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№１０９１

　関東学連の５つの大学の選手たち関東学連の５つの大学の選手たちがが３月中旬まで３月中旬までスポーツスポーツ

合宿を行っています。練習中の選手を見かけたらご声援よ合宿を行っています。練習中の選手を見かけたらご声援よろろ

しくお願いしますしくお願いします。。

写真　写真はは明治大学競走部の皆さんが鹿島市陸上競技場で練明治大学競走部の皆さんが鹿島市陸上競技場で練習習

すするる様子です様子です。。

写写真真
箱根駅伝の強豪大箱根駅伝の強豪大学学　鹿島へ鹿島へ　－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。今年はミス

日本酒も来場し、期間は２日間で、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２４日（土）、２５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。無料バスも運行しますので、賞品が当たる蔵めぐりスタンプラ

リー（公式ガイドブック特典）と併せてお楽しみください。

『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
カーを商工観光課で配布
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、
　地元特産品・おつまみ販売、
　サックスコンサート（２４日）、酒まんじゅうふるまい（２５日）、
　沖縄三味線な～な～ずコンサート（２５日）
　フォークソング『Ｊ・パーカーズ』コンサート（２５日）

②馬場酒造場

　日本酒の試飲（一部有料）・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、酒蔵案内、
　酒粕（板粕）販売、地酒ソフトクリーム販売、
　粕漬・珍味などの試食・販売

④富久千代酒造

　日本酒販売（数量限定）、日本酒バー（有料）、
　樽酒無料振る舞い、チケット制有料試飲、
　牛すじ煮込販売、酒粕詰め放題（有料）、
　蒲鉾販売、佐賀牛カレー・佐賀牛焼肉販売

⑤光武酒造場

　日本酒・焼酎の試飲・販売、抽選会、軽食販売、
　日本酒カクテルＢＡＲ、足湯、瓶詰め実演、
　ロックフェスティバル

⑥峰松酒造場

　鹿島実高コラボおつまみ『さがいろの鹿実』お披露目会、
　日本酒の試飲（一部有料）・販売、浜宿ミンチ天販売、
　せんべい焼き体験（有料）、甘酒ソフトクリームの販売、
　さがあられ・酒米山田錦せんべい販売

※各蔵のイベント内容は変更になる場合があります

建鹿島 酒蔵 ツーリズム遺２０１８
さかぐら
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酒蔵ツーリズム２０１８公式ガイドブック

　嬉野温泉酒蔵まつりと合同の公式ガイドブック

　潤１冊３００円

　潤１００円×９蔵と祐徳門前春まつり会場で使える

　　５０円の割引クーポン（９５０円）付き

　潤６蔵以上を巡ると賞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）

　おひとり様２セットまで。

　限定２,０００セット４,３００円

 　鹿島市観光協会　

　　　　　　　　緯０９５４（６２）３９４２　姉０９５４（６０）４９４６

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

販売・問合せ先

　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２４日（土）、２５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　男と女の和装コンテスト、全国の酒VS鹿島の酒飲み比べ、

　　　　　郷土芸能（面浮立・獅子舞・日本舞踊）、東部中吹奏楽、

　　　　　移住交流フェア、ＢＭＸ自転車パフォーマンス、

　　　　　テコンドー演武、ポールダンス、さるまわし、

　　　　　占いの館、映画『馬喰一代』放映　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

たのしい
イベントが
盛りだくさん！

寓ツーリズムオリジナルの６蔵セット（イメージ）

※イベント当日市内３カ所の総合案内所で販売します。

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２４日（土）、２５日（日）　１０時～１６時

内　　容　潤着物で散策体験　潤地酒販売　など

建祐徳門前春まつり
栢２４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

　潤日本酒会　酒仙童子による佐賀ん酒飲み比べ

　潤働く車の展示　　潤けん玉認定会　など

栢２５日のみのイベント

　潤うまか日本酒飲み比べ『KAKU-UCHI』

　潤なつかし 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。
　　※１５時からは表彰式とエンディングパレード！

　潤ロンドンバスクルージング（荒天中止）
　　祐徳神社前バス停発着　①１１時～　②１３時～
　　※事前に配布する整理券が必要です

寓２日間限定“祐徳彩りいなり弁当”
　　　　（参道の花見会場で販売）

 　YOU-TOKU庵　緯０８０（１５３２）３２４０
　　　　　　　　　　　　http://monzen.sagafan.jp/
詳しくは
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　桜満開。旭ヶ岡公園のほど近い鹿島中心市街地で、

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２４日（土）、２５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）

　※２４日（土）・２５日（日）１０時～１６時開催

　胸蔵開きの新酒とKASHIMANドッグで楽しむ

　　深町宏＆J・パーカーズ＆な～な～ずコンサート

　胸～塩麹＆高菜～KASHIMANドッグの限定販売

　胸地元発酵食品の試食・試飲販売

　　（粕漬、漬物、酒、パン、スイーツ、ヨーグルトなど）

　　※商品、試食には数に限りがあります

 　鹿島発酵研究会　福井

　　　　　緯０９０（３０７７）６０３２

詳しくは

怯鹿島おまつり市（稲荷通り）

　※２５日（日）１０時～１６時のみ開催

　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

　胸ゆ～ゆんさがん酒呑みくらべ

　胸高校生ショップ（鹿島実高、嬉野高校、佐賀農業高校）

　胸 海道 しるべ共同開発商品の試食販売
みち

　胸その他、地元特産品、こだわり加工品の販売　など

 　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

建かしま発酵まつり・鹿島おまつり市

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

市民球場・鹿島小桜まつり学童軟式野球大会　９:００１０・１１・１７日

市民球場鹿島市近接中学校軟式野球大会　９:００２４日・２５日

蟻尾山公園グラウンド県観桜少年サッカー大会　８:３０２５日（日）

市民体育館ほか県下少女バレーボール観桜大会　８:３０２５日（日）

北公園四地区対抗鹿島観桜テニス大会　９:００２５日（日）

横田公民館桜まつりチャリティ茶会１０:００３１日（土）

ところ行事名
開始
時間

開催日

鹿島高校柔剣道場観桜少年柔道大会　８:００１日（日）

市民武道館観桜弓道大会　９:００１日（日）

明倫小体育館桜まつり少年剣道大会　９:００１日（日）

西部中学校観桜中学生女子ソフトボール大会　８:３０１日（日）

市民交流プラザかたらい観桜福祉囲碁大会　９:００２日（月）

中川グラウンド観桜ゲートボール大会　８:３０２日（月）

松陰神社境内桜まつり県下民踊大会１０:３０４日（水）

市民体育館観桜卓球大会　８:３０８日（日）

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２４日（土）～４月４日（水）

　　　　　※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
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文化・スポーツの結果

　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）

文文化化・・スポーツの結スポーツの結果果

皐第６３回青少年読書感想文全国コンクール

　　入選　古賀　優莉奈（鹿島小２年）

皐西日本読書感想画コンクール

　　入選　納富　翔英（鹿島小６年）

皐ファミリーマートありがとうの手紙コンテスト２０１７

　【九州・沖縄ブロック】

　　最優秀作品賞　藤井　大陽（明倫小６年）

　　審査員特別賞　溝江　桃果（古枝小３年）

皐第１８回アバンセ杯放送コンクール

　【朗読部門】　奨励賞　大坪　明日香（西部中２年）

皐第５３回新春読書感想文コンクール県審査

　　佐賀県知事賞　樋口　梨々花（明倫小６年）

　　佐賀県教育長賞　松浦　琉晟（明倫小３年）

　　佐賀県ＰＴＡ連合会長賞　桂原　遼輝（古枝小５年）

　　佐賀県地域婦人連絡協議会長賞　松本　ひなた（東部中２年）

　　優良賞　古賀　優莉奈（鹿島小２年）

　　優良賞　馬郡　虹（北鹿島小３年）

皐スポーツチャレンジマスコットキャラクターコンテスト

　　最優秀賞　増田　彩夢奈（七浦小４年）

　　　優秀賞　光武　海惺（七浦小６年）

皐スポーツチャレンジ

　　【８の字とび】　スポーツチャレンジ賞　浜小学校６年１組

　　【れんぞく馬とび】　敢闘賞　鹿島小学校３年１組

　　【８の字とび】　奨励賞

　　　　　　　浜小学校１年１組、４年１組、５年１組

　　【みんなで輪くぐり】　奨励賞　浜小学校１年１組

皐２０１８クロカンフェスタinかしま　第１９回中学女子駅伝

　開　催　日　１月２８日（鹿島市陸上競技場）

　　　優勝　西部中学校陸上部女子

皐天皇杯平成２９年度全国レスリング選手権大会

　開　催　日　１２月２０～２３日（東京都　駒沢オリンピック公園総合運動場体育館）

　【男子フリースタイル７４kg級】

　　　３位　中村　百次郎（日本体育大助手）

　【男子フリースタイル６５kg級】

　　　３位　嶋江　翔也（日本体育大３年）

皐全九州高等学校レスリング新人選手権大会

　開　催　日　２月３～４日（佐賀県総合体育館）

　【９６kg級】　２位　芹川　力亜（鹿島実高１年）

　【８４kg級】　３位　北村　勇気（鹿島実高１年）

皐佐賀県中学校新人サッカー大会

　開　催　日　１月２８日（佐賀県総合運動場　陸上競技場）

　　　２位　東部中学校サッカー部

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

春季全国火災予防運動が始まりました
－　３月１日（木）～７日（水）　－

寓消太くん

全国消防イメージキャラクター

春先は空気が乾燥し、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

恐
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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

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狂狂狂

教
教

橋
橋平成２９年度　全国統一防火標語『火の用心　ことばを形に　習慣に』

住宅用火災警報器はちゃんと鳴りますか？
　住宅用火災警報器は、火災を感知するため常に作動していて、その電池の寿命は約

１０年です。万が一のときに適切に作動するよう定期的に点検を行いましょう。

【点検方法】
　潤ボタンを押すまたはひもを引いて作動するか確認しましょう。
　潤家族で火災時の警報音を聞いてみましょう。

【音が鳴らないときは】
　潤電池がきちんとセットされているか確認しましょう。
　潤電池がきちんとセットされていても鳴らない場合は『電池切れ』か『機器本体の
　　故障』ですので、機器本体の交換をおすすめします。
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３つの要件すべてに該当する人が受給できます。

１．障害の原因となった病気やけがの初診日が次のい

　　ずれかの期間内にあること。

　①国民年金加入期間

　②２０歳前または日本国内に住む６０歳以上６５歳

　　未満の人で年金制度に加入していない期間

　※老齢基礎年金を繰り上げて受給している人を除く

２．障害認定日または２０歳に達したときに障害等級

　　１級または２級に該当していること。

３．保険料の納付要件を満たしていること。

　※２０歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要

障害等級表（抜粋）

※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

障害の状態

１．両眼の視力の和が０.０４以下のもの

２．両耳の聴力レベルが１００デシベル以上のもの

　　　　　　　　　　　　　　　　など　全１１項目

１
　級

障
害
の
程
度

１．両眼の視力の和が０.０５以上０.０８以下のもの

２．両耳の聴力レベルが９０デシベル以上のもの

　　　　　　　　　　　　　　　　など　全１７項目

２
　級

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（午前中）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２４日（土）・２５日（日）・３１日（土）、

　　　　　４月１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、マイナンバーカードなど）をご持参ください

～証明書は時間外交付制度のご利用を～

　左記の期間でなくても、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、市民課では電話

予約をして、休日や夜間に証明書などを受け取るこ

とができる「時間外交付」を実施しています。証明

書の種類および予約時間は下記のとおりです。

証明書などの種類

　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

予約時間　月～金曜日（平日）　８時３０分～１７時

 　市民課市民年金係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７

詳しくは

 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

市への登市への登録録とと年１回の狂犬病予防注年１回の狂犬病予防注射射は義務ですは義務です

怯生後９０日を経過したら市へ登録を

　市環境下水道課へ登録をお願いします。

　飼い主の住所・氏名、犬の種類、毛色、体格など

をお尋ねします。

※飼い犬が亡くなった場合も届出をお願いします

怯年１回の狂犬病予防注射を受けましょう

　毅４月に各地区公民館で行う狂犬病予防集合注射を受ける

　毅動物病院で狂犬病予防注射を受ける

※動物病院で予防注射を受

　けた場合は『狂犬病予防

　注射済証』を持参の上、　

　市環境下水道課まで届出

　をお願いします

↑↑
○○

犬の飼い方マナー
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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月分から援助を受けるには、３月１６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２９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

社会体育施設の使用予約を受け付けます
お
知
ら
せ

　平成３０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（木）

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

 　生涯学習課スポーツ係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは

　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、必要な申告書が提出されなけれ
ば、課税対象となりますので、忘れずに申告を行っ
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

　毅軽自動車・自動二輪（１２５㏄超～２５０㏄以下）
　　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

　毅自動二輪（２５０㏄超）
　　手続き場所　九州運輸局佐賀県陸運支局
　　　　　　　　緯０５０（５５４０）２０８２
　　必要なもの　
　　【名義変更】　車検証（軽二輪は届出済証）、住民票（３カ
　　　　　　　　月以内のもの）、新・旧所有者の認印
　　　　　　　　※軽二輪は自賠責証書
　　【廃　　車】　車検証（軽二輪は届出済証）、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

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！
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３月は自殺対策強化月間です
お
知
ら
せ

　平成２９年中の自殺者数は全国で２１,１４０人、佐賀県では１３７人（国県ともに速報値）であり、全国・佐賀県
ともに自殺者数は年々減少しています。しかし、多くの人が自ら命を絶っているという深刻な状況は続いています。

怯鹿島市自殺予防事業のご案内

潤こころの健康相談（２５ページ参照）

　月１回臨床心理士による『こころの健康相談』を行って

います。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）

潤ゲートキーパー研修会

　悩んでいる人に気づき、声かけをするゲートキーパーが

必要です！専門の資格はいりません。誰でもできます！

　希望される団体は福祉課にご相談ください。

 

　福祉課障がい福祉係　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）

鹿島市福祉課　　　　　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

恭相談日時

　受付時間　９時３０分～１２時、１３時～１６時

※土・日・祝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
～『安心安全で暮らしやすいまち』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、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、『安心安全で暮ら

しやすいまち』を目指して、積極的に広報・啓発を

実施し、消費者行政活性化推進交付金を活用するな

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。

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

　　　　　を記入して、提出してください。（郵送可、募集期限までに必着）

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

そ　の　他　詳しくは採用試験実施要領または募集要領をご覧ください。（市のホームページにも掲載しています。）
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恭募集期限　３月１６日（金）　（土・日曜日を除く）

恭試験日時　後日連絡します　※面接による選考を行います

恭採用試験実施要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先

　産業支援課（市役所２階）　緯０９５４（６３）３４１１

週５日
（８時３０分～１７時１５分）
火～日曜日（年末年始を除く）
ローテーション勤務

一般事務、施設管理な
ど

平成３０年４月２日

　～平成３１年３月３１日

※次年度以降、継続して雇

　用する場合があります

若干名
［臨時的任用職員］
市産業活性化施設
『海道しるべ』職員

恭募集期限　３月９日（金）　（土・日曜日を除く）

恭試験日時　後日連絡します　※面接による選考を行います

恭採用試験実施要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先

　教育総務課管理係（市役所２階）　緯０９５４（６３）２１０３

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

自動車の普通免
許を有する人

１日７時間程度
（週３５時間程度）

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

平成３０年４月１日
　～平成３１年３月３１日
※春・夏・冬休みは勤務が
　ありません

若干名
［日日雇用職員］
特別支援教育
支援員

恭募集期限　３月１２日（月）　（土・日曜日を除く）

恭試験日時　後日連絡します　※面接による選考を行います

恭採用試験実施要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先

　保険健康課地域包括支援センター（市役所１階）　緯０９５４（６３）２１６０

募集要領に定め
る要件を満たし
ている人

１日７時間程度
（週３５時間程度）
原則　月～金曜日
（祝日を除く）

地域包括支援センター
業務、介護予防に関す
る業務

平成３０年４月１日

　～平成３１年３月３１日

※次年度以降、継続して雇

　用する場合があります

１人
［嘱託職員］
介護支援専門員

募集要領と専用履歴書は、保険健康課
までお問い合わせください。

自家用車で『かたらい』をご利用の人へ
お
知
ら
せ

 　かたらい管理室　緯０９５４（６３）３０３０詳しくは

　ピオ東側駐車場を利用する場合の料金体系が一部変更されましたのでお知らせします。

その他の利用の場合ピオ、市民交流プラザ利用の場合

　　　　入庫後３０分　無　料　※変更なし　　　　無　料　※変更なし

入庫後６０分　１００円

変　更　後
※入場の際に発行される駐車券は必ずピオ各店舗、
　かたらい窓口等へお持ち下さい。利用時間内の
　無料手続きを行います。

８時～１８時　最大３００円

１８時～８時　最大２００円

日日雇用・嘱託・臨時的任用職員を募集します
募
　
集
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　青色申告実績が１年以上ある農業者の場合、平成３１年１月から収入保険に加入できます。これから青色申告

に取り組む場合は、平成３０年３月１５日までに税務署へ青色申告承認申請を行う必要があります。平成３０年

分の青色申告実績ができれば、平成３２年１月から加入できます。

～青色申告実績が１年以上ある農業者の皆さんへ～

収入保険の加入・支払のスケジュールについて

お
知
ら
せ

 　鹿島藤津農業共済組合　緯０９５４（６２）２７３９　　　農林水産課農政係　緯０９５４（６３）３４１３詳しくは

平成３１年１月から加入する場合のイメージ

▲

怯運動機能

　□階段を手すりや壁をつたわらずに昇ることができない

　□椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がるこ

　　とができない

　□１５分程度続けて歩くことが難しい

　□この一年間で転んだことがある

　□転倒に対する不安が大きい

怯口腔機能

　□半年前に比べて固いものが食べにくくなった

　□お茶や汁物などでむせることがある

　□口の渇きが気になる

怯閉じこもり

　□週に１回以上外出することがない

　□昨年と比べて外出の機会が減っている

　立つ・歩く・起き上がるといった『運動機能』や噛む・飲み込むといった『口腔機能』などが低下傾向にある人、

外に出るのがおっくう・移動手段がないなどで『閉じこもり』傾向にある人が要介護状態にならず過ごせることを

目的に各介護予防教室を開催しています。以下のチェック項目に当てはまる人は、地域包括支援センターまでご相

談ください。

介護予防教室を開催しています
お
知
ら
せ

 　地域包括支援センター　緯０９５４（６３）２１６０詳しくは

情報掲示板ワイド

平成３２年平成３１年平成３０年

確定申告後（３月～６月）１月～１２月（税の収入の算定期間）１２月末１０月～１１月

保険料・積立金
の納付

加入申請 保険期間
保険金・特約補てん金

の請求・支払

※分割支払も可（納付期限は８月末）

水道に関する手続きについて
お
知
ら
せ

　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



広報かしま　Ｈ３０(２０１８).３.111

情報掲示板ワイド

 　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１２　　受信機の問合せ　ネット鹿島　緯０９５４（６３）１８６２詳しくは

Ｊアラート全国一斉情報伝達訓練が実施されます
お
知
ら
せ

　Ｊアラート（全国瞬時警報システム）は、地震・津波や武力

攻撃など国からの緊急情報を、市の防災行政無線（屋外ス

ピーカー）と屋内放送受信機から２４時間体制で、瞬時に市

民にお知らせするものです。

　次の日程で試験放送を行いますので、皆さんのご理解とご

協力をお願いします。なお、試験放送は緊急放送となり屋内

放送は最大音量で流れますのでご注意ください。

①点滅時は電池切れのため、新
しい電池と交換してください。
単３アルカリ４個

①消灯時はコンセントが抜け
ていないか確認し、きちんと
入っていれば故障の可能性があ
ります。ご連絡ください。

②点滅時は故障のため、ご連絡
ください。（ケーブルテレビの工
事中は点滅する場合があります）

③数字が出たままの場合は、左
の“ラジオ”のボタンを２秒以上
押してください。

①①

②②

③③

こんなときは？

と　　き　３月１４日（水）　午前１１時頃

放送内容　これは、Ｊアラートのテストです（×３回）。

　　　　　こちらは、鹿島市です。

　鹿島市産業活性化施設活用促進協議会では、市内加工業者、事業者の販路・消費拡大を目指した講座を開催します。

興味のある人はぜひご参加ください。　　　と　こ　ろ　産業活性化施設『海道しるべ』　　　参　加　費　無料

『 海道 しるべ』からの講座のお知らせ
みちお

知
ら
せ

 　鹿島市産業活性化施設活用促進協議会事務局（市産業支援課内）　緯０９５４（６３）３４１１申込・問合せ先

ＨＡＣＣＰ（ハサップ）講座
　原材料の入荷から製品の出荷までの工程を管理して、

食品の安全を守るための衛生管理などを学ぶＨＡＣＣ

Ｐ（ハサップ）講座を開催します。

と　　き　３月１３日（火）１４時～１６時

内　　容　ＨＡＣＣＰについての説明、食品の安全を

　　　　　守るために今できる対策など

対　　象　市内加工業者、関心・興味のある人

定　　員　３０人（先着）

パッケージデザイン講座
　消費者に選ばれる鹿島産物の商品づくりを目的に、

自社商品の魅力を引き出す包装などを学ぶパッケージ

デザイン講座を開催します。

と　　き　３月２０日（火）１４時～１６時

内　　容　パッケージデザインの役割・重要性、考え

　　　　　方・進め方など

対　　象　市内事業者、関心・興味のある人

定　　員　３０人（先着）

お薬の飲み残しはありませんか？
お
知
ら
せ

　飲み残した薬（残薬）をそのままにしておくと古い薬の飲み間

違いの原因になります。また、勝手な判断で飲んでしまうと思わ

ぬ副作用が起きることがあります。かかりつけ薬剤師・薬局に相

談して、使用できるか処分するかを判断してもらいましょう。

　薬は正しく飲むことで本来の治療効果が期待できます。また、

残薬を減らすことで医療費の削減にもつながります。

 　

　佐賀県後期高齢者医療広域連合　緯０９５２（６４）８４７６

　佐賀県薬剤師会　　　　　　　　緯０９５２（２３）８９３１

詳しくは

おくすり整理
　そうだんバッグ
　薬局では『おくすり整

理そうだんバッグ』を無

料でもらえます。

　飲み残したお薬は、

かかりつけ薬剤師・薬局

に持って行きましょう。
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March

３月 く ら し のカカカカカカカカカカレレレレレレレレレレンンンンンンンンンンダダダダダダダダダダカレンダーーーーーーーーーーー

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

※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
嬉野市樋口医院　　　　　緯０９５４（４３）１６５２６日
嬉野市うれしのふくだクリニック　緯０９５４（４２）１２１１１３日
嬉野市太田医院　　　　　緯０９５４（４３）１１４８２０日
嬉野市谷口医院　　　　　緯０９５４（６６）３５６８２７日

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

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

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・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３０年１月生まれ

１３時３０分～１３時５０分１５日（木）２か月児相談

内　容　身体測定、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１４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　おやつ作り、個別相談　※申込期限３月２０日（火）
対　象　１歳６か月～就学前児と保護者（先着１０組）

１０時～１０時３０分２７日（火）幼児食教室

内　容　歯科診察、フッ化物塗布　※必ず歯磨きをしてきてください
対　象　平成２８年３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　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

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１日（木）マタニティスクール

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

２８日（水）
４か月児健診

（平成２９年１１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、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８月生まれ）

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

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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　現在、国民健康保険制度（国保）は市町それぞれが保険者となって運営し

ていますが、平成３０年４月からはその運営に佐賀県が加わります。

平成３０年４月から市町と佐賀県平成３０年４月から市町と佐賀県はは
一緒に国保を運営し てい きま　　　 一緒に国保を運営し てい きますす

　各種申請や届け出、保険税の納付などは、これまでどおり市で事務を行

います。詳しくは保険健康課までお問い合わせください。また、県のホー

ムページでも確認できます。

国保から制度改正のお知らせ
お
知
ら
せ

なぜ、国保制度の改正が必要なのですか？

国保が抱えている３つの構造的課題
毅加入者の年齢構成が高く、１人あたりの医療費が高い

毅加入者の所得水準が低く、保険税の負担が重い

毅小規模な市町では、国保の財政運営が不安定

国の財政支援拡充のも

と、県と市町が一体と

なって国保の運営を担

うことで、安定的な財

政運営を目指します

 　保険健康課国保係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは
佐賀県国保課　制度改正 検索

負担額対象者の分類

変更前　１食につき３６０円
変更後　１食につき４６０円

現役並み所得者、一般※

１食につき２６０円（据え置き）区分英、区分衛のいずれかにも該当しない指定難病患者

１食につき２１０円（据え置き）９０日までの入院
区分衛（住民税非課税）

１食につき１６０円（据え置き）過去１年で９０日を超える入院

１食につき１００円（据え置き）区分英（住民税非課税で一定所得以下）

※経過措置として、平成２８年３月３１日まで１年以上継続して精神病床に入院し、平成２８年４月１日以降も引き続き医療機関に入院
　している場合は、当分の間１食につき２６０円が適用されます

医療の必要性の高い医療の必要性の低い

居住費（一日）食費（一食）居住費（一日）食費（一食）

　変更前　２００円
　変更後　３７０円※３

　変更前　３７０円
　変更後　４６０円※１、２

３７０円　　４６０円※１現役並み所得者、一般

　　２１０円※４３７０円２１０円区分衛

１００円３７０円１３０円老齢福祉年金受給者以外
区分英

０円１００円０円１００円老齢年金受給者

※１　保険医療機関の施設基準などにより４２０円になる場合があります　　　　　※２　指定特定医療を受ける指定難病の患者は２６０円になります
※３　指定特定医療を受ける指定難病の患者はこれまでどおり０円になります　　※４　過去１年で９０日を超える入院の場合は一食あたり１６０円になります

生 活 療 養 標 準 負 担生 活 療 養 標 準 負 担 額額

　平成３０年４月１日から、入院時の食事代を負担する『食事療養標準負担額』と長期入院した場合に負担する

『生活療養標準負担額』が変更されます。

入院時の食事・生活療養標準負担額が変更されます
お
知
ら
せ

食 事 療 養 標 準 負 担食 事 療 養 標 準 負 担 額額

 　佐賀県後期高齢者医療広域連合　緯０９５２（６４）８４７６

　　　　　市保険健康課国保係　　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

情報掲示板ワイド
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No.１４０

１度に大量のごみが出たときは
　１度に大量のごみを出すと、ごみステーションのスペースがなくなったり、歩道や車

道に置かれて、人や車の通行の妨げになる場合があります。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以下の方法で対応してください。

　潤何回かに分けて出す

　潤直接、さが西部クリーンセンター（伊万里市）へ持っていく

　潤市の許可業者へ引き取りをお願いする
　　野口商会　緯０９５４（６３）１２５８　　馬場商会　緯０９５４（６２）１１３７

　　※引き取りは有料です。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

恐

況
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橋
橋
橋
橋
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橋
橋
橋
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橋
橋
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橋
橋
橋
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ペットボトルはラベルとキャップペットボトルはラベルとキャップをを

はずして出しましょう　　　　　　はずして出しましょう！！

※平成３０年４月から、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。

　「あっ、危ないっ！」声をかける
間もなく、友だちの車は歩道の縁
石に乗り上げてしまいました。車
は通行の邪魔になり、前にも後ろ
にも動かせない状態です。一緒に
いた女性４人でかかえ上げようと
しましたがびくともしません。
「どうしようＪＡＦを呼ぼうか」
「近くの修理工場に来てもらおう
か」相談していたところに、車が
止まり７～８人の男女が颯爽と降
りてこられました。まるで昔テレ
ビで見たＧメンのようでした。今
度は彼らと一緒に「よいしょっ」
それでも車を持ち上げることすら
できません。手伝ってくださった

のは、嬉野市役所の職員さんでし
た。しばらくして、修理工場の方
が来られ、車をジャッキで持ち上
げ、総勢で横に動かしやっとのこ
とで縁石から降ろすことができま
した。寒い時期でしたが、人の優
しさに触れ心が温まる出来事でし
た。また、人が力を合わせると頼
もしいなと思ったものです。
　今年度も市では人権学習会・同
和問題講演会・地区別懇談会など
を開催し、身の回りにある差別や
人権侵害について学んでいただき
ました。延べ１,０７３人の市民
の皆さんに参加していただきまし
た。研修を重ねる中で、同和問題

をはじめとする人権問題について
は、知ること・学ぶことの大切さ
と人権感覚を磨いていくことの必
要性を感じていただきました。
「くり返しくり返し同じ話を聞い
ていれば、いつかは自分の行動に
なるようです。（ありがとうござい
ました）」 と参加者からうれしい
感想もいただきました。地道に継
続しなければならないと思います。
　人権課題を解決していくには、
『相手の気持ちを思いやること』
『困っている人がいたら優しく接
すること』からです。先ほどの嬉
野市職員さんのように・・・。『市
人権ポスター入賞』の松枝那奈さ
んが描いた人権ポスター『笑顔
いっぱいつくろう』のようにみん
なが笑顔の、『差別を許さないま
ちづくり』に向けて努力していき
ましょう。

『笑顔いっぱいの鹿島市に』
－平成２９年度の活動を振り返って－

噛ご意見などをお寄せください　人権・同和対策課　緯（６３）２１２６

このごみどの袋・人権の輪
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３・１０・１７・２４・３１日（土）、
４・１１・１８・２５日（日）、
２１日（祝）

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）

６・１３・２０・２７日（火）、
２１日（祝）

子育て支援センター
（わ・わ・わ　ぽっと）

５・１２・１９・２６日（月）、
２２・２９（木）

市民図書館

５・１２・１９・２６日（月）、
２２日（木）

生涯学習センター
（エイブル）

６・１３・２０・２７日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

５・１２・１９・２６日（月）、
２２日（木）

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１２ページをご覧ください

当番薬局在宅当番医日
溝上薬局西牟田店別府整形外科　緯（６３）３０６３４日（日）
アルナ薬局鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７１１日（日）
アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８１８日（日）
祐信堂薬局田中医院　緯（６３）４０８０２１日（祝）
アルナ薬局浜町店薬師寺医院　緯（６３）５２８１２５日（日）

平成３０年１月３１日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿島市

世帯２４－人５９－世帯１０,７８１人２９,７５８

世帯６－人１９－世帯　５,４００人１３,８９９鹿　島

世帯１－人２－世帯　１,１６４人  ３,５５１能古見

世帯９－人１９－世帯　１,０３０人  ３,０９４古　枝

世帯０人２－世帯　１,０２９人  ２,８８４浜

世帯６－人１０－世帯　１,２２６人  ３,５００北鹿島

世帯２－人７－世帯　　　９３２人  ２,８３０七　浦

人２６－人１４,０２１男

人３３－人１５,７３７女

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
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

　３日（土）
　４日（日）
１０日（土）
１１日（日）
１７日（土）
１８日（日）
２１日（祝）
２４日（土）
２５日（日）
３１日（土）

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/

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

怯誕生　そして成長の階段へ

　親と子どもの育ちあいのお話です竃

と　き　３月１７日（土）
　　　　１０時～１１時３０分

ところ　かたらい３階大会議室

講　師　吉牟田　美代子さん
『子育てのヒントがここにある！』
栢参加費無料・託児あり

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

怯ひろばの集い

１２日（月）

『みんなあつまれ～ ！day♪』

２６日（月）

『桜を作ってお花見しましょう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

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
受章者紹介

長年にわたり地域の水環境保

全活動に取組んでこられた武

富孝子さんが環境省水・土壌環

境保全活動功労者表彰を受賞

されました。

武富さんは、『微生物の発酵を

利用したどろ団子作り』や『と

ろとろ石けん作り』教室を通じ

て、環境教育や水環境保全の

普及啓発への貢献が認められ、

今回の受賞となりました。

武富　孝子さん

寓市長へ表彰の報告に来られた武富さん

環境省功労者表彰

ため池の草刈りが行われました

　２月１１・１８日、花取、万才、笹原、

七曲それぞれのため池で草刈り作業が行

われました。

　このため池は、昭和５７年３月に国営

多良岳パイロット事業によって造成され

た施設で、大雨での洪水調節や山林火災

での初期消火にも活かされています。　

　草刈り作業は毎年2回、集落の皆さん

の協力で行われ、適切な維持管理がされています。ありがとうございました。

しいたけ収穫で自然を体感！

　１月２５日、自然の館ひらたにでしい

たけの収穫体験を開催しました。

　この日は鹿島小、七浦小、明倫小の6年

生が参加して、2年前に菌打ちをして大

きく育ったしいたけの収穫作業を行いま

した。良いしいたけの選び方や自然の中

でのキノコの役割などをクイズを交えて

学び、収穫を通じて環境保全の大切さや

自然の恵みを楽しく体感することができました。

交通安全フェスタ

１月３１日、『新入生のための

交通安全フェスタin鹿島』が開

催されました。

会場では、白バイ・パトカーの

展示や交通安全演劇、また、交

通教室が行われ、４月から小学

校に入学する子どもたちが横

断歩道の正しい渡り方などの

交通ルールを学びました。

鹿島産海苔　市内小中学校へ贈呈

　２月１４日、佐賀県有明海漁業協同組

合鹿島市支所　中村直明運営委員長様か

ら「今季有明海で収穫された栄養たっぷ

りの海苔です」と全児童分約３,０００袋

が市内全小中学校に贈呈されました。

　浜小学校で行われた贈呈式では、代表

で同支所鹿島第二海苔部会様から児童へ

贈られ、児童代表が感謝のことばを述べ

ました。全児童には後日配られました。ありがとうございました。

地域移住サポーターを紹介します

　佐賀県の地域移住サポーターに中村雄

一郎さんと北御門裕一さんが就任されま

した。

　鹿島市への移住を考えている人や移住

された人の生活に対する不安を少しでも

解消するため、身近な相談役としてご協

力いただきます。

地域移住サポーターに就任した中村さん（左）と北御門さん（中）偶
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　鹿島市が誇るラムサール条約登録湿地『肥前鹿島干潟』とユネスコ未来遺産『肥前

浜宿』を巡るモデルツアーを開催します。ガイド役は、干潟案内人が務めます。絶滅

危惧種のクロツラヘラサギの観察ができるかも！皆さん、ぜひご参加ください。

と　　き　３月２１日（祝）９時～１２時　※受付８時３０分　市役所前ピロティ

定　　員　２０人（要申込）　※定員になり次第締め切ります

参　加　費　無料

 　環境下水道課ラムサール条約推進室　緯０９５４（６３）３４１６（平日）
　　　　　　　　エイブル事務局　　　　　　　　　　緯０９５４（６３）２１３８（土・日曜日）
申込・問合せ先

『肥前鹿島干潟』と『肥前浜宿』を巡るモデルツアー

コース 鹿島市役所　９時発　閣　肥前鹿島干潟　閣　肥前浜宿　閣　市役所着　１２時

前海を考えるシンポジウム　～有明海をみつめる市民調査～
　私たちの身近な自然環境を守るための取り組みとして、市民が環境や生き物を自ら調べる市民調査という

活動があります。自然豊かな有明海で何ができるのかを考えてみませんか。

と　　き　３月３日（土）１３時３０分～１６時　　　と　こ　ろ　新世紀センター２階会議室　　　参　加　費　無料

　　　　　　　　　　　　　 　　環境下水道課ラムサール条約推進室　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

善行紹介

日本棋院鹿島支部様から紙製

囲碁セットをいただきました。

この囲碁セットは市内小学校

３年生全員に配布し、『ふれあ

い囲碁』の授業で使用しました。

子どもたちは囲碁の打ち方を

教わると同時に、お互いふれ

あうことで相手の気持ちを理

解し、尊重することの大切さ

も学びました。

ありがとうございました。

お誕生おめでとう　プレゼント贈呈式

　１月２６日、市役所で今年1月以降に

誕生された新生児に贈るプレゼントの贈

呈式が行われました。

　プレゼントは、鹿島産のヒノキを使っ

た手作りのフォトフレームで、ヒノキの

ようにたくましく、美しく、健やかに

育ってほしいという願いが込められてい

ます。贈呈式に出席された平倉由美子さ

んは、孫の祥くんに贈られたフォトフレームを受け取られ「毎日のように祥くん

の写真を撮っているので一緒に飾りたい」と笑顔で話されました。

クロカンフェスタinかしま

　１月２７日・２８日、陸上競技場・クロ

スカントリーコースでクロカンフェスタ

inかしまが開催されました。

　コース周辺では寒さを感じる天候の中、

たくさん家族や仲間が力走する選手に声

援を送っていました。

寓寓選手宣誓をし選手宣誓をしたた能能古見小の古見小の藤家渚颯さん藤家渚颯さん
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こんなときこのひとこと、学校だより

“cry over spilt milk”

今月のキーフレーズ

№１４７

この表現は、『覆水盆に返らず』という意味で使われます。 オードリー先生

（ジェーン）　私のサッカーチームが負けたなんて信じ

　　　　　られないわ！

（ト　ム）　それはがっかりだったね。覆水盆に返ら

　　　　　ずね。

Jane:

Tom:

I can't believe my soccer team lost the 
game! 
It's disappointing, but don't cry over spilt 
milk.

（ケ　ン）　すごくがっかりだよ。僕、新しいiPhone

　　　　　を落としてスクリーンが壊れたんだ！

（ゆきみ）　仕方ないね。覆水盆に返らずね。

Ken:

Yukimi:

I'm so disappointed I dropped my new 
iPhone and broke the screen!
Oh well. There's no use crying over spilt 
milk.

～ふな市～

浜小学校

校学 だ よ り

No.２５０ 　二十日正月に恵比寿様をまつって

お祝いする風習がありますが、浜地

区では昔からタイがとれないため、

よく似た魚のフナを昆布巻きにして

食べる習わしがあります。これが

『ふなんこぐい』です。ふな市で

買ったフナを昆布で巻いて、野菜と

一緒に鍋に入れて骨まで食べられる

ように一昼夜かけて煮ます。それを

恵比寿様にお供えしてから、商売繁

盛、無病息災を祈願します。

　江戸時代から３００年続く『ふな

市』が１月１９日の早朝から浜町の

中町通りで開催されました。浜小学

校では、数年前からふるさと学習の

一環として全児童がこのふな市に参

加し、地域の人と触れあっています。

　子どもたちにとっては、餅やお菓

子をもらったりうどんを食べさせて

もらったり、タマネギスープを飲ま

せてもらったりと大喜びです。地域

の方々の努力で長く続くこの行事、

時代が移るにつれ、ふな市の様子も

変わってきたようですが、この学習

を通して「ふるさとを愛する心」は

変わらぬよう願いたいものです。

　今年はこの学習を評価していただ

き、佐賀新聞の有明抄で紹介してい

ただきました。
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エイブルからのお知らせ

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

に行ってみよう

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
集合場所

市役所ピロティ
３月２１日（祝）
９時～１２時

干潟案内人　ほか２０人
公開講座
鹿島の自然と歴史散策ツアー

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
４月２１日（土）
１０時～１２時

福田　雅子さん２０人
公開講座
春のお茶会を楽しみましょう！
　～春茶をおいしく楽しく～

 　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２７００－１

鹿島市民立生涯学習・文化振興財団　事務局　緯０９５４（６３）２１３８

応募・問合せ先

　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。　　

　女優・声優として活躍する戸田恵子、ベテラ

ン大和田獏 を主演に東京、本多劇場をスタート。

　いよいよ鹿島市民会館に登場！

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）

　事務局正規職員１人、ホールスタッフ・施設管理准職員１人を募集します。

詳しくは『エイブルの木』３月号またはホームページをご覧ください。

応募期限　３月１０日（土）　※月曜日を除く　（郵送可、必着）
応募方法　事務局（エイブル２階）に備え付けまたはエイブル、市民図書館の　

　　　　　ホームページからダウンロードした専用履歴書に必要事項を記入

　　　　　して、３月１０日（土）１７時までに事務局へ提出してください。

チケットぴあ（Ｐコード４８３－５７２）ほか　発売中

事務局およびホール技師・施設管理の職員を募集します

 Sing   a   Song 
シ ン グ  ア ソ ン グ

平成２９年度
第１２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

～ 能 古 見 編 ～
　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

示を行っています。探訪マップ配布中

期　　間　３月３０日（金）まで

ギャラリートーク

　と　き　３月２５日（日）１４時～

　ところ　エイブル３階研修室

　講　師　田中　浩樹さん（福源寺住職）

　　　　　馬場　喜彦さん（福源寺総代）

　　　　　高橋　研一（市民図書館学芸員）

　テーマ　『地域史料の継承について』

付録プレゼントクイズ当選者発表（当選者は図書館内に掲示）

　たくさんご参加いただきありがとうございました。

　プレゼント受取期間：３月１日（木）～２８日（水）　※期間内に図書館でお受取りください

ミヤザキケンスケさんの講演＆ワークショップ

　佐賀県出身の壁画アーティスト、ミヤザキケ

ンスケさんが鹿島にやって来る！日本だけでな

く世界でも活動する彼の話は、将来を考えるヒ

ントになるかも。みんなで一つの絵を作りあげ

るワークショップもあります。（参加無料、要申込）

と　　き　３月１８日（日）１３時３０分～１５時３０分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

対　　象　小学校高学年以上　定　　員　６０人

 　市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

図書館からのお知らせ市　民
図書館 かしま再発見展床　の　間

コーナー



20 Ｈ３０(２０１８).３.1　広報かしま

出 産 や 手 術 で 大 量 出 血 し た 人 へ
　C型肝炎検査はされましたか？給付金の請求期限が延長されました。平成６年頃までに、出産や手術で、製剤

による感染をされた人は給付金を受けることができます。この給付金を受けるためには、平成３５年１月１６日

までに国を相手とする裁判をする必要があります。 検索厚生労働省　大量出血した人へ

　平成２９年１０月１日から平成３０年１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　３月３０日（金）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

　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２７日（火）

　　　　　９時３０分～１１時３０分　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

と　　き　３月２４日（土）

　　　　　９時～　　　子宮頸がん検診

　　　　　検診受診後　子宮頸がん検診基礎講座

と　こ　ろ　佐賀県健康づくり財団（佐賀市）

対　象　者　２０歳～３９歳女性　※４０人（先着）

　隅過去に子宮がん検診を受けていない人

　隅前回の受診から３年以上経過している人

料　　　　金　無料（自己負担はありません）

申込期限　３月２３日（金）まで

 　佐賀県健康づくり財団

　　　　　　　　緯０９５２（３７）３３０３

　　　　　　　　（月～金曜日の９時～１５時）

申込・問合せ先

子宮頸がん検診のお知ら子宮頸がん検診のお知らせせ

と　　き　３月２１日（祝）１２時３０分～１５時１０分

と　こ　ろ　エスプラッツ（佐賀市）３階ホール

講　　演　

潤『リンパ浮腫の治療法と最新情報Ｑ＆Ａ』

　日本浮腫緩和療法協会代表　大塚俊介さん　ほか

潤『リンパ浮腫患者に対する運動療法の実践』

　福岡大学病院　健康運動指導士　松田拓朗さん

定　　員　１３０人（先着）

参　加　費　無料

申込方法　ＦＡＸ、はがき、メール

 　

　〒８４３－００２４

　武雄市武雄町大字富岡１０１６４番地３

　リンパ浮腫を学ぶ会事務局

　緯・姉０５０（３６７１）８２０１

　糸rinpahusyu_wo_manabukai@yahoo.co.jp

申込・問合せ先

リンパ浮腫を学ぶ会を開催しまリンパ浮腫を学ぶ会を開催しますす

　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　県では、思いがけない妊娠や出産への不安、心配

だけでなく、女性特有の健康に関する相談窓口を設

置しています。ひとりで悩まずにご相談ください。

電　　話　０１２０（ ２  ７  ９ ）
つ な ぐ

 ３９２ 
み ら い に

相談時間　毎週月～金曜日　９時～１７時

　　　　　毎週火曜日　　　９時～２２時

　　　　　（祝日・年末年始を除く）

 　佐賀県健康福祉部こども家庭課

　　　　　緯０９５２（２５）７０５６

詳しくは

『妊娠Ｓ『妊娠ＳＯＯＳさがＳさが』相談時』相談時間間
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不妊治療の一部を助成しま不妊治療の一部を助成しますす

対　象　者　申請日に夫婦のいずれかが鹿島市に１年以上住

　　　　　所を有し、佐賀県不妊治療費支援事業の助成を

　　　　　受けている人

対象治療　体外受精、顕微授精、これらの一環として実施

　　　　　した男性不妊治療

助　成　額　医療機関に支払った額（胚管理料、入院費、食事

　　　　　代、文書料は除く）から佐賀県または、それ以外

　　　　　から受けた不妊治療費助成金を差し引いた額

限　度　額　１回につき１０万円まで（年齢、回数は県の助成に準ずる）

　　　　　※男性不妊治療の場合は、１０万円を限度に加算

　市では、次のように助成を行っていますが、申請期限は治療を終了した日の属する年度内です。申請がまだの人

は手続きをお願いします。（佐賀県不妊治療費支援事業の申請を済ませ、承認決定通知を受けてから市に申請してください）

　なお、治療を終了した日が、２～３月の場合は、事前に保健センターまで連絡してください。

　 　保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

　『母子健康手帳アプリ』を導入して、安心して出産・子育てができる環境づくりを推進しています。このアプリは、

幸せな妊娠・出産・子育てを楽しむためのアプリです。ぜひ、子育てに役立ててください。

※アプリの利用やダウンロードは無料ですが、それにともなう通信料は利用者負担になります。

『予防接種記録』やママの『健

康診査』など、すべてデジタル

化・グラフ化し、成長に関する

日々の日記を簡単に残せます。

健診の記録をデジタル健診の記録をデジタル化化

・グラフ化できま　　　　・グラフ化できますす

子どもの『健診の記録』や『成

長日記』を家族と共有して、一

緒に子育てを楽しめます。

子どもの成長子どもの成長をを

簡単に共有できます　　　簡単に共有できます！！

佐賀県初 『母子健康手帳アプリ』を導入しまし佐賀県初 『母子健康手帳アプリ』を導入しましたた

鹿島市からの子育てに関する情

報や専門家監修の信頼できる情

報を妊娠週数・子どもの月齢に

合わせて配信します。

妊娠・出産・育児期に役立妊娠・出産・育児期に役立つつ

情報が簡単に手に入りま　情報が簡単に手に入りますす
　
スマートフォンやタブレット、

パソコンでも利用可能です。

GooglePlay/AppStoreまたは

右のＱＲコードからアプリを

ダウンロードしてください。

『母子健康手帳アプリ』をダウンロー『母子健康手帳アプリ』をダウンロードド

※健康診査や医療機関での予防接種時等は、これまで通り母子健康手帳（紙）の提示が必要です。

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

　まだ受けていない予防接種はありませんか？もう一度、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。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。

　子どもの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。

※予防接種を受ける前に必ず『予防接種と子どもの健康』を読んで、対象年齢・接種回数など確認してください。

　また、今年度の『高齢者の肺炎球菌感染症予防接種』（定期接種）は３月３１日までです。対象者で希望される人は３

　月中に接種してください。

胸ＢＣＧ・Ｂ型肝炎（０歳児）

胸麻しん・風しん（１期：１歳児・２期：年長児）

胸ヒブ・小児用肺炎球菌（０歳～５歳未満）

胸水痘（１歳～３歳未満）

胸四種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ）・

　ポリオ（３か月～７歳６か月未満）

胸日本脳炎（１期：３歳～７歳６か月・２期：９歳～１３歳未満）

胸二種混合（ジフテリア・破傷風）（１１歳～１３歳未満）

定期予防接種の種類　（　　）内は接種対象時期
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情報掲示板　愚　お知らせ

 

 

　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　１０．４７％→１０．６１％

潤介護保険料率　１．６５％→１．５７％

 

　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。

栢３月１１日（日）開催の『鹿島市みん

　なの集い』で、９時３０分～１５時に刃

　物研ぎなどを行います。

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

おお知知ららせせ
協会けんぽ加入者の皆さんへ
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

平成３０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）１８,８００円１月１６日接　遇

４月からの累計　３７４,６０１円１８,８００円合　計

平成３０年１月
市長交際費の支出状況

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）　　　　　　議案審議、質疑、討論、採決

２月２８日（水）　　　　　　予備日

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月議会定例会会期日程（案）
～傍聴にきてみませんか？～

※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。

　市が発注する小規模な工事等の受注を希望する場合は『鹿島市小規模工事

等契約希望者登録申請』が必要です。現在登録している人も、適用期間は平

成３０年５月３１日ですので、２年に１度の更新申請をお願いします。

　

※詳細は広報かしま４月号に掲載します

 　企画財政課入札契約係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

市発注小規模工事・修繕等の受注を希望する皆さんへ

受付期間　４月９日～５月２１日

　　　　　（土・日・祝日を除く）

申請業種　

　大工工事、ガラス・サッシ工事、

　畳工事、木製建具・家具関係工事、

　内装工事、塗装工事、左官工事、

　板金工事、電気工事、その他修繕工事

適用期間

　６月１日～平成３２年５月３１日

そ　の　他

　申請様式、要綱は市ホームページ

に掲載しています。また、６月以降

も随時受け付けますが、適用期間は

登録日から平成３２年５月３１日です。

小規模工事等契約希望者登録申請 検索
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　肥前浜駅は改修工事を終え、３月

２４日（土）にリニューアルオープン

を迎える予定です。当日は鹿島酒蔵

ツーリズム遺に合わせて式典も行い

ます。以降は通常通り利用可能にな

り、トイレや多目的スペース、一部

冷暖房も新しく整備され、これまで

以上に過ごしやすい駅になります。

ぜひご利用ください。

 　都市建設課都市計画係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

 

　農業の担い手として就農する人を

対象に助成金を支給します。

対　　象　おおむね１８歳以上６５歳未満で、

　　　　　就農して５年以内の人

助　成　額　３０,０００円／月

申込締切　４月１３日（金）

※支給の可否は審査後連絡します

 　農林水産課農政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

 

　中皮腫や肺がんなどを発症し、そ

れが労働者として石綿ばく露作業に

従事していたことが原因であると認

められた場合には、各種の労災保険

給付や特別遺族給付金が支給されま

す。詳しくは労働局または労働基準

監督署にご相談ください。

※詳しくは厚生労働省ＨＰをご覧ください

 　佐賀労働局

　　　　　緯０９５２（３２）７１９３

 

　この集会所は、市民の皆さんの幅

広い利用を推進しています。ぜひ、

ご利用ください。

利用時間　９時～２２時

利　用　料　無料　※事前の申し込みが必要です

 　同和教育集会所
　　　　　緯０９５４（６３）４６０６
　　　　　教育集会所
　　　　　緯０９５４（６３）２１３０
　　　　　（土・日・祝日を除く９時～１７時）

肥前浜駅リニューアル！

詳しくは

新規就農者を支援します

詳しくは

石綿による疾病の
補償・救済について

詳しくは

ご利用ください
同和教育集会所・教育集会所

詳しくは

 

　交通事故などの第三者（加害者）の

行為によるケガや病気の治療費は、

本来加害者が負担するのが原則です

が、加害者と話し合いがつかなかっ

たり、損害賠償に時間がかかってし

まうときなどは、国保を使って治療

を受けることができます。この場合、

国保が後日、加害者に対して費用を

請求することになります。その際に

『第三者行為による傷病届』が必要

となりますので、すみやかに提出を

お願いします。

　届書をすぐに提出できないときは、

国保の窓口（保険健康課）に電話等で

連絡をお願いします。

 　保険健康課国保係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

 

　全国Ｂ型肝炎訴訟佐賀弁護団では、

集団予防接種によるＢ型肝炎被害救

済のための手続説明会を開催します。

と　　き　３月１８日（日）

　　　　　１０時～１２時

と　こ　ろ　市民会館

※前日までに予約していただくとスムーズです

 　佐賀弁護団事務局

　　　　　緯０９５２（２７）６７３９

～国民健康保険に加入の皆さんへ～
第三者行為による傷病届について

詳しくは

Ｂ型肝炎被害救済のための
手続説明会

詳しくは

 

 

　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３月３０日（金）９時～４月１１日（水）

１次試験　６月１０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

 

 

　運動不足で運動を習慣づけたい人、

家でもできる簡単なストレッチを教

えてほしい人など、いつまでも元気

で若々しく過ごすため、一緒に楽し

く体を動かしましょう！

と　　き　毎週火曜日　１０時～１１時

　　　　　（受付９時３０分）

と　こ　ろ　エイブル２階和室

内　　　　容　有酸素運動、エクササイズなど

参　加　費　５００円／回（初回無料体験あり）

持　参　品　飲み物、タオル

※申込不要（見学自由）

 　介護予防運動教室

　ＫＡＳＨＩＭＡ美ＨＡＰＰＹ　代表山口

　緯０９５４（６３）２４２３

採採用用・・試試験験
平成３０年度
国税専門官募集

詳しくは

講講習習会会・・教教室室
介護予防運動教室

（運動サークル）のご案内

詳しくは

 

※（　）内は前年比　　栢守ろう交通ルール　高めよう交通マナー

怯その他・・・・平成２４年から継続していた佐賀県の人口１０万人あたりの交通事故件

数全国ワーストワンは脱却しましたが、全国的に見れば未だ高水準で交通事故が発生して

います。今後も前をよく見て安全運転に務め、佐賀県の交通事故を更に減少させましょう。

 　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１

平成３０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
（＋０２０）１,７６１件（＋０４１）７８４人（－０１）０人（－１７）５５４件佐 賀 県 内
（－００８）１０４件（＋０１８）６０人（－０１）０人（＋０４）４０件鹿島警察署管内
（－００５）５５件（＋０１１）３８人（　００）０人（＋０４）２５件鹿 島 市 内

潤市税集合徴収分
潤介護保険料
潤後期高齢者医療保険料の

第１０期の口座振替日は

３月３０日（金）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　採用・試験・講習会・教室
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　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

 

　市では、社会人権・同和教育活動

事業として各種教室を開催していま

す。※詳しくは各集会所へお問い合わせください

怯書道教室

と　き　毎月第１・３金曜日

講　師　植松文子さん

参加費　実費（紙代など）

ところ　教育集会所

　　　　緯０９５４（６３）２１３０

怯ペン習字教室

と　き　毎月第２・４金曜日

講　師　植松文子さん

参加費　実費（紙代など）

ところ　同和教育集会所

　　　　緯０９５４（６３）４６０６

怯生け花教室

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

 

　潟土・川ヨシなど、自然環境で培

われた地域資源を利用する地域循環

型農業についての講演会です。

と　　き　３月９日（金）１４時～

と　こ　ろ　産業活性化施設海道しるべ

講　　　　師　山西　博幸さん

　　　　　（佐賀大学低平地沿岸海域研究センター教授）

 　ＮＰＯ法人食彩かしま　中村

　　　　　緯０９０（１１６９）７６７７

高齢者のための
陶芸教室受講生募集

詳しくは

書道・ペン習字・生け花
教室の受講者募集

地域資源を利用した
循環型農業　講演会

詳しくは

 

　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成年後見制度に

ついて学んでみませんか。

と　　き　３月１９日（月）１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

定　　　　員　５０人

参　加　費　無料

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

 

　日本語が分からなくてお困りの外

国人などを対象に、集中して学べる

講座を開催します。

と　　き　３月９～１１日、１６～１８日

　［金～日曜日　６日間（１日６時間）］

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階

定　　　　員　１０人（先着）

資　料　代　５００円

 　佐賀県日本語学習支援カスタネット　有瀬

　　　　　緯０８０（５２８９）３６３９

 

と　　き　３月２３日（金）９時２０分～

　　　　　受付９時～

集合場所　和泉式部公園（嬉野市）

参　加　費　４００円（保険料）

定　　員　４０人程度（先着）

申込締切　３月１９日（月）

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

 

　日本尊厳死協会理事長　岩尾総一

朗さんを招いての講演会です。幕間

には鹿島にわかを上演します。

と　　き　３月３０日（金）１４時～

と　こ　ろ　エイブルホール

参　加　費　５００円

※チケットはエイブル、社会福祉協議会で取り扱っています

 　風のガーデンの会・鹿島　代表久原

　　　　　緯０９０（１１９５）４１０２

成年後見セミナー
～老後を安心して暮らすために～

詳しくは

初級日本語集中講座

詳しくは

春を歩こう
ウォーキング教室

申込・問合せ先

風のガーデンの会　講演会
リビングウィル『命の終いかた』

詳しくは

 

 

　日本を代表して各国の青年と交流

を深め、自分を成長させてみませんか。

詳しくは説明会に参加、または県こど

も未来課までお問い合わせください。

募集期限　３月３０日（金）

応募資格　１８歳以上３０歳以下

　　　　　※一部、２３歳以上４０歳以下あり

潤説明会

と　き　３月１０日（土）１０時～１２時

ところ　アバンセ第２研修室A（佐賀市）

 　佐賀県こども未来課

　　　　　緯０９５２（２５）７３５０

 

対　象　者　求職者

訓練期間　５月８日（火）から７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

申込期間　３月５日（月）～４月４日（水）

※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

 

　カウンセリングを学びたい人、電

話相談員を志す人、各種相談業務に

携わる人など、カウンセリングの基

礎的学習を学べる講座です。ぜひ、

参加してください。

と　　き　５月～７月（毎週１回全１１回）

と　こ　ろ　メートプラザ佐賀または

　　　　　アバンセ（佐賀市）

対　象　者　２０歳以上の人

受　講　料　１５,０００円（学生１０,０００円）

定　　員　水曜班・土曜班　各３５人

募集期限　４月２７日（金）

 　佐賀いのちの電話事務局

　　　　　緯０９５２（３４）４１８６

　　　　　（土・日・祝日を除く１０時～１７時）

募募 集集
青年国際交流事業に
参加しませんか

詳しくは

平成３０年５月期
職業訓練受講生募集

詳しくは

カウンセリング公開講座
受講生募集

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ・講習会・教室・募集

定員募集訓練科

１５

（３科で）

CAD/NCオペレーション科

板 金 ・ 溶 接 施 工 科

住 環 境 C A D 科
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と　　き　３月２５日（日）
　　　　　１３時３０分開場　１４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　バレエ組曲『青銅の騎士』

　衛部　Viva! Euro!
　　　　　あなたと巡る音楽の旅

　詠部　ゲット　イット　オン　～黒い炎～
　　　　美女と野獣メドレー

　ゲスト　田中正敏さん（クラリネット奏者）

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

 　鹿島高等学校　西岡

　　　　　緯０９５４（６２）４１３６

 

　子育てサークル『ママちゃんズ』

と市連合青年団を中心に、子ども用

品のおゆずり会を開催します。

※詳しくは市連合青年団ＨＰをご覧ください

　http://kashimaseinendan.the-ninja.jp/

と　　き　３月１８日（日）１４時～１５時

と　こ　ろ　ピオ２階

参　加　費　１００円

怯おゆずり品の募集について

受付場所・日時

　鹿島市社会福祉協議会　３月９日（金）まで

　　　　　　　１０時～１７時　※土・日を除く

　田澤記念館　３月３（土）～１１日（日）

　　　　　３月３・４・１０・１１日　１５時～１７時

　　　　　３月５・６・７・９日　１０時～１６時

対象の品　

胸０～６歳児のベビー服・子ども服

　サイズ【新生児用】【７０・８０】【９０・１００】【１１０・１２０】

　※比較的きれいなもの（下着・肌着を除く）

胸おもちゃ（新品・未使用）

 　『幸せゆずり会』実行委員会　宮田
　　　　　緯０９０（６７７１）６２４７
　　　　　鹿島市ボランティアセンター（鹿島市社協内）
　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

イイベベンントト
鹿島高等学校吹奏楽部

第１０回記念『赤門コンサート』

詳しくは

鹿島発『幸せゆずり会』
子ども用品おゆずりします

詳しくは

 

　新年のイベントとして定着してき

た『新春岩屋路“健康”ハイキング』

も今年で２５年目を迎えます。家族

や友人、知人などを誘って、１年健

康でありますように体力づくり、健

康づくりに参加しませんか。

と　　き　３月１８日（日）　集合１０時

集合場所　能古見貝瀬上り口前

参　加　費　５００円／１人（保険料含む）

持　参　品　弁当、水筒など

※トイレはありませんので、済ませて

　から１０時までにお集まりください。

　黄色ののぼり旗が目印です。

 　井上

　　　　　緯０９５４（６２）５８０２

 

狂鹿島市消防団春季訓練　

　４日（日）　市内６カ所

狂市内中学校卒業式　

　９日（金）　

狂鹿島市みんなの集い　

　１１日（日）９時３０分～　市民会館ほか

狂市内小学校卒業式　

　１６日（金）

狂市内小中学校修了式　

　２３日（金）

狂能古見小学校浅浦分校閉校式　

　２５日（日）１０時～　浅浦分校

狂鹿島酒蔵ツーリズム遺２０１８

　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　

　２４日（土）・２５日（日）［２～４、２６ページ参照］

 

 

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　３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

新春岩屋路“健康”ハイキング
に参加しませんか

詳しくは

その他のイベント

相相 談談
弁護士による
無料法律相談会

申込・問合せ先

 

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

狂厚生年金・国民年金相談　

　新世紀センター２階会議室１

　６・２０日（火）１０時～１２時、１３時～１５時

　要予約　市民課緯（６３）２１１７

狂消費生活相談　市民会館２階第５会議室

　毎週月・金曜日（１２日・祝日を除く）

　９時３０分～１２時、１３時～１６時

狂こころの健康相談（臨床心理士対応）

　市民会館３階第２会議室

　１５日（木）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

狂介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～１７時

狂土地・建物に関する無料相談所　

市民会館３階第２会議室

　２７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

　１２日（月）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

その他の相談

情報掲示板　愚　イベント・相談
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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２０１８２０１８

６蔵巡り無料バスを運行しま６蔵巡り無料バスを運行しますす　

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バスを運行します。。

　６つの酒蔵で蔵開きが開催されます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、できる限り無料バスもしくは公共交通機関をご利用ください※お酒のイベントですので、できる限り無料バスもしくは公共交通機関をご利用ください。。

祐徳門前春まつ祐徳門前春まつりり（（ＰＰ３３参照参照））
３３月月２４日～２５２４日～２５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２４日２４日～～４月４月４４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２４日２４日～～２５２５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２４日～２５２４日～２５日日
肥前浜肥前浜宿宿

イベント会場案内

　　　広報かしま 編集・発広報かしま　編集・発行行

鹿島市役　　　鹿島市役所所 総務部　総務部　企画財政課 〒企画財政課　〒８４９－１３１８４９－１３１２２ 佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地　佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１１
　　　　緯緯０９５０９５４４（６３）（６３）２１１４（直通）２１１４（直通）　姉姉０９５４０９５４（６３）（６３）２１２９ URL２１２９　URL http://www.city　http://www.city..saga-saga-kashima.lg.jp/kashima.lg.jp/

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

５月号４月号
４月２日３月２日

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（（６２）６２）３９４２３９４２

詳しくは

※※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　が同日開催。会場場（（瀬頭酒造・五町田酒造・瀬頭酒造・五町田酒造・　

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

主な循環バスルー主な循環バスルートト（バス乗り場）（バス乗り場）

鹿島バスセンタ鹿島バスセンターー（矢野酒造）（矢野酒造）　　嚇嚇　肥前浜駅前肥前浜駅前　　嚇嚇　　肥前浜宿肥前浜宿（（浜大橋付近）浜大橋付近）

旭ヶ岡公園旭ヶ岡公園前前　嚇嚇　馬場酒造場馬場酒造場前前　嚇嚇　祐徳稲荷神社祐徳稲荷神社前前　嚇嚇　幸姫酒造前幸姫酒造前

嚇嚇嚇嚇

無料バス路線

　

　　　　　　　　　　嚇　　　　　　　　嚇

バスルート（バス乗り場）

嬉野温泉街
（井手酒造）

瀬頭酒造
五町田酒造

塩田会場

鹿島バスセンター


