行政相談と同日開催

　２２日（木）市民会館２階

　受付９時３０分～１０時３０分（先着６人）１０時開始

　総務課緯（６３）２１１１

狂法律・行政合同相談　市役所５階

　８日（木）１３時開始（１５時３０分まで）

　※無料法律相談と同日開催

　総務課緯（６３）２１１１

狂人権相談

　市民交流プラザかたらい３階会議室

　１日（木）１０時～１５時

その他の相談
狂厚生年金・国民年金相談　

　６日（火）市役所５階第７会議室　１０時～１２時

　　　　　市役所５階大会議室　１３時～１５時

　２０日（火）新世紀センター２階会議室１

　　　　　１０時～１２時、１３時～１５時

　要予約　市民課緯（６３）２１１７

狂こころの健康相談（臨床心理士対応）

　市民会館３階第２会議室

　２１日（水）９時３０分～１２時

　要予約　福祉課緯（６３）２１１９

狂発達障害児（者）専門相談　

市役所５階第７会議室

　２７日（火）１０時～１６時　要予約

　NPO法人それいゆ緯０９０（６２９６）７５５０

狂住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　１０日（土）１０時～１２時

狂土地・建物に関する無料相談所　

市民会館２階第５会議室

　２７日（火）１３時３０分～１６時３０分

狂消費生活相談　市民会館２階第５会議室

　毎週月・金曜日（祝日を除く）

　９時３０分～１２時、１３時～１６時

　※２月２日のみ市民会館１階サロン

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

　１３日（火）９時～１６時（時間外可）

　要予約　税務課緯（６３）２１１８

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

情報掲示板　愚　相談
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海 の 森 植 樹 祭 に ご 参 加 く だ さ い ！
　市と市環境衛生推進協議会では、毎年３月に森林環境の保全と水産物豊かな有明海再生を目的に、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。今年は瀬戸市有林内（古枝）に、モミジ、クヌギ、ケヤキ

など、約１,２００本の広葉樹を植樹します。終了後は、『さがの樹』の苗木無料配布なども行う予定です。ご家族

やご友人などお誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

と　　き　３月１７日（土）　９時～１１時３０分（予定）

※荒天時は３月１８日（日）に順延、態度決定は前日夕方に行い連絡します

集　　合　市役所前　９時（現地へはバスで移動します）

申込締切　３月７日（水）

持　参　物　軍手、前うち（お持ちの人）

そ　の　他　弁当や飲み物はこちらでご用意します

 　農林水産課農山漁村係

緯０９５４（６３）３４１３　姉０９５４（６３）２３１３

申込・問合せ先

鹿 島 市 み ん な の 集 い を 開 催 し ま す
　さまざまな分野で活動する市内の団体によ

るステージ発表や作品の展示・即売を行いま

す。皆さんが楽しめる内容になっていますの

で、ぜひお越しください。

と　　き　３月１１日（日）　９時３０分～１５時

と　こ　ろ　市民会館およびその周辺

そ　の　他　入場整理券５００円が必要です。

※入場整理券は市役所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

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　演題　『高齢化社会を生きていくために』

　　　　　　　　　　　　講師　　祐愛会織田病院　織田　良正　医師

　　　　　　喰ステージ発表　市内９団体

１３時３０分～　喰記念講演　演題　『笑顔満開！明日も元気に』

　　　　　　　　　　　　講師　森　恵美さん

鹿島酒蔵ツーリズム娯２０１８プレイベント『 日 本 酒 の 会』
　鹿島酒蔵ツーリズム娯のプレイベントとして、太良町の温泉旅館『鶴荘』で行われるイベントとの共催で『日本
酒の会』を開催します。鹿島・嬉野の日本酒を楽しみながら太良町自慢の海の幸、山の幸をお楽しみください。

と　　き　３月４日（日）　１６時３０分～１８時３０分

と　こ　ろ　鶴荘（太良町）　　　参　加　費　５,０００円

 　肥前路南西部広域観光協議会事務局（嬉野市観光協会内）

　　　　　緯０９５４（４３）０１３７

詳しくは
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話まちの話題題

　１月７日１月７日、、市民会館市民会館でで鹿島市成人式鹿島市成人式がが行われました行われました。。

式典で　式典ではは、、新成人代表新成人代表のの坂本柊志坂本柊志ささんがんが、、「「いつまでもこいつまでもこのの

感謝の気持ちを忘れずに、これからは一人ひとりが成人とし感謝の気持ちを忘れずに、これからは一人ひとりが成人としてて

の自覚を持って、社会的責任と義務を果たすとともに、それの自覚を持って、社会的責任と義務を果たすとともに、それぞぞ

れの夢に向かって、力強く歩んでいくことを誓いまれの夢に向かって、力強く歩んでいくことを誓いますす。」。」とと決意決意

の言の言葉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

寓寓中中島島　遼太遼太郎郎さんさん、、倉﨑倉﨑　葵さ葵さんん
　（（記念品贈記念品贈呈呈））

寓寓　岡岡　美希さ美希さんん
　（（市民憲章宣市民憲章宣言言））

寓寓坂坂本本　柊志柊志さんさん
　（（決意の言決意の言葉葉））

 　商工観光課観光振興係　緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

URL　http://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/12380.html

※応募はインターネットのみの受付となります。

　詳しくは市のホームページをご覧ください。

　このサイトは、皆さんが撮影した写真や動画を市の

ホームページに投稿してもらうことで、鹿島市の魅力を

より多くの人に知ってもらおうと開設しています。

　また、鹿島の『よかもん』が当たるキャンペーンを行っ

ています。ぜひ、ご応募ください！

募集キャンペーン実施中！
応募締切　平成３０年２月２８日（水）

皆さんの作品で鹿島をＰＲしましょう皆さんの作品で鹿島をＰＲしましょう！！

で投稿で投稿！！写真 動画鹿島の魅力鹿島の魅力をを ＆＆

１月６日、中川グラウンドで鹿島市消防出初め式が開かれました。　１月６日、中川グラウンドで鹿島市消防出初め式が開かれました。消消

防署員・消防団防署員・消防団員員約４００人約４００人がが分列行進や中川での祝賀一斉放水を行い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、６年間無火また式では、６年間無火

災中の古枝分団や、個人の功労者などがそれぞれ表彰されました災中の古枝分団や、個人の功労者などがそれぞれ表彰されました。。

災害のない１年を願っ災害のない１年を願ってて
－鹿島市消防出初め式－鹿島市消防出初め式－－


