
～主な内容～
申告は正しくお早めに・・・・・・・・・・・・・・・・２～３
公益通報者保護制度をご存じですか・・・・・・・・４
後期高齢者医療の保険料・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
エイブル祭・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
みんなの安心介護保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
ぼくの夢わたしの夢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８
こんなときこのひとこと ほか・・・・・・・・・・・・・９
同和問題啓発強調月間 標語など・・・・・・・１０～１６
市役所臨時的任用職員募集 ほか・・・・・・・・・・・１５
このごみどの袋 ほか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７
かしま市民立楽修大学職員募集・・・・・・・・１８～１９
インターネット公売のご案内 ほか・・・・・・・・・２０
トピックス ほか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１
情報掲示板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２～２８
健康ひろば・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２９
くらしの情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０

１月１６日、市役所３階庁議室で、トヨタ自動車系列

の自動車内装品製造会社『旭工業㈱』（山岡正義社長、愛知

県豊田市）との間で、進出協定調印式が行われました。

今回の進出では、トヨタ自動車向けの自動車用シート

カバーの縫製を行う同社が、九州地区での自動車増産の

動きを受け、新会社『旭九州㈱』を設立、今年８月の操業

写真

トヨタ系企業旭工業㈱が鹿島市に進出！

平成１９年１２月３１日現在

市市の市の木木 市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい

を予定しています。求人募集の際は、多くの市民の皆さ

んにご応募いただきますようお願いいたします。また、

現在、市外にお住まいのご家族の方についても鹿島市で

の就職を、ご検討されてはいかがでしょうか。

なお、求人については、ハローワーク鹿島公共職業安

定所緯（６２）４１６８を通じて募集される予定です。

※今回の進出に関するお問い合わせは、 市商工観光課

緯（６３）３４１２まで。

対 前 月 比世 帯 数人 口
鹿 島 市

ー ７世帯－２２人１０,５１２世帯３２,２０９人

ー ７世帯ー ９人５,０６３世帯１４,３５９人鹿 島

＋ ２世帯＋１３人１,１６９世帯３,９６０人能 古 見

± ０世帯－ ４人１,０１６世帯３,３２５人古 枝

ー １世帯ー ３人１,０５７世帯３,３４０人浜

＋ ４世帯＋ ７人１,２１８世帯３,８２４人北 鹿 島

ー ５世帯－２６人９８９世帯３,４０１人七 浦

ー１１人１５,１１０人男

ー１１人１７,０９９人女

No.97No.9700
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申告は正しくお早めに
平成１９年分の所得税と平成２０年度の市・県民税の申告の時期となりました。申告書の送付

を受けた人はもちろん、申告書が送られてきていない人でも、申告が必要な人は申告をしてくだ

さい。なお申告相談は、２月１４日から３月１７日（土、日曜を除く）まで各会場で行っています。

あなたは申告する必要がありますか？
自分が申告する必要があるかどうか分からない人は、

まず下図の『税の申告早わかり図』をご覧ください。

不明な点は、市役所税務課にお尋ねください。

申告をしないと・・・
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

に必要な所得証明などが発行できなかったりしますの

で、ご注意ください。

申告に関する相談は
「申告書に記入したが本当にこれでよいのか心配だ」

「申告の仕方がわからない」という人のために、申告相

談を右ページのとおり開催します。地区ごとに相談日

を設定していますので、日時と場所を確認してご来場

ください。

問合先 市役所税務課 緯（６３）２１１８

※パソコンを利用する人は、国税庁ホームページ

http://www.nta.go.jp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。

税の申告早わかり図
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申告相談日程

会 場対 象 地 区曜日月

七浦公民館

江福・飯田午前
木14

2

龍宿浦・嘉瀬ノ浦・音成午後

大宮田尾・母ヶ浦・西塩屋午前
金15

小宮道・東塩屋・西葉午後

古枝公民館
大村方・奥山・上古枝・下古枝・久保山・奥山・七開午前

月18
鮒越・中尾・竹ノ木庭・平仁田開拓・矢答午後

のごみ
ふれあい
楽習館

伏原・下浅浦・中浅浦・上浅浦・大木庭・広平・貝瀬・土穴火19

南川・筒口・大殿分・川内・山浦・白鳥尾・山浦開拓・番在開拓水20

東三河内・西三河内・中川内・早ノ瀬・大野・本城・中木庭木21

市役所５階
大会議室

市内全域の人で、還付申告または、
公的年金のみの申告をする人

金22

月25

小舟津・犬王袋・世間・重ノ木火26

浜公民館
新方・庄金・南舟津・中町・浜新町午前

水27
湯ノ峰・野畠・北舟津・八宿午後

北鹿島公民館
土井丸・井手・三部・新籠・常広・組方午前木28

本町・乙丸・中村・森・古城午後金29

市役所５階
大会議室

納富分・井手分月3

3

行成・執行分火4

高津原水5

中牟田・横田木6

若殿分・末光・馬渡金7

西牟田月10

城内・東町・大手・新町火11

市内全域
（例年、混雑します）

水12

木13

金14

月17

時間：９時～１５時

※こちらの会場は、混雑が予想されますので、できるだけ指定日にお越し

ください。また、３月１２日以降は、例年特に待ち時間が長くなりま

すので、早めの日程での申告をお勧めします。

申告には次のような書類が必要になり

ます。皆さんの申告内容に合わせてご準

備ください。

①申告書、印鑑

②事業所得の計算に関する書類

（※収支内訳書・帳簿・領収書等）

③源泉徴収票・支払調書・家賃・地代・配当

など収入金額がわかるもの

④社会保険料・生命保険料・地震保険料の

領収書か証明書

⑤医療費・雑損・寄付金などの控除が必要

な人は、その領収書か証明書

⑥所得税の還付を受ける人は、自分名義

の預金通帳

⑦障がい者の人は、戦傷・障がい者手帳、

または、福祉事務所長の認定通知書

※収支内訳書についてのお願い

『収支内訳書』がないと手続きに時間が

かかります。事前に『領収書』や『帳簿』

で収支内訳書を作成しておいて下さい。

申告に必要なものは

平成２０年度申告ではここが変わります
茅住宅ローン控除

税源移譲によって、所得税の住宅ローン控除による控除額が減ってしま

う場合に、翌年度の市県民税の所得割の額から控除する制度が創設されま

した。

なお、市県民税の控除を受ける場合は、平成２０年３月１７日（月）までに

申告が必要です。申告書が必要な人は、税務課へお申し出ください。

茅地震保険料控除の創設

近年多発している地震災害を受け、損害保険料控除が変更され、地震保険

料控除が創設されました。

茅住民税の老年者に対する軽減措置がなくなります

昭和１５年１月２日以前に生まれた人で、前年の合計所得が１２５万円

以下の人は、平成１７年度まで住民税が非課税でしたが、平成１８年度から

廃止されました。そのため急激な税負担を軽減する経過措置として、平成

１８年度には税額の２/３、平成１９年度には税額の１/３が軽減されてい

ましたが、平成２０年度にはこの措置がなくなります。

医療費控除を受けるには
あなたやあなたと生計を一にする親族

のために平成１９年中に支払った医療費が

ある場合、次の算式によって計算した金

額を医療費控除として所得から差引くこ

とができます。

平成１９年中に支払った医療費の総額－

保険金などで補てんされる金額－１０万

円（合計所得が２００万円以下の人は所得の５％）

＝医療費控除額（最高２００万円）

※なお、差額ベッド料・文書作成料・予防

接種料等は医療費に含まれません。

※領収書から個人別・病院別に計算をし

て申告してください。

期 間 ２月１２日（火）

～２月１５日（金）

２月２７日（水）

～２月２９日（金）

時 間 ９時３０分～１５時３０分

ところ 市役所５階大会議室

対象者

噛青色申告、還付申告、営業・農業

収支内訳書作成、住宅借入金特別

控除等確定申告が必要な人

噛消費税申告が必要な人

問合先 武雄税務署

緯０９５４（２３）２１２７

※音声ガイダンスに従って操作をお願いします。

武雄税務署申告相談
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公公公公公公公公公公益益益益益益益益益益通通通通通通通通通通報報報報報報報報報報者者者者者者者者者者保保保保保保保保保保護護護護護護護護護護制制制制制制制制制制度度度度度度度度度度公益通報者保護制度ををををををををををを
ごごごごごごごごごご存存存存存存存存存存知知知知知知知知知知でででででででででですすすすすすすすすすかかかかかかかかかかご存知ですか？？？？？？？？？？？

近年、食品偽装など国民生活の安心や安全を損なうような企業不祥事が相次いで起
きていますが、その多くが内部の関係者からの通報で明らかになっています。
こうした法令違反行為を労働者が通報した場合、解雇等の不利益な取扱いから労働
者を保護し、事業者の法令遵守（コンプライアンス）を確保するために、公益通報者保
護法が施行され、通報者の保護のための制度が整備されています。

栢公益通報とは・・・

事業者等について、人の生命、身体、財産などの保護にかかわる法律に違反する犯罪行為や法令違反行為が生じ、又

はまさに生じようとしている場合に、そこで働く労働者が不正の目的でなく、①事業者内部、②法令違反行為につい

て処分等を行う権限を有する行政機関、③報道機関等の事業者外部のいずれかに通報することをいいます。

市では、事業者等による法令違反行為等に関する労働者からの公益通報（上記②に該当）に対して、書面（Eメール

を含む）・面談等により、公益通報対象事実について処分、勧告等の権限を有する部署で受け付け、調査等を行います。

栢市において公益通報の対象となるものは・・・

通報対象事実について、市が事業者に対し、処分等の権限を持つ場合です。

（例：道路法に違反する行為・・・無許可による市道路工事など）

※市が処分等の権限を持たない通報がなされた場合には、処分等の権限を持つ行政機関を通報者にお知らせします。

栢通報できる人は・・・

通報対象の事実が発生している事業所の労働者です。

（公益通報として保護を受けるためには、実名で通報する必要があります。）

※公益通報に関する秘密は、通報者の氏名などの個人情報を含め守られます。

問合先 総務課 緯（６３）２１１３

公益通報者保護制度相談ダイヤル 緯０３（３５８１）４９８９ （受付時間：平日午前１０時～１７時）

内閣府のホームページ『公益通報者保護ウェブサイト』 http://www5.cao.go.jp/seikatsu/koueki/
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後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後期期期期期期期期期期期期期期期期期期期期高高高高高高高高高高高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者者者者者者者者者者者者者医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療のののののののののののののののののののの保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保険険険険険険険険険険険険険険険険険険険険料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料後期高齢者医療の保険料ををををををををををををををををををををを
おおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知ららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままお知らせしますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

平成２０年４月から始まる後期高齢者医療制度は、

７５歳以上すべての人と６５歳から７４歳で一定以上

の障がいのある人が加入するこれまでの老人保健に変

わる新しい医療制度です。

平成１９年１１月２６日に、佐賀県後期高齢者医療

広域連合議会において、佐賀県の後期高齢者医療の保

険料が被保険者均等割額（被保険者全員が負担するも

の）が４７,４００円、所得割率（所得に応じて負担する

もの）が８.８％と決定しましたのでお知らせします。

下の表は、収入が年金のみの場合の保険料ですので

参考にしてください。

◆１年間の保険料額（年金収入のみの場合）

【例１】７５歳以上の１人世帯の場合

※５０万円が保険料の限度額です。

※所得の低い人に対しては、均等割の軽減（７割・５割・２割）があります。

【例２】どちらも７５歳以上の夫婦２人世帯の場合（妻の年金収入を基礎年金額の７９万円とする）

問合先 佐賀県後期高齢者医療広域連合 緯０９５２（６４）８４７６

保険健康課国保係 緯（６３）２１２０

２０３万円超
１６８万円超

２０３万円以下

１５３万円超

１６８万円以下
１５３万円以下年金額

９１,４００円～

５００,０００円

５１,１００円～

８１,９００円

１４,２００円～

２７,４００円
１４,２００円保険料額

なし２割７割均等割軽減割合

２３８万円超
１９２.５万円超

２３８万円以下

１６８万円超

１９２.５万円以下

１５３万円超

１６８万円以下
１５３万円以下夫

年 金 額

７９万円７９万円７９万円７９万円７９万円妻

１２２,２００円～

５００,０００円

７２,６００円～

１１２,７００円

３６,９００円～

５８,４００円

１４,２００円～

２７,４００円
１４,２００円夫

保険料額

４７,４００円３７,９００円２３,７００円１４,２００円１４,２００円妻

なし２割５割７割均等割軽減割合

佐賀県の保険料率
均等割額（年額）

４７,４００円
所得割率 ８.８％
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各種団体活動報告・鹿島錦・

折り紙・手芸・生花・書道・

革工芸・篆刻・絵画・水墨画・

絵手紙・陶器・純銀アクセサリー・

プレスフラワー・俳句・

裂き織り・浮立面・地像など

展 示 発 表
ところ：エイブル

１階エントランスロビー

２階交流プラザ・和室

３階生活工房

チャリティー茶会
と き ２月１９日（火）１０時～１５時
ところ エイブル２階和室

フリーマーケット
と き ２月２３日（土） ９時～１６時

※雨天時は２月２４日（日）開催
ところ エイブル駐車場
その他 まだ空きがあります。

出店を希望する人は、かしま市
民立楽修大学へご連絡ください。

がん検診
と き ２月２３日（土） ９時～１２時
ところ エイブル１階保健センター
検 診 胃がん、大腸がん、子宮がん
その他 事前の申し込みが必要ですので、

保健センター予防係へお申し込
みください。

澗

監

環

看

潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅

潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅
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甘
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早春のエイブルで楽しいひとときを過ごして

みませんか。入場料、参加費はすべて無料です。

皆さんお誘い合わせの上、ぜひご来館くださ

い！！

と き ２月１６日（土）～２４日（日）

ところ エイブル内各会場

問合先 かしま市民立楽修大学

（エイブル生涯学習課内）

緯(６３)２１２５

２月１６日（土）
１０時～１１時

鴨市民図書館主催の家庭教育事業
『親子で楽しむおはなしの世界』

２月１９日（火）
１３時１５分～１４時４５分

鴨おとめ座（佐賀市）
男女共同参画劇場
『鹿島さんちの空もよう
～晴れたり、曇ったり～』

２月２０日（水）
９時３０分～１３時

鴨楽修大学民舞教室
『民舞発表会』

鴨趣味の会
『三味線、尺八など』

鴨楽修大学民謡教室
『民謡発表会』

１３時～１３時５分
鴨開会セレモニー

１３時５分～１５時
鴨ＪＡ佐賀みどり桜の会
『歌・踊り』

２月２１日（木）
１０時１０分～１０時３０分

鴨詩吟同好会
『吟詠』

１０時３０分～１２時
鴨七浦民舞会・七郷海会
『民謡・三味線・尺八・唄・吟詠』

１３時～１４時
鴨岳翠会・佐賀岳誠会・武雄岳誠会
『吟詠』

２月２２日（金）
９時～１６時３０分

鴨健康カラオケ愛好会
『カラオケ』

１９時～２１時
鴨『みんなで歌う会』
コーラスさくら、
フロッグコーラス、
鹿島混声合唱団、エルマーナ、
楽修大学オカリナ教室
楽修大学ゴスペル教室

２月２３日（土）
１０時～１２時

鴨鹿島実業高校
『ファッションショー』

鴨高大社交ダンスＯＢ会
『社交ダンス』

鴨楽修大学ハーモニカ教室
『ハーモニカ演奏』

鴨‘０５サクラの会
『社交ダンス』

１３時１０分～１６時
鴨ハワイアンフラ・ピカケ
『フラダンス』

鴨Ｈｕｌａ Ａｌｏｈａ
『フラダンス』

鴨鹿島太極拳倶楽部
『太極拳』

鴨楽しいオカリナあんだんて
『オカリナ演奏』

２月２４日（日）
９時～１０時３０分

鴨楽修大学読み聞かせ教室
『読み聞かせ（朗読）』

１１時～１２時
鴨琴耕会
『大正琴演奏』

鴨琴野会
『大正琴演奏』

鴨鹿島ブルースカイ
『大正琴演奏』

１３時～１５時３０分
鴨野村バレエアカデミー
『クラシックバレエ』

鴨鹿島マンドリンクラブ
『マンドリン演奏』

鴨ハワイアン愛好会
『唄・ウクレレ・フラダンス』

舞 台 発 表
ところ：エイブルホール
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認知症を予防しよう
－介護予防でいきいきとー

認知症は、脳の障害による病気です。加齢や病気などが原因となり、だれでもがかか

る可能性がある病気ですが、生活習慣を変えることで発病を遅らせたり、症状を軽くお

さえられる可能性があります。さっそく予防に努めて、いつまでも健康な生活を送りま

しょう。

市では、地域包括支援センターが窓口となって認知症予防の支援を行っておりますの

でご相談ください。

問合先 杵藤地区広域市町村圏組合介護保険事務所 緯（６９）８２２２ http://www.kitou-web.jp/kaigo/

市保険健康課地域包括支援センター 緯（６３）２１６０

認知症予防のポイント
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

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

①趣味を楽しもう

②有酸素運動をしよう

③できるだけ魚を食べて、野菜や果物を多く食べよう

④記憶力を積極的に使おう

⑤人とのつながりを持とう

「ちょっと変だな」というサインを見逃さず、受診につなげましょう。

自分や身近な人に下のような症状が現れたときは、「年だからよくあること」「たまたま体調が悪かっただけ」

などと思わず、かかりつけ医や専門医を受診しましょう。

◆早期発見・早期治療が大切です。～こんなサインに注意しよう～

閣閣閣
認
知
症
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
た
ら

◆初期の認知症では、
こんな症状が現れます

●最近の出来事が思い出せない

●物を置き忘れる

●同じ質問を何度もする

●間違った言葉を使う

●つかみどころのないおしゃべりをする

◆かかりつけ医

◆専門医療機関

噛もの忘れ外来

噛精神科

噛神経科

噛老人性認知症疾患センター など



Ｈ20(2008).２.1 広報かしま

昨年１１月に開催された、『青少年健全育成大会』で、
各小中学校の代表１１名が自分の夢や体験、ふるさと
への思いを発表しました。今号は２名を紹介します。
（敬称略）
※順不同で紹介しています。
問合先 市青少年育成市民会議事務局

（エイブル生涯学習課内） 緯（６３）２１２５

芦

斡

梓

扱
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私の将来の夢は、ピアニストにな

ることです。私がピアノを習い始め

たのは、三年生の時です。友達から

さそわれて、ピアノ教室に行きまし

た。その時、いきなり両手で弾けた

ので、「わあー」と思いました。その

時の感動は今も忘れません。それか

ら、私は習ううちにピアノを弾くこ

とに夢中になっていきました。そし

て、どんどん弾きたい曲がでてきて、

挑戦してみました。曲が弾けるよう

になった時の達成感は、何とも言え

ません。

私は、一日一回は、ピアノを弾か

ないと、何だか物足りないような気

がします。そして、自分が落ち込ん

だ時などピアノを弾くと気が楽にな

ります。だから、ピアノは素晴らし

いと思います。私の家族も、私が弾

いていると、じぃっと聞いていてく

れて「よかねぇー」と感動してくれ

るので、うれしいです。だから、

もっとピアノが上手になりたいとい

う気持ちがわいてきます。

私は、ピアノにとても関心を持つ

ようになったので、テレビで音楽番

組を見たり、ピアノのコンサートな

どに行ったりするようになりました。

ピアニストの演奏を聞いていると

「私もこんなふうに弾けたらいいな」

と夢がふくらんできます。

もし、ピアニストになったら、や

りたいことがあります。それは、世

界中を周って、ピアノのコンサート

を開くことです。そして、病気の人

や、体の不自由な人たちにも私のピ

アノを聴いてもらって、元気を取り

戻してほしいと思います。みんなに

夢を与えるピアニストになりたいで

す。そのために、もっともっと勉強

も音楽も真剣にがんばってピアニス

トの道を突き進んでいきたいです。

『ピアニストをめざして』

明倫小学校６年

中島 由華

臆

俺

牡

卸

桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶

桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶桶

乙
乙
乙
乙
乙
乙
乙

乙
乙
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怪 悔回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回

「黙想やめ。お願いします。」

夕方６時半。浜小学校の体育館に

元気なかけ声が鳴り響き、臥龍徳心

館剣道部の練習が今日もはじまりま

す。部員は１５名。少ないですが、

がんばっています。浜と七浦と合ぺ

いして２年になります。ぼくはその

キャプテンをしています。

剣道をはじめたきっかけは、兄が

小学生で剣道をしているのを見て、

保育園の年長の時に自分も入ろうと

思いました。始めは防具が重く、き

つくて竹刀をまともにふれませんで

した。

剣道は、日本古来の武道からはじ

まったスポーツです。防具をつけ、竹

刀を持ち、二人向きあって戦う厳し

い競技です。集中力が必要です。相手

のすきをねらって面や胴、小手を打

ちます。気を抜くと相手からするど

い攻撃を受けます。緊張の連続で１

試合終わるとくたくたになります。

また礼儀もとても大切にします。

「礼に始まり、礼に終わる」という

言葉があり、試合をする時は、

「おねがいします。ありがとうござ

いました。」

と言います。元気にいわないと注意

される時があります。

試合に負けないために、練習も厳

しいです。大会が近づくとほとんど

毎日あり、かかりげいこと言って先

生に稽古をつけてもらいます。息が

苦しくなり、夏は玉の汗が体中から

流れてきます。一方冬は、はだしな

ので体が温まるまで足がとても冷た

く痛く感じます。

こんな活動を行う中で、ぼくたち

は今年、団体戦で佐賀県１位になり

ました。そしてこの夏、県の代表と

して東京で行われた全国大会に出場

することができました。全国から集

まったチームはさすがにみんな強

かったです。

でもこの大会に参加できたおかげ

でとても貴重な体験ができたし、思

い出もつくることができました。

ぼくは、あと数ヶ月で小学校を卒

業します。そんな自分が考えること

が二つあります。それは、今までが

んばってきた剣道を中学校でも続け

ることです。そして練習をたくさん

してまた全国大会に行って、今度は

優勝したいです。

もう一つは、将来の夢です。ぼく

は、剣道を通して、心と体をきたえる

ことができていると思います。この

ことを生かして人の命を守る仕事を

したいと思っています。まだいろい

ろと勉強しないといけないことも多

いと思いますが、できたら警察官か

消防士になりたいです。剣道を通し

て学んだ強い体と礼儀正しい心で、

人にやさしくみんなのことを考え安

心して生活できる社会をつくるため

に役に立つ人間になりたいと思いま

す。

『剣道を通して思うこと』

浜小学校６年

中島 大将

臆

俺

牡

卸
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Ａ：とても大変な一日だったね。

Ｂ：そうなんだ・・・飲みたいねぇ！！

Ａ：すごく疲れてるみたいだね・・・。

Ｂ：そうなんだ・・・今夜はよく眠れると
いいなぁ～！

You'vehadareallyhardday.

Yes,Icoulddowithadrink!

Youlookexhausted.

Yes,Icoulddowithagoodnight's
sleep.

A:

B:

A:

B:

～Icoulddowitha...～
今月のキーフレーズ

ケイ先生

今月ケイ先生に紹介していただくキーフレーズは、『Icouldwitha』。
このフレーズは、『今、本当に・・・が必要！』『今・・・したい！』
という時に使えますよ。

№27

浅浦分校では、地域とのふれあいを大事にするた

めに、例年、分校区（伏原・上浅浦・中浅浦・下浅浦）の

お年寄りの方との交流ふれあい行事を行っています。

本年度は、去る１２月１２日に、浅浦地区の老人

クラブとの交流会を行いました。

はじめに、分校の子どもたちが自己紹介や出し物

を行いました。１学期から練習をしている『浅浦甚八

音頭』や２学期に練習した『獅子舞』などを披露す

ると、参加くださった４０名あまりの老人クラブの

皆さんも真剣に見てくださり、子どもたちはいつも

以上に上手に踊ることができました。休憩タイムに

は、畑で育てた芋を蒸かしてふるまい、皆さんにお

いしく食べていただきました。

その後、子どもたちが考え、準備した手作りの

ゲームで楽しいひとときを過ごすことができました。

『福笑いコーナー』や『すごろくコーナー』、『ボウ

リングコーナー』など、どのコーナーも賑わい、特

に肩たたきや肩もみなどのプレゼントには、皆さん

満面の笑みでした。

地域のおじいちゃん・おばあちゃんたちと世代を

超え楽しくふれあう充実した会となり、交流会後に

は「昔と今の教育の違いが分かって良かった。」「分

校の子ども達は

元気ですね。」な

どの言葉をいた

だいて、締め括

りの学期である

３学期に弾みを

つけることがで

きました。

老人クラブとの交流会
～楽しんでもらえたようれしかったよ～

能古見小浅浦分校
１２９
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いじめの問題が大きな社会問題となっています。

市では、１２月の人権週間を前に、市内小中学生を対象

にした、人権作文・標語・マンガの募集を行いましたとこ

ろ、人権の大切さを改めて考えてくれた作品が多く寄せら

れました。ここに特選作品を紹介します。

ご家庭でもぜひ一緒に、人権について話し合いをもって

いただきたいと思います。

問合先 同和対策課 緯（６３）２１２６

やさしさを
ことばにすると

あったかい
藤家 真琴さん（明倫小３年）

小中学生人権作文・標語・
マンガコンクール
特選作品の紹介

人権標語

平平成１９年平成１９年度度

ともだちに
やさしくしたいな

いつまでも
まつお しょうまさん（古枝小１年）

みつけるぞ
クラスのみんなの

いいところ
さだかた かずきさん（鹿島小３年）ごめんねと

いえたらすっきり
なかなおり

永石 淳士さん（北鹿島小４年）

勇気ある
あなたの声が

救いの手
岸川 利沙さん（鹿島小６年）

うばわない
人の命も

その夢も
岡田 愛子さん（西部中１年）

さけんでる
みて見ぬふりを

しないでよ
重松 亜紀さん（古枝小５年）

傷つくよ
こそこそ話と

その視線
坂本 結花さん（西部中１年）

やめなよと
いえないあなたも

いじめだよ
乗田 星香さん（東部中１年）
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わたしは、１ねんせいになっては

じめてのうんどうかいを、とてもた

のしみにしていました。ダンスを

いっしょうけんめいおどりました。

チャンスレースでは、「はしる」とい

うカードをひいたので一ばんになり

ました。とってもうれしかったです。

そして、わたしが、ドキドキして

いたのが、さいごにあるブロックた

いこうリレーです。「ちゃんとはや

くはしれるかな」とおもうとしんぞ

うがドキドキしました。

リレーがはじまりました。わたし

は、じゅんくんからバトンをもらい

ました。そのとき、うまくバトンを

とることができなくて、バトンをお

としてしまいました。わたしは、あ

わててバトンをひろってはしりまし

た。

みんな、

「れみちゃん、しっかりがんばれ。」

と、おうえんをしてくれました。わ

たしは、とてもうれしかったです。

おうえんせきについたとき、すこ

しはずかしかったです。でもみんな

が、

「ようさいごまでがんばったね。」

と、ほめてくれました。わたしは、

そのとき、とてもうれしかったです。

そして、白ぐみのおにいちゃん、

おねえちゃんたちががんばったので、

白ぐみがゆうしょうしました。

わたしは、おもわず、

「やったぁ。」

と、いいました。はじめてのうんど

うかい、とてもたのしかったです。

みんなからもらった
おうえん

山下 れみ
（七浦小 １年）

人権作文

ぼくは、友だちのやさしさを考え

てみたら、ほんの少しの時間だけで、

友だちのやさしい所をとてもたくさ

ん見つけました。

その中でも、一番やさしくしてく

れたなあと思ったのは、ぼくが三年

生の一学期の中ごろ、学校の帰り道

にお母さんと病いんに行くやくそく

をした時のことです。

学校から帰るときに、一組のとも

明君と島内けん太君をまっていて、

二人がクラスから出てきたので帰ろ

うとしたら、ぼくのくつがなくなっ

ていました。それで、くつばこの近

くをさがしたけれどもなかったので、

先生に言いに行ったら、

「近くにいるほかの友だちにも、

いっしょにさがしてもらいなさい。」

と、言ってくれました。

それでもくつはなかったので、今

度はすみずみまでさがしたけれども

ありませんでした。

くつがどこにあるか考えていたら、

時間がおそくなっていたので、まわ

りにいた友だちはほとんど帰ってし

まいました。けれども、とも明君だ

けは、ぼくが、

「病いんに行けないから。」

と言って、ぼくのためにさい後まで

いっしょにさがしてくれました。こ

の時ぼくは、「こんなにやさしい友

だちがいてよかったなあ」と思いま

した。

でも、もう四時十分ぐらいになっ

ていたから、とも明君に、

「もう四時十分ぐらいになっている

から，帰っていいよ。」

と言いました。でも、とも明君は、

ぼくが病いんに行かないといけない

から、

「まだいっしょにさがすよ。」

と言ってくれました。とも明君は、

ぼくのためだけにこんなにしてくれ

るなんて、とってもやさしいなあと

思いました。

それでも、くつはなかなか見つか

りませんでした。そうしたら、とも

明君が、

「外の方もさがしてくるね。」

と言って、さがしに行ってくれまし

た。でも、くつはなかったので、見

つかりにくそうな所もさがしに行っ

てくれました。ぼくもさがしに行っ

てみたけれども、なかなか見つから

ないのでこまっていたら、とも明君

が、ぼくがいたところまで、

「くつがあったよ。」

と言って、もってきてくれました。

先生もとっても心配してくれていた

ので、くつが見つかったことをいそ

いで言いに行きました。

その後、とも明君といっしょに

帰っていたら、

「くつが見つかってよかったね。」

と言ってくれました。そして、ぼく

が病いんに行かないといけないこと

をおぼえてくれていて、

「早く行かないと間に合わないかも

しれないから、走ろう。」

と言って、いっしょに走ってくれま

した。

この時ぼくは、「とも明君。あり

がとう」の気持ちでいっぱいになり

ました。

友だちのやさしさ

辻野 雄大
（鹿島小 ３年）
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わたしは、毎日学校に行くのが楽

しいです。でも、テレビのニュース

でよく聞くのが、学校でのいじめが

いやになって、じさつをしたという

ことです。とても悲しくてざんねん

だと、わたしは思います。

なぜ、「いじめる人」、「いじめられ

る人」ができるのか、わたしには分

かりません。なぜかというと、七浦

小学校は、上級生がわたしたち下級

生のめんどうを見てくれる、とても

やさしい人たちだからです。わたし

もやさしい上級生になって、「学校

は楽しい所なんだ」とみんなにおし

えてあげたいです。そしてわたしは、

いじめる人にはぜったいになりたく

ないです。

また、いろんな人がいます。「白

人」、「黒人」、「アジア人」と、人間

の体の色でもさべつがあります。お

じいちゃんに聞いたのですが、「黒

人」の人たちの中には、「白人」の

人たちのどれいとしてはたらかされ

ていた人たちもいたそうです。今で

も、アフリカにすむ「黒人」の人た

ちは、まずしい生活をしている人が

多いと聞きました。病気をしても、

病いんに行くことができなくて、小

さい子どもは、死んでしまうしかな

いのです。わたしは、日本人に生ま

れてよかったなあと思いました。

わたしは、「わたしにできること

はないか」考えてみました。テレビ

でよく見る、「電話をかけたら十人

のワクチンになる」というCM。こ

れならわたしもできるとおもいまし

た。大きくなったら、ボランティア

もできると思います。

わたしは、「いじめ」も「さべつ」

もないのがいいです。

わたしが思うじんけん

木原 みずほ
（七浦小 ３年）

ぼくは、友達がいるので楽しい生

活を送っています。友達がいると、

遊んだりいっしょに勉強したりする

からです。ぼくは、友達が大切だと

思います。友達は、ぼくが分からな

いことを教えてくれ、悲しいときに、

はげましてくれました。その時は、

とってもうれしかったです。いろん

なことを教えてくれた友達、でも、

ある日、ぼくは、いじめをされまし

た。とっても悲しかったです。仲間

はずしをされたり、悪口を言われた

りしました。ほんとは、ぼくが悪

かったのに、あやまれなかったので

す。なんか、心の中でむずむずして

いました。ぼくは、あしたあやまろ

うと思いました。次の日、あやまろ

うと思いましたが、なぜかあやまれ

ませんでした。ぼくは、なんとかあ

やまろうと思いましたが、やっぱり、

あやまれませんでした。ぼくは、学

校から帰ると中、思いました。

「あやまるということは、勇気がい

るものだ」

ということを。

次の日、ぼくは、おもいきってあ

やまりました。そしたら、相手もゆ

るしてくれて、仲なおりしました。

そしたら、心の中がすっきりしまし

た。そして、その子と遊ぶようにな

りました。

「やっぱり、仲なおりは、大切だな

あ」

と思いました。ぼくは、その日から、

けんかしても、その日に仲なおりで

きるようになりました。ぼくは、一

年生の時は、あまり友達がいなかっ

たけど、どんどんふえていきました。

今では、ほとんどの人が友達です。

ぼくは、友達がいると、どんなこ

とでも乗りこえられるような気がし

ます。一人じゃできないことが、二

人ならできるような気がします。い

ろいろな人と友達なら、力強いよう

な気がします。

ぼくは、けんかをしても、いつも

負け負けでした。でも、今では、す

ぐにあやまれます。そうだと、なん

か気持ちいいです。

ぼくはいじめをされたけど、今で

は、

「なんであの時、ぼくは、あやまっ

ておかなかったんだろう。」

と思います。

「あの時あやまっておけば、もっと

すっきりしただろう。」

と思います。

ぼくは、いじめられないように、

全員を友達にしたいと思います。

いじめをするのは、いけません。

「ムカッときたら、にこっと笑って、

相手のひるんだ顔を楽しむぐらいの

よゆうを持とう。」

「いやなことはいっぱいある。でも、

自分が悪かったらあやまろう。」

と心に決めています。

ぼくは、いじめが大きらいです。

しかし、仲なおりできるいじめは、

すぐにあやまれるのでいいと思いま

す。ぼくは、こういうくふうをしな

がら、いじめをへらして、みんなの

毎日が楽しくなったらいいと思って

います。

今からは、もっといじめをなくす

工夫をしたいと思います。

いじめをしたらだめだよ

中村 拓郎
（鹿島小 ４年）
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ぼくは、生まれつき足が悪くて、

小さなときからいつも病院に行って

いました。病院の先生からは

「スポーツをしたら、だめ！」

と言われて、いつの間にか、ぼくも

家族もあきらめていました。

でも、一年生になったぼくは、プ

ロ野球を見るようになり、いつしか、

『ぼくも野球ができたらなあ』と思

うようになりました。そしてある日、

お母さんに、

「野球をしたい！」

と思い切って言ったら、すぐに、

「だめ！」

と言われてしまいました。お母さん

は、ぼくの足のことを心配して、何

度も反対しましたが、ぼくはあきら

めずに頼み、とうとう一年生の十月

から野球を始めました。お母さんは、

「一週間でやめてしまうくさん。」

と言っていましたが、ぼくは、やめ

ませんでした。足がいたくて泣きた

いこともあったけど、野球の練習に

行きました。自分からしたいと言っ

たことだから、練習は休みませんで

した。学校での練習の後、家に帰っ

てからも、ランニングや素ぶりをす

るのが、ぼくの日課になりました。

四年生になって遠投をしたら、Ｓ

君に負けたから、今度は越そうと思

いました。そしてその日から、門前

通りまでのランニングと素ぶり百回

だけでなく、家の中でも、うで立て、

腹筋、背筋などを毎日するようにな

りました。風呂の中でも、あく力や

スナップの強化など、自分でできる

ことをたくさんしました。どんどん

手首も柔らかくなり、続けていくと、

遠くまで投げられる手応えを感じ、

くりかえし練習しました。五年生に

なって、また、遠投を試す日になり

ました。ぼくの番になり、思い切っ

て投げると、五年生の中で一番肩が

強かったから、

『こんなに体が小さいのにすごい。』

と自分で思いました。一番になって

も、いつもと変わらず練習に行き、

家でも練習をしようと思いました。

そして、五年生になった頃、ぼく

はレギュラーになり、足のいたみも

どんどん消えていきました。時々病

院に定期検診に行くと、

「へえー、野球ではもうレギュラー

なんだ。足のいたみも、強い心と努

力で治したね。」

と、ほめられました。ぼくは、足の

ことで、あきらめないでよかったな

と思いました。そして、家でのスト

レッチやランニングにつきあい、ぼ

くが弱気になった時には、はげまし

てくれるお母さんに、感謝の気持ち

でいっぱいになります。お母さん、

ありがとう。

心の強さでは負けない

迎 弘貴
（古枝小 ５年）

「友達は大切にせんばいかんよ。

友達が一番の宝物よ」

ぼくが小さい頃から、母によく言わ

れてきている事です。

今、この言葉の意味がよく分かるよ

うになりました。

一年前、足のけがで一ヶ月間ギプ

ス生活を送りました。何をするにも

不自由で、友達の手助けなしでは、

学校生活を送ることができませんで

した。毎朝、誰かが校門に、ぼくが

来るのを待っていてくれました。教

室移動の時も、給食の時間も、友達

がいたから、困ることなく、過ごせ

ました。

そして、今でも忘れることのでき

ないことがあります。それは、下校

する時の事、雨がひどくふってどう

しようかと困っていたら、ある友達

が、ぼくの荷物を全部持ち、ぼくに

かさをさしてくれ、松葉杖で歩くぼ

くの速さに合わせ、ゆっくり、ゆっ

くり、家までついてきてくれました。

その友達は、びっしょり雨でぬれて

いました。心の底から、ありがとう

の気持ちでいっぱいでした。

ギプスがとれ、練習もあまりでき

ないままでの陸上の大会、走れるは

ずと思い、出場したものの、体は重

く、思うように走れず、くやしくて、

くやしくて、みんなの前で泣いてし

まいました。それから一年間はタイ

ムが伸びず、とてもおちこんだ時が

ありました。でも、練習だけは、歯

をくいしばり頑張りました。

「まこは、だいたい足の速かとやっ

けん。もう少し、もう少し。」

とはげましてくれる友達がいたから、

あきらめず、頑張る事ができたので

す。そして、くやしい思いをした大

会で、今年は自己新記録で、県大会

に出場することができました。ずっ

とはげましてくれた友達のおかげで

す。本当にうれしかったです。

最近、こんな事もありました。か

ぜで熱を出し、学校を早退した時の

事です。次の日、熱は下がったもの

の、本調子ではありませんでした。

ぼくが一番初めに教室に入りました。

一人、二人と友達が教室に入ってく

るたび、

「まこ、大丈夫やった。」

「まこ、よかったね。」

と、みんな、一人ひとりが、ぼくに

声をかけてくれたのです。少々具合

が悪くても、友達の声かけで、今日

も頑張ろうと、元気をもらいました。

困った時は、手をさしのべてくれ

る友達がいます。つらい時やくやし

い時、はげましてくれる友達がいま

す。

そして、友達の声かけで頑張る元気

が出ます。母がいつも言う、

「友達が一番の宝物よ。」

本当に、そうだと思います。これか

らも、友達を大切に、はげまし合っ

ていこうと思います。そして、みん

な、一人ひとりが、こんなふうに

思ってほしいのです。そしたら、い

じめ、自殺、殺人などない、温かい

社会になると思います。

ぼくの宝物

横山 誠
（鹿島小 ６年）
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私の弟は、今年で中学一年生にな

りました。サッカー部に入部し、た

くさんの友だちができ毎日楽しく過

ごしています。こんな私の弟ですが、

右手右足がマヒしています。右手は、

力が入りいつも手をグーにしていて

物をつかむことは少し難しいです。

歩き方も普通の人と少し違います。

弟が中学校へ入学する前、私の母

は弟の入学をとても心配していまし

た。手足のことでいじめられないだ

ろうか、部活はどうするんだろうか

と。しかし、その思いと裏腹に、弟

は、毎日楽しく学校へ行っています。

私も母も家族みんなとても安心しま

した。

部活では、右手右足のマヒでボー

ルを左でしか蹴ることが出来ないし、

ボールも左手であつかい、右手は支

えとしています。みんなより上手に

出来ない弟ですが、「部活やめたか」

「部活きつか」と弱音をはきません。

そんな弟を見てすごいなと思います。

弟が、サッカーの練習をしていると

ころを何回か見たことがあります。

ボールが人よりあちこちに飛んでい

き走って取りに行っている姿を見て

いたら、涙が出てきそうでした。頑

張っている弟の姿を見て、私のちっ

ぽけさに気付き、私も頑張らないと

いけないと気付かされました。

私は、このように弟がいたから頑

張れる自分がいるんだと思います。

弟と口げんかしたり、イライラした

りすることもあります。でも、弟か

らたくさんの勇気をもらいます。家

族みんなそうだと思います。父も母

も祖父も祖母も、弟からたくさんの

勇気をもらったと思います。いや、

これからももらうでしょう。障害を

気にせず、みんなと同じように頑張

る弟の姿は、これからも勇気を与え

てくれることと思います。

「障害は、障害を与えなければな

らない神様が、この人なら大丈夫、

乗り越えられると思って障害を与え

たんだよ」私の母はそう聞かせてく

れました。弟は、心が強かったから、

乗り越えられるから、手足がマヒし

たんだ。そう思うと弟はすごいと思

います。

「障害は個性である」乙武洋匡さん

はこう言いました。一人ひとりには

個性があります。障害も個性のひと

つです。私にも耳の後ろに大きなあ

ざがあるという個性を持っています。

でも、嫌ではありません。それは、

このあざが私だというしるしだから。

障害を持っている人は障害者。私

はそうは思いません。私の弟は障害

者と言えるかもしれないけど弟は弟。

ただ、神様が個性を与えてくれただ

けだと私は思います。

障害は神様から与えられたもの

堀 真理子
（西部中 ３年）

私には兄と弟と妹の三人の兄弟が

います。ケンカばかりで親に迷惑を

かけっぱなしだけど、テレビを見て

一緒に笑ったり、ご飯を食べて「お

いしかね」なんて言ったり、兄弟で

しか出来ないこともたくさんあって

楽しいです。

そんな大切な兄弟の中に耳が不自

由な兄がいます。兄は、耳が不自由

で小さい頃から佐賀のろう学校に

通っています。中学生ぐらいの時か

ら、電車で通うようになり月曜日か

ら木曜日までは宿舎に泊まり、金曜

日に授業が終わってそれから家に

帰って来るという生活になりました。

兄は、完全に話せないというわけで

はありません。学校の人と話す時は

手話を使うそうですけど家族と話す

時は手話を使っていません。兄が

しっかり口で伝えようとしているか

ら家族は耳を傾けることが出来るの

だと思います。兄は、耳が不自由だ

けど私はそんな兄のことを「恥ずか

しい」だなんて思ったことはありま

せん。弟や妹もきっと、思ったこと

はないでしょう。

体が不自由だから、障害を持って

いるから、そんな理由で差別をする

人がいると思います。でも、逆に変

に気を使ったりするのもどうかと思

います。だから、私は兄と普通に話

して普通に言いたいことを言って、

頼み事があれば頼みます。それは家

族みんな同じだと思います。父や母

も兄に怒ることだってあるし、弟や

妹も私と同じように兄と接していま

す。家族に障害を持っている人がい

たら誰だって同じだと思います。何

のためにその人のことを侮辱したり、

人権侵害をしたりするのかわかりま

せん。同じ人間なのだから同じよう

に接すればいいのに。その人の代わ

りはどこにもいません。大事な大事

なたった一人の人間を否定すること

は絶対にしてはいけないことです。

その理由がどんな理由でも。

私は兄が兄で良かったなあと思い

ます。兄のおかげで障害を持ってい

る人がいても、その人はかけがえの

ないたった一人の人なのだと思える

からです。体の不自由な人がいても、

障害を持っている人がいても、その

人たちと接する時があったらいつも

と同じ態度で接することが出来たら

いいなあと思います。

私が大人になっても、兄のことを

「恥ずかしい」なんて絶対に思いま

せん。弟や妹が、大人になっても今

と変わらない気持ちで兄と接してほ

しいです。大切な家族の一人なんだ

から。そして、今、世の中に体の不

自由な人のことを悪く言ったりして

いる人がいたらやめてほしいです。

もし自分だったらと思ってほしいで

す。誰もが明るく笑顔で過ごせる社

会になっていったらいいなあと思い

ます。

これからの未来のために

下村 礼果
（西部中 ３年）



広報かしま Ｈ20(2008).２.1

私のクラス、西部中学校３年３組

には良い人がいっぱいいます。新し

い友だちも出来て、毎日学校に来る

のが楽しいです。そんな私のクラス

とは無縁だと信じていますが、最近

よくニュースで話題に上がる「いじ

め問題」。平和な西部中学生の私に

は、いまいちピンときませんでした。

いじめが悪いことだとは知っていま

したが、されたこともない、したこ

とも見たこともなかったので他人事

のように考えていました。

しかし、ある日のこと、インター

ネットで知り合った友だちから「学

校でいじめられている」と相談され

ました。今まで他人事のように考え

ていたいじめ。でも、「もう学校に

行きたくない」「死にたい」という、

その子の話を聞くと他人事ではない

ように思えてきました。今では、そ

の子に対してのいじめは、なくなっ

たらしいです。しかし、本当にその

子の学校でいじめはなくなったのか。

いじめる対象が他の人に替わっただ

けじゃないのか。そう考えましたが、

その子にそのことを聞くことは出来

ませんでした。

そういうことがあって以来、私は

急にいじめ問題を身近に考えるよう

になりました。私の学校でいじめが

行われている、行われていないは関

係ない。今、日本でいじめが行われ

ている以上、これは日本中の学生が

考えなければいけない問題だと思い

ました。いじめ問題が話題になりは

じめたのは、いじめによる自殺者の

急増からです。自殺をさせる程まで

にその人を追い込むいじめ。酷すぎ

ます。あるニュースでは、いじめが

原因で自殺した人のお葬式で、いじ

めていた人達が笑いながら焼香して

いたことが報道されていました。そ

の場に居た遺族の方たちの気持ちを

考えると胸が痛くなります。自殺に

追い込んで、それでも笑っていられ

る人達。少し怖いほどでもあります。

自殺するときに書かれた遺書などが

ニュースで流れることがありますが、

私がいままでにニュースで見た遺書

の全てがとても悲しい内容でした。

いじめを題材にしたドラマ、映画、

マンガなども、それに伴い増えてき

たと思います。先日放送されていた

テレビドラマ「ライフ」では、とて

も酷いいじめの実態が描かれていま

した。机を壊される、クラス全員か

らの無視など確かに自殺してしまう

ぐらい辛いいじめばかりでした。こ

のように、メディアによって「いじ

め」が描かれるのは、私としては良

いことだと思います。たくさんの人

に「いじめ問題」について考えても

らういい機会だと思うし、そうする

ことによって、少しでもいじめが減

ればいいなと思います。正直、いじ

めはなくなることはないのだろうな

と思います。でも、一人ひとりが対

等に向かい合い、「いじめ」という差

別がなくなるため、みんなが努力す

るようになってほしいです。

『いじめ問題』について

増田 淑稀
（西部中 ３年）

勤務形態業務内容応募資格募集人員募集区分

噛１日８時間勤務
（８時３０分～

１７時１５分）
噛月～金曜日
（祝日を除く）

パソコン等を使った
一般事務

噛市内在住者
（就学・就職などで一時的に市外に住んで
いる人を含む）

噛その他採用試験実施要領に定める要件を
満たしている者

若干名一 般 事 務

受付期間 平成２０年２月１日（金）～２月２２日（金）（土・日曜日および祝日を除く）

雇用期間 平成２０年４月１日～平成２０年９月３０日

※勤務成績良好と認められる場合は、平成２１年３月３１日まで更新します。

応募方法 専用の申込書（総務課にあります）に必要事項を記入して、市役所３階総務課に提出してください。

（郵送可、２月２２日の消印有効）

採用方法 筆記及び面接試験を行い、決定します。

そ の 他 詳細は、総務課に備え付けの採用試験実施要領をご覧ください。

問 合 先 〒８４９－１３９１（住所不要） 市総務課職員係 緯（６３）２１１３

市役所では、次の臨時的任用職員を募集します。

市役所臨時的任用職員募市役所臨時的任用職員募集集市市役所臨時的任用職員募市役所臨時的任用職員募集集



Ｈ20(2008).２.1 広報かしま

人権マンガ
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国民年金は、国が責任を持って運営する公的年金制

度です。

日本国内に住所を有する２０歳から６０歳までの人

は、国民年金に加入して保険料を納付する義務があり、

老後等に年金を受取る権利があります。自営業者、学

生などは第１号被保険者に、サラリーマン、公務員は

厚生年金や共済組合に加入すると同時に第２号被保険

者に、第２号被保険者に扶養されている配偶者は第３

号被保険者になります。

国民年金などの公的年金は、やがて必ず訪れる長い

老後の収入を国が約束してくれる年金制度です。

また、国民年金は、老後の所得保障だけではなく、

病気やけがで重い障害が残ったり、１８歳未満の子を

残して、父親が亡くなったときにも年金を支給し、思

いがけない人生の『万一』もサポートします。

加入手続きは、第１号被保険者は市区町村役場で、

第３号被保険者は配偶者の勤め先などを経由して行な

います。第２号被保険者は厚生年金保険などの加入手

続きにあわせて行ないますので、個別の手続は必要あ

りません。第１号被保険者となる人は、２０歳になっ

たら忘れずに加入手続きをしてください。

なお、学生である場合など、収入が少ないために国

民年金保険料の納付が出来ない場合は、申請により保

険料の納付が猶予・免除となる『学生納付特例制度』

『若年者納付猶予制度』『保険料免除・一部納付（免

除）制度』があります。この申請を行なわないまま、

国民年金保険料が未納となっていると、万一のときに

障害年金が受取れないなど思わぬ事態を招きますので

ご注意ください。

問合先 武雄社会保険事務所

緯０９５４（２３）０１２１

http://www/sia.go.jp/

ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの 民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民 ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの
加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加加入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入 きききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききききをををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををしししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままままままままままま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ししししししししししししししししししししししししししししし ううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううううう

【～粗大ごみ～】

ごみを知ろう企画、第８弾は『粗大ごみ』です。専

用のステッカーがありますので、袋に入らないごみに

は専用ステッカーを貼ってからステーションへ出して

ください。粗大ごみ排出の際に気をつけることは

①２ｍ以内であること

②１人で持てる程度の重さであること

③見えやすい場所にステッカーを貼ること

基本的には上記の３点を守っていただければいいの

ですが、代表的なものでテレビ・エアコン・冷蔵庫・

冷凍庫・洗濯機・パソコンなどがリサイクル法等によ

りステーションに出せません。他の粗大ごみも含め詳

しい出し方については市役所環境下水道課にお尋ねく

ださい。

問合先 環境下水道課ふるさと美化係

緯（６３）３４１６

№9５

こんにちは。社会人サッカークラブ『鹿島２．２８

サッカークラブ』です。

県社会人サッカーリーグ１部所属で、県ナンバー１

をめざし、日々練習しています。年齢層も１８歳～

３２歳までと幅広いチームです。

練習日は、毎週火曜日と木曜日、市陸上競技場サブ

グラウンドで１９時から２１時３０分までナイターで

活動しています。

また当チームでは、サッカー教室も開催しています。

毎週火曜日の１９時から２０時３０分、明倫小学校、

古枝小学校、浜小学校の児童を中心に、ジュニア年代

の育成に取り組んでいます。

今シーズンから、地元の酒造会社『光武酒造場様』

をスポンサーに迎え、地域の活性化並びに鹿島市のス

ポーツの発展のためにと、心強いバックアップ、ご支

援を賜っています。

なおチームでは、部員を募集しています。サッカー

が好きな皆さん、我々と一緒にサッカーをしましょう。

問合先 鹿島２．２８サッカークラブ 中村信隆

緯０９０（９５６５）３２１４

（代表 惟任邦嗣)

鹿島２．２８サッカークラブ
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下記の募集要領により、かしま市民立楽修大学業務の４職種の職員を募集します。

なお、 採用試験実施要領・応募用専用履歴書は、鹿島市生涯学習課（エイブル２階）にあります。

２人募集人員

・ホール等の舞台音響、照明、設営業務経験者

※１名は、ボイラー技師2級免許有資格者

・生涯学習に興味があり、楽修大学への寄与に意欲があり、接客業務が好きな人

応募資格

・エイブル及び市民会館他での舞台音響、照明、設営業務や施設維持管理業務

・施設利用者との打合せや貸出し事務等の接客 ・その他楽修大学に関する業務
主な業務

・エイブル、市民会館勤務場所

・月２０日程度、週４０時間程度 ・遅出及び土、日、祝日の交替勤務有り

・基本：８時３０分～１７時１５分 ・遅出：１３時１５分～２２時００分
勤務時間

・月額２１４,０００円（賞与２月、退職金あり、昇給なし）

・社会保険、厚生年金、雇用保険、労災保険あり
給 与 等

・平成２０年４月１日～平成２２年３月３１日まで ２年間

・雇用後６ヵ月間は試用期間とします。継続して再雇用する場合があります。
雇用期間

・平成２０年２月２０日（水）～３月６日（木）まで募集期間

・３月１６日（日）に面接試験を行います。採用方法

・専用履歴書（生涯学習課にあります）に必要事項を記入して、３月６日（木）１７時までに生涯学習

課に提出してください。 ※月曜日は閉館日です。
応募方法

栢ホール技師

２人募集人員

・図書館司書免許取得者（今後取得可能な人を含む）

・鹿島市内在住者（一時的に転居している人を含む） ・パソコン処理能力がある人

・生涯学習に興味があり、楽修大学への寄与に意欲があり、接客業務が好きな人

応募資格

・市民図書館の司書業務 ・施設維持管理業務

・その他楽修大学に関する業務
主な業務

・市民図書館（エイブル１階）勤務場所

・月２０日程度、週４０時間程度 ・遅出及び土、日、祝日の交替勤務有り

・基本：８時３０分～１７時１５分 ・遅出：１０時３０分～１９時１５分
勤務時間

・日額６,３３０円（退職金あり、賞与、昇給なし） ※日額が変更になる場合があります。

・社会保険、厚生年金、雇用保険、労災保険あり
給 与 等

・平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日まで １年間

・雇用後６ヵ月間は試用期間とします。継続して再雇用する場合があります。
雇用期間

・平成２０年２月２０日（水）～３月６日（木）まで募集期間

・３月９日（日）に作文試験、３月１６日（日）に面接試験を行います。採用方法

・専用履歴書（生涯学習課にあります）に必要事項を記入して、３月６日（木）１７時までに生涯学習

課に提出してください。 ※月曜日は閉館日です。
応募方法

栢市民図書館司書
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１人募集人員

・鹿島市内在住者（一時的に転出している人を含む）

・パソコン処理能力がある人

・生涯学習に興味があり、楽修大学への寄与に意欲があり、接客業務が好きな人

応募資格

・楽修大学に関する業務全般 ・施設維持管理業務

・その他必要に応じた業務
主な業務

・かしま市民立楽修大学（エイブル）勤務場所

・月２０日程度、週４０時間程度 ・遅出及び土、日、祝日の交替勤務有り

・基本：８時３０分～１７時１５分 ・遅出：１３時１５分～２２時００分
勤務時間

・日額６,３３０円（退職金、賞与、昇給なし） ※日額が変更になる場合があります。

・社会保険、厚生年金、雇用保険、労災保険あり
給 与 等

・平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日まで １年間

・雇用後６ヵ月間は試用期間とします。継続して再雇用する場合があります。
雇用期間

・平成２０年２月２０日（水）～３月６日（木）まで募集期間

・３月９日（日）に作文試験、３月１６日（日）に面接試験を行います。採用方法

・専用履歴書（生涯学習課にあります）に必要事項を記入して、３月６日（木）１７時までに生涯学習

課に提出してください。 ※月曜日は閉館日です。
応募方法

栢楽修大学事務局員（エイブル）

１人募集人員

・鹿島市内在住者（一時的に転出している人を含む）

・パソコン処理能力がある人

・生涯学習に興味があり、楽修大学への寄与に意欲があり、接客業務が好きな人

応募資格

・楽修大学に関する業務全般 ・施設維持管理業務

・その他必要に応じた業務
主な業務

・かしま市民立楽修大学（エイブル）勤務場所

・平均月１６日程度、週３２時間程度 ・火曜日～金曜日

・基本：１３時１５分～２２時００分
勤務時間

・日額６,３３０円（退職金、賞与、昇給なし） ※日額が変更になる場合があります。

・社会保険、厚生年金、雇用保険、労災保険あり
給 与 等

・平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日まで １年間

・雇用後６ヵ月間は試用期間とします。継続して再雇用する場合があります。
雇用期間

・平成２０年２月２０日（水）～３月６日（木）まで募集期間

・３月１６日（日）に面接試験を行います。採用方法

・専用履歴書（生涯学習課にあります）に必要事項を記入して、３月６日（木）１７時までに生涯学習

課に提出してください。 ※月曜日は閉館日です。
応募方法

栢楽修大学事務局員（エイブル・平日遅出業務）

応募・問合先 鹿島市生涯学習課（エイブル2階・かしま市民立楽修大学）

〒８４９ー１３１２ 佐賀県鹿島市大字納富分２７００－１

緯０９５４（６３）２１２５ 胃（６３）３４２４

死shougai5@city.kashima.saga.jp
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鹿島市では、市税等の滞納処分により差押えた財産

をヤフーの官公庁オークションに出品し、公売します。

（アドレス・・・http://koubai.auctions.yahoo.co.jp/）

申込期間 ２月１４日（木）１３時～２月２８日（木）１７時

入札期間 ３月４日（火）１３時～３月６日（木）１５時

出品物件 電化製品、ＡＶ機器、掛け軸、骨董ほか

★今回出品予定の一部・・・

ビデオデッキ、２０型ブラウン管テレビ、花瓶 など

なお、鹿島市ホームページでも、インターネット公

売に関する情報を掲載しています。

（アドレス・・・http://www.city.kashima.saga.jp/）

～下見会のご案内～

今回、官公庁オークションに出品する品物（実物）

を実際にご覧いただけます。

と き ２月２０日（水）～２月２１日（木）

９時～１７時

ところ 市民会館１階第４会議室

【オークションの流れ】

①ヤフーＩＤの取得とメールアドレスの登録

オークションに参加するには、Yahoo!ＩＤの習得と

メールアドレスの登録が必要です。

すでに取得・登録している人は必要ありません。

革

②公売対象物件の公開

入札の約３週間前に、ヤフー官公庁オークションサ

イト上に公開します。

革

③オークション参加申込

公売物件ごとに事前の参加申し込みが必要です。期

間内に申し込みをしないと入札に参加できません。

※参加申し込みには、クレジットカードが必要です。

革

④下見会の実施

申し込み受付期間中に下見会を開催します。オーク

ションに出品する物件を実際にご覧いただけます。

革

⑤入札開始及び落札

事前に申し込んだ物件に入札（せり売り）します。

入札のため、一番高い金額を入れた人が『落札』と

なります。落札後は、税務課からの指示により落札

金額の納付等を行ってください。

問合先 税務課納税相談係 緯（６３）２１１８

イイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイイインンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンンン ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公 のののののののののののののののののののののののごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内

みんなの安心と優しさが広がる

交通災害共済

※※４月１日以降の加入申し込※４月１日以降の加入申し込みみ
は、翌日から共済対象では、翌日から共済対象ですすお申込みは、ゆうちょ銀行・郵便局で！

（２月より随時受け付け開始）
問合先 市民課 緯（６３）２１１７
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火災や災害のない１年を願って
鹿島市消防出初め式

１月６日、鹿島

市消防出初め式が

行われました。

市内６地区から

中川グラウンドに

集結した５４３人

の団員の皆さんは、

今年７月に開催予定である県消防操法大会への出場

を控えるラッパ隊が吹奏する行進曲に合わせ、一糸

乱れぬ分列行進を行い、『安心・安全なまちづくり』

推進のため、新年の決意を固めました。

また、式典終了

後には、中川で祝

賀放水が行われ、

色とりどりの水の

柱が多くの皆さん

の目を楽しませま

した。

食生活を見つめなおす貴重な体験に
北鹿島小で食農教育を実施

ＪＡや行政等で組織する

ＪＡさが 佐賀みどり果樹産

地 協 議 会が、去 る１１月

１４日に北鹿島小学校で、６

年生の児童に対し、低カロ

リーで栄養価が高いミカン

について講話を行いました。

今回の講話では、児童が

実際に糖度計を使用してミカンと市販の清涼飲料水

等との糖度の比較を行った結果、ミカンの糖度が

コーラより高いという結果が出ると、ミカンが持つ

自然の糖度の高さに児童はビックリしていました。

また、昨年の１１月２６日には、バスで能古見の

ミカン園まで移動し、収穫体験を実施しました。

実際に木に実っているミカンを収穫し、その場で

食べるという体験を通じて、鹿島の自然の豊かさや、

鹿島特産のミカンの素晴らしさを体感しました。

なお、北鹿島小

学校では、今回収

穫したミカンを

使って『体にいい

おやつ作り』に取

り組まれている

そうです。

通りは威勢の良い声に包まれて
冬の風物詩『ふな市』開催

１日１９日、浜町

酒蔵通りと新天町さ

くら通りを会場に恒

例の『ふな市』が開

催されました。

この日は早朝から、

活きの良いふなや干

物、かまぼこ、野菜など様々な産物を売り買いする

声でにぎわいました。

はばたけ新成人！！
鹿島市成人式開催

１日１３日、市

民会館で『第５４

回鹿島市成人式』

が開催されました。

今年は、新たに

約４５０人の若者

が大人の仲間入り

を果たしたました。

式典では、ビシッときまったスーツや袴、艶やか

な振り袖姿に身を包んだ新成人に対し、たくさんの

来賓の皆さんから祝いや激励の言葉が贈られました。

これに応え、新

成人代表の、山口

勇也さんが、これ

からの社会を担う

若い世代として、

力強く誓いの言葉

を述べました。
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調査票への記入・回収に際しまし

ては、お忙しいところご協力いただ

きありがとうございました。

経済産業省で集計の後、平成２０

年９月下旬（予定）に速報が公表さ

れます。調査結果はこれからの工業

関係の様々な計画や施策の基礎資料

として利用されます。

問合先 企画課情報統計係

緯（６３）２１０１

暮らしやビジネスに役立ち、郷土

の情報満載の『さが県民手帳』を販売

しています。

今年のカバーの色は『若草色』です。

価 格 大型６５０円（９．０×１４．２ｃｍ）

小型５００円（７．５×１０．８ｃｍ）

取 扱

市役所３階企画課または鹿島書房

（新町）、㈱積文館書店（西牟田）で、

代金と引き換えで販売しています。

問合先 企画課情報統計係

緯（６３）２１０１

６５歳になった人を対象に、制度

説明会を開催しますので、多くの皆

さんのご出席をお待ちしています。

なお、制度に興味をお持ちの皆さん

もお気軽にご出席ください。

と き ２月２１日（木）１５時～１６時

ところ 市民会館３階大会議室

問合先 杵藤地区介護保険事務所

緯（６９）８２２２

おお知らお知らせせおお知らお知らせせ
平成１９年工業統計への

ご協力ありがとうございました

あなたも１冊いかがですか
『さが県民手帳』

介護保険制度
説明会を開催します

平成１９年１２月分市長交際費の支出状況を公表します。

問合先 企画課秘書係 緯（６３）２１００

支出の相手方、行事名支出金額支出日・件数区 分
供花３０,０００円２件弔 慰
今村雅弘様・岩永浩美様農林水産副大臣就任祝賀会１０,０００円１２月２日

会 費

鹿島市交通指導員会懇親会３,０００円１２月５日
鹿島市消防団本部役員会３,０００円１２月７日
郡市対抗県内一周駅伝大会結団式３,０００円１２月１５日
今村雅弘様農林水産副大臣就任祝賀会（鹿島市）５,０００円１２月１５日
鹿島市文化連盟受賞表彰祝賀会５,０００円１２月２０日
フォーラム鹿島忘年会４,０００円１２月２５日
名刺印刷代２,６２５円１２月４日その他

６５,６２５円合 計
５９.９％（予算に対する執行率）７１９,１２５円累計（Ｈ１９年４月から)

平成１９年１２月
市長交際費支出状況表

２月２９日（金） 開会、会期の決定、議案の一括上程（提案理由説明）

３月１日（土）～３日（月） 休会

４日（火）～６日（木） 一般質問

７日（金） 調整日

８日（土）～１０日（月） 休会

１１日（火）～１２日（水） 議案審議、質疑、討論、採決

１３日（木） 調整日

１４日（金） 常任委員会

１５日（土）～１６日（日） 休会

１７日（月）～１９日（水） 常任委員会

２０日（木）～２５日（火） 休会

２６日（水） 委員長報告、議案審議、質疑・討論・採決、閉会

開 議 １０時～ ※３月１４・１９日は１３時～

問合先 議会事務局 緯（６３）２１０４

市議会３月定例会会期日程（案）
～傍聴にきてみませんか～

※一般質問の数などにより、

議事日程に変更がありえ

ます。

※一般質問の通告内容など

は、鹿島市ホームページ

の『鹿島市議会』に掲載

します。

※ケーブルテレビでは１２

チャンネルで、議会を中

継します。

森林は、水資源を育むだけでなく、土砂災害防止や地球温暖化の緩和など

大切な役割を果たしています。

しかし、山村地域の過疎化などにより、適切な管理が行えずに森林の荒廃

が進み、森林の持つ大切な機能が果たせなくなっています。

そこで佐賀県では、大切な森林を守り育てていく財源として、『佐賀県森林

環境税』を導入し、荒廃森林の再生などに取り組みます。

税 率 森林環境税は、県民税均等割の額に、次の金額を加算して納めて

いただきます。

個 人 年額５００円

法 人 資本金の額により、年額１,０００円～４０,０００円

森林環境税で取り組む新たな事業案

噛県による荒廃森林の再生 噛市町による公有林化

噛県民の皆様からの提案公募事業 噛県、市町、ＣＳＯ等による協働事業

問合先

税の仕組み・・・県税務課 緯０９５２（２５）７０２１

新たな森林づくり・税のつかいみち・・・県森林整備課 緯０９５２（２５）７１３５

佐賀県は、平成２０年４月から
『佐賀県森林環境税』を導入します
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平成２０年度の社会体育施設の予

約受け付けを開始します。予約の詳

細についてはお問い合わせください。

と き ３月１８日（火）～

施設名

①祐徳グラウンドＡ・Ｂ、

②中川グラウンド、③横田グラウンド、

④北公園テニスコート、⑤市民体育館、

⑥市民武道館、⑦林業体育館、

⑧北鹿島体育館、⑨臥竜ヶ岡体育館、

⑩七浦海浜スポーツ公園体育館、

⑪のごみふれあい楽習館体育館

予 約 ４～６月まで予約できます。

予約受付

生涯学習課：①②③④⑤⑥

古枝公民館：⑦

北鹿島公民館：⑧

浜 公 民 館：⑨

七浦公民館：⑩

能古見公民館：⑪

その他

北公園テニスコートは大会の予約

のみ受け付けます。

また、陸上競技場・サブグラウンド

・市民球場の予約は、鹿島市体育協

会（陸上競技場内）緯（６２）３３７９

で行っています。

問合先 エイブル生涯学習課

緯（６３）２１２５

社会体育施設の予約を
受け付けます

確定申告の時期が近づいてきまし

た。『所得税』・『贈与税』・個人事業者

の『消費税及び地方消費税』に関する

税務署窓口での相談や申告書の受け

付けは次の通りです。

噛所得税

２月１８日（月）～３月１７日（月）

噛贈与税

２月１日（金）～３月１７日（月）

噛個人事業者の消費税及び地方消費税

１月４日（金）～３月３１日（月）

また、納税は、安全、便利、確実な

『口座振替』のご利用をお勧めします。

なお、国税電子申告・納税システム

（ｅ-Tax）は、平成２０年１月２８日から

３月１７日まで、２４時間利用できます。

問合先 武雄税務署

緯０９５４（２３）２１２７

www.nta.go.jp

確定申告はお早めに！
納税は口座振替で！

旧軍人等で、恩給を受けていない

恩給欠格者や戦後、旧ソ連やモンゴ

ルに強制抑留された人、終戦に伴い

本邦以外の地域から引き揚げてこら

れた人『ご本人』に、あらためて慰藉

の念を表すため、内閣総理大臣の

『特別慰労品』を贈呈しています。

過去に、内閣総理大臣の書状等を

受けた人、書状を受ける資格があっ

たにもかかわらず、請求をしなかっ

た人も対象となり、特別慰労品の請

求書は、市役所１階福祉事務所にあ

ります。

資格要件などのお問い合わせは、

平和祈念事業特別基金フリーダイヤ

ルへお願いします。

問合先 平和記念事業特別基金

緯０１２０（２３４）９３３

http://www.heiwa.go.jp

恩給欠格者、戦後強制抑留者、
引揚者の皆様へ

【お詫びと訂正】

『広報かしま』１月号２０ページ

でお知らせしました『民生委員さ

んお世話になります』記事中、表

の表現に誤りがありましたので、

訂正しお詫びします。

正しい表現は下記のとおりです。

誤 『嘱託員名（区長名）』

正 『氏名』

市税集合徴収分の
第９期の口座振替日は

２月２９日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

国民年金に加入している農業者の皆さんへ
農業者のための公的な積立年金

農農業者年金のご案農業者年金のご案内内
①国民年金の第１号被保険者で

②年間６０日以上農業に従事する

③６０歳未満の人 なら
どどなたでも加入できますどなたでも加入できます！！

終身年金で８０歳までの保証つきです終身年金で８０歳までの保証つきです。。

公的年金ならではの税制上の優遇措置があります公的年金ならではの税制上の優遇措置があります。。

認定農業者など担い手を対象に保険料の国庫補助があります認定農業者など担い手を対象に保険料の国庫補助があります。。
お勧めする理由・・・

夫婦２人の国民年金の合計額は、月額 １３２,０００円（４０年加入）。一方、夫婦２人の老後の生活費は、

年金収入の２倍にあたる月額２６４,０００円（平成 １５年・農林水産省調べ）。

国民年金だけでは、老後の生活費として十分とは言えません。

問合先 農業委員会事務局 緯（６３）３４１７
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鹿島実業高等学校では、１年間の

生徒の学習内容を市民会館で発表し

ます。

５回目となる今回は、スライド等

による総合的な学習発表や生活経営

科によるファッションショー、佐賀

大学の教授をお招きする鹿島にちな

んだパネル討議など、様々なステー

ジを予定しています。

入場は無料ですので、皆さんお気

軽にご来場ください。

と き ２月５日（火）１２時３０分～

ところ 市民会館

内 容

１ 研究発表 １２時５０分～

２ パネル討議 １４時～

３ ファッションショー １５時～

問合先 鹿島実業高等学校 山信

緯（６３）３１２６

アンサンブル・ブレーメンによる、

音楽の演奏と読み聞かせで、おはな

しの世界を感じてみませんか。

と き ２月１６日（土）

開場１０時～１１時

ところ エイブルホール

入場料 無料

その他 入場整理券をお持ちくださ

い。整理券は、市民図書館、

各地区公民館においてあり

ます。

問合先 市民図書館

緯（６３）４３４３

イイベンイベントトイイベンイベントト
鹿実学習体験フェアの

ご案内

親子で楽しむ
おはなしの世界

おいしいチョコの作り方と、かわ

いいラッピング方法を教えます！

と き ２月９日（土）１３時～１６時

ところ エイブル２階調理室

対象者 小学生

定 員 ２０人

持ってくるもの

三角巾、エプロン、手を拭くタオル

申込先 市民図書館

緯（６３）４３４３

おいしいチョコを作って
ラッピング

鹿島商工会議所青年部では、読売

テレビ解説委員として、『ズームイ

ン！！朝！』や『ウェークアップ！』

『報道特捜プロジェクト』などで

キャスターを担当する辛坊治郎氏を

迎え、講演会を開催します。

また、当日は、鹿島の物産紹介イ

ベントも同時開催します。

皆さんぜひご来場ください。

と き ２月１６日（土）１１時～

（講演会は１５時３０分～１７時）

ところ エイブルホール

（物産紹介イベントはエイブル駐車場）

入場料 無料

定 員 ２００人

※無料チケットを事前配布

その他 一昨年デビューした新名物

『ゆ～ゆん丼』も販売します。

（１杯５００円です。）

問合先 鹿島商工会議所青年部

緯（６３）３２３１

辛坊治郎氏が
鹿島にやってくる！
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と き ２月１７日（日）

開場：１２時 開演：１３時

ところ 市民会館ホール

出 演 能 『杜若』 平野元章

（重要無形文化財）他

狂言『寝音曲』茂山千五郎

（重要無形文化財）他

能 『天鼓』 大西智久

（重要無形文化財）他

入場料 指定席３,５００円

自由席（一般）２,５００円

自由席（学生）１,５００円

その他 チケットの販売等について

は、お問い合わせください。

問合先 向井幸子

緯（６２）６４３５

鹿島市文化連盟発足４０年記念
『鹿島能』のご案内

鹿島市文化連盟では、連盟発足４０年を記念して、『鹿島能』を開催します。

今回の事業は、本格的な『能・狂言』を一人でも多くの皆様に鑑賞していた

だこうと、日本万国博覧会記念機構をはじめとする各種助成により、重要無

形文化財保持者のすばらしい演者を鹿島市にお迎えすることができました。

初めての方もぜひこの機会に 『能・狂言』 の世界をお楽しみください。



広報かしま Ｈ20(2008).２.1

エイブル2階床の間コーナーでは、

浜町野畠在住の陶芸家熊本義泰さ

んの作品展を開催中です。

今回は、佐賀新聞に連載中の『ふ

るさとスケッチ』に掲載されたス

ケッチ作品も展示しています。

エイブルにお越しの際はぜひお立

ち寄りください。

展示期間 ３月２０日（祝）まで

ところ エイブル床の間コーナー

（２階エレベーター前）

問合先 エイブル生涯学習課

緯（６３）２１２５

『人、ふれあい、共感』をテーマに

北鹿島地区の住民による様々な催し

を行います。ぜひご来場ください。

と き ３月２日（日） ９時３０分～

（雨天決行）

ところ 北鹿島小学校

内 容

農産物販売、ちびっこコーナー、

サークル発表、私の趣味展など

問合先 北鹿島公民館

緯（６２）２０１４

エイブル床の間コーナー
熊本義泰作品展

今年で２１回目！！
北鹿島ふれあいまつり

鹿島市では、女（ひと）と男（ひと）

が輝くまち鹿島をめざして、毎年市

民を対象に男女の在り方の講演会を

開催しています。

今回は、佐賀市男女共同参画ネッ

トワーク“結い”の皆さんによる劇

と、佐賀市男女共同参画室長の講演

です。

エイブル祭の一つの事業でもあり、

とても分かりやすく、楽しい講演会

ですので、皆様ぜひお誘いあわせの

上ご来場ください。

と き ２月１９日（火）

１３時１５分開演（１２時４５分開場）

ところ エイブルホール

内 容

【男女共同参画劇場】

「鹿島さんちの空もよう

～晴れたり、曇ったり～」

（佐賀市男女共同参画ネットワーク“結い”『おとめ座』）

【講演】

「これからの男女共同参画な暮らし方」

（佐賀市男女共同参画室長鶴幸枝さん）

入場料 無料

問合先 鹿島市生涯学習課女性係

緯（６３）２１２５

胃（６３）３４２４

男女共同参画講演会の
ご案内

佐賀県では、佐賀県教育委員会及

び佐賀県警察本部との共催で、『地

域ぐるみの防犯活動』地域安全

フォーラムを開催します。

皆さんぜひご参加ください。

と き ２月１５日（金）

１３時３０分～１５時４５分

ところ 佐賀市民会館中ホール

内 容

防犯活動功労団体へ感謝状授与、

地域防犯先進的モデル事業の紹介、

シンポジウム、防犯に関する展示、

ガラス割り実験など

問合先 県くらしの安全課

緯０９５２（２５）７０６０

市内で活動している様々な団体の

活動発表や作品の展示即売等を行い

ます。今年は、あのマツケンサンバ

でおなじみの振付師、真島茂樹さん

をお招きしての開催です。

どなたでも参加できます。皆さん

お気軽にお越しください。

と き ３月２日（日）１０時～１５時

ところ 市民会館ホール

内 容

９時～ 青空市場

１０時～ 開会セレモニー

１０時２０分～ ステージ発表

１３時３０分～ 講演会

真島茂樹さん

『一生踊り子』

入場整理券 ５００円

問合先 鹿島市みんなのつどい実行委員会

（エイブル生涯学習課内）

緯（６３）２１２５

佐賀県地域安全フォーラム
開催のご案内

鹿島市みんなの集い
開催のご案内
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私立大学通信教育協会では、大学

通信教育の普及ならびに入学を希望

する皆さんへの希望大学の教育内容

の説明と学習相談のため、合同説明

会を開催します。参加大学や説明会

の詳細についてはお気軽にお問い合

わせください。

と き ２月２３日（土）１２時～１７時

２月２４日（日）１１時～１６時

ところ エルガーラホール（福岡市）

対象者 一般および高校生

内 容

各大学、大学院、短期大学担当者に

よる講義内容、学習方法、受講手続

き等の説明・相談など

問合先 私立大学通信教育協会

緯０３（３８１８）３８７０

これからは、中国との交流がます

ます盛んになります。

やさしいい中国語から勉強してみ

ましょう。あなたも気軽に教室をの

ぞいてみませんか。

と き 毎週土曜日

１８時～２０時３０分

ところ 福祉会館３階中会議室

講 師 佐賀大学中国人留学生

会 費 ２,０００円／月

問合先 谷川

緯０９０（１０８３）７０２０

大学通信教育合同説明会
開催のお知らせ

講習講習会会・・教室教室講講習講習会会・・教室教室
中国語教室
生徒募集中！！
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【手編み教室（棒針）】

講 師 森 伊佐子 さん

と き １月１７日～４月１７日

月３回木曜日（全１１回）

１３時３０分～１５時３０分

ところ エイブル３階研修室

定 員 ２０人

【実用書道教室②】

講 師 林 蘭山さん

と き １月２２日～４月１５日

月３回火曜日（全１１回）

１９時３０分～２１時３０分

ところ エイブル３階研修室

定 員 ２０人

【日本舞踊教室②】

講 師 藤間 寿和歌 さん

と き ２月８日～５月３０日

月２回金曜日（全１０回）

１４時～１６時

ところ エイブル２階和室

定 員 １５人

【フルート教室】

講 師 古川 智恵子 さん

と き １月１８日～６月２７日

月２回金曜日（全１２回）

１９時３０分～２１時

ところ エイブル３階研修室他

定 員 １５人

【着付け教室②】

講 師 岡 美代子 さん

と き ２月８日～５月１６日

月３回金曜日（全１０回）

１０時～１２時

ところ エイブル２階和室

定 員 １５人

【みそづくり教室】※１回限りの開催！

講 師 石田 雅子 さん

と き ３月２日（日）１０時～１２時

ところ エイブル２階調理室

定 員 ２４人

材料費 １,０００円

＊開講準備中講座

噛絵手紙教室

噛料理教室

噛男の料理教室

噛太極拳教室（夜間）

＊あと１人で開講する講座

噛オカリナ教室（昼間）

●曜日や時間等お気軽に事務局まで

お尋ねください！

エイブル倶楽部
講座のお知らせ

かしま市民立楽修大学では、たくさんの楽しい講座を開催します。皆さん

ぜひ受講してください。なお、定員になり次第締め切りますのでお早めにお

申込みください。

参加費 年会費：１,０００円／年、受講料：５００円／１講座１回（材料費別）

入学特典 えいぶる事業のチケット代金が割引になる事業があります。

問合先 かしま市民立楽修大学（エイブル生涯学習課内） 緯（６３）２１２５
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放送大学では、下記日程で『放送

大学ミニキャンパスin鹿島』を開催

します。

参加対象者は自由となっておりま

すのでどしどしご参加ください。

と き ２月１７日（日）

１４時～１５時３０分

ところ エイブル３階研修室

内 容

噛放送大学の内容説明

噛ミニ・ゼミナール

講 師 佐賀大学名誉教授 小島孝之 氏

問合先 放送大学佐賀学習センター

緯０９５２（２２）３３０８

ＮＰＯ法人クレブスサポートでは、

『がん予防県民公開セミナー』を開催

します。 今回は、乳がんをテーマ

に、織田病院副院長の伊山明宏先生

が『乳がんを早く見つけるために』

と題し講演していただきます。

皆さんぜひご来場ください。

と き ３月８日（土）１０時～

ところ エイブルホール

内 容

講演 『乳がんを早く見つけるために』

講師 伊山明宏先生

（織田病院副院長）

その他 講演の後、質疑・相談の時間

を設けています。

入場料 無料

定 員 ２００人（当日参加歓迎）

問合先 ＮＰＯ法人クレブスサポート

緯０９０（５３８３）９００７

死npokrebs@deez.net

平成１９年度放送大学
ミニキャンパスin鹿島

がん予防県民公開セミナー
がんにならない、負けない

図書館の折り紙教室です。折り紙

で春を彩ってみませんか。興味のあ

る方はぜひご参加ください。

と き ３月５日（水）１４時～１６時

ところ エイブル３階 研修室Ａ

講 師 久納圭子氏（日本折紙協会公認講師）

対象者 折り紙に興味のある大人

定 員 ２５人

申込先 鹿島市民図書館

緯（６３）４３４３

雇用・能力開発機構佐賀センター

では、就職や職業生活に不安や悩み

を持つ人を対象とした若者自立支援

事業を実施しています。

とき・内容

◇２月２１日（木）１４時～１６時

職業ふれあいセミナー『つきたい職種って何？』

講師：立川 恵子氏

◇２月２８日（木）１４時～１６時

自分みがきセミナー

『職場での言葉づかい』

講師：白梅英子氏

ところ 雇用・能力開発機構佐賀センター

（佐賀市兵庫町若宮・ＪＲ伊賀屋駅前）

定 員 各３０人（先着順）

問合先 同センター

緯０９５２（２６）９４９８

市民図書館の
春を呼ぶ折り紙教室

募募 集集募募募 集集
若者自立支援セミナーの
受講生を募集します

あなたの知識と経験を役立てなが

ら、これからの人生を仲間とともに

楽しく仕事をしてみませんか。

シルバー人材センターでは、新し

い会員を募集しています。加入資格

は、６０歳以上の人です。入会説明

会は、毎月第３木曜日の９時３０分

にセンターで行っています。近所の

人も誘って説明会においでください。

なお、センターでは、家庭菜園等

に腐葉土として利用できる、剪定枝

葉のチップを使いやすい袋詰めにし

て販売しています。ぜひご利用くだ

さい。

問合先 鹿島市シルバー人材センター

緯（６３）０９７０

佐賀県司法書士会では、２月２日

に、『県下一斉無料法律相談会』を開

催します。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、各種裁判手続きなど司法書

士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２日（土）１０時～１５時

ところ エイブル２階音楽スタジオ

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）０７９０

緯０９５２（２９）０６３５

問合先 佐賀県司法書士会

緯０９５２（２９）０６２６

鹿島市シルバー人材センター
会員募集

相相 談談相相相 談談
司法書士による

県下一斉無料法律相談会

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恭恭恭恭恭恭恭
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鹿島市休日急患センターでは、１

月６日から、佐賀大学医学部付属病

院の小児科医師が、日曜日・祝日の

診察を担当することになりました。

小児専門医による診療ですので、

お子さんの病気でお困りの際は、急

患に限らずご利用ください。

また、平成２０年４月から、佐賀

大学医学部の全面的なバックアップ

により、鹿島市休日急患センターは、

小児科専門の『鹿島市休日こどもク

リニック』として新たにスタートす

る予定です。

これまでの内科・外科については、

鹿島医会の協力により、在宅当番医

または救急指定病院を利用していた

だくことになります。

問合先 保健センター予防係

緯（６３）３３７３

３月１日から７日は、『子ども予防

接種週間』です。下記医療機関で土曜

日の接種が実施されます。対象とな

るお子さんは予約をし、ぜひ受診し

てください。（母子健康手帳の確認を！）

対象者 三種混合・麻しん・風しん

の予防接種がまだ済んでい

ない子ども

※詳細は２９ページ『健康ひろば』参照。

実施日 ３月１日（土）

ところ・時間

噛稲富小児科医院

９時～１２時

緯（６３）３９１４

噛村山小児科医院

１３時～１３時３０分までに受付

緯（６３）１１５８

予 約 ２月２８日（木）までに受診を

希望する医療機関へ連絡し

てください。

問合先 保健センター予防係

緯（６３）３３７３

健健健 康康健健健 康康
鹿島市休日急患センター

からのお知らせ

『子ども予防接種週間』の
実施について

病院では、大勢の患者さんが輸血

を必要としています。市では、鹿島

ライオンズクラブとの共催で『移動

献血バス』を運行します。

と き ２月１３日（水）

９時１０分～１６時

ところ 市民会館前

対象者 １８～６４歳以上の人

※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。その他条件あり。

申込先 保健センター予防係

緯（６３）３３７３

献血に
ご協力ください

市では『成分献血』にご協力いただ

ける皆さんを募集しています。献血

にはいくつかの条件があります。詳

しくはお問い合わせください。

と き ２月２７日（水）

９時～１２時、１３時～１６時の

どちらか

ところ 佐賀県赤十字血液センター

（佐賀市）※送迎あり

条 件 鴨１８歳～６９歳の人で

噛男性は体重４５kg以上の人

噛女性は体重４０kg以上の人

問合先 保健センター予防係

緯（６３）３３７３

『成分献血』に
ご協力ください

お子さんの健康を守るために、いろいろな予防接種がありますが、法律で

定められている定期の予防接種はすでに受けておられますか？

母子健康手帳を確認して、済んでいない予防接種があれば、ご入学前には

接種を済ませておきましょう。定期の予防接種が済んでいないと、感染の危

険性が高くなるだけでなく、小学校での予防接種（二種混合）の効果が期待

できなかったり、海外渡航の際に接種が必要になったりします。

また、麻しん風しん予防接種は、法改正により接種回数が変更になってい

ますのでご注意ください。詳しくは２９ページの『健康ひろば』をご覧くださ

い。

問合先 保健センター予防係 緯（６３）３３７３

平成２０年４月に小学校入学予定の
お子さんの予防接種について

次の日程で、胃がん検診・大腸がん検診・子宮がん検診を実施します。

平成１９年度（４～１２月）の検診を受けていない人が対象となります。

ぜひお申し込みください。

と き ２月２３日（土）

ところ エイブル１階保健センター

申込締切 ２月１５日（金） ※定員になり次第締め切ります。

問合先 保健センター予防係 緯（６３）３３７３

エイブル祭
がん検診のお知らせ

定員内容料金受付時間対 象 者検 診

８０人胃のレントゲン検査１,０００円
９時～

１０時
４０歳以上胃がん検診

１００人

採便容器配布・説明

（２月２７日または３

月３日に便回収）

６００円
９時～

１１時
４０歳以上大腸がん検診

１００人子宮頚部の細胞検査７００円
９時３０分～

１０時

２０歳以上の女性で、
平成２０年４月１日
現在で偶数年齢の人

子宮がん検診
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怯 子育て支援

保健センター予防係

緯（６３）３３７３

２月１日～７日は『生活習慣病予防週間』

向き合おう 自分の体 自分の生活２月健康ひろば

怯 乳幼児の予防接種（時間厳守をお願いします）

怯 乳幼児の健康診査

※１：２２日（金）は、楠風館で講師を招いて体育遊びです。水分補給・タオル・着替えの準備をお願いします！！
※２：２９日（金）は、楠風館で子どもの成長や毎日の子育ての思いを川柳にして残しましょうね♪！川柳を楽しんだ

後は、楽しいティータイムですよ♪（お菓子代１００円）

と こ ろ対 象 者受付時間内 容と き

エイブル１階保健センター
緯（６３）３３７３

市内在住の妊婦１０：００～１０：３０手帳交付・説明会６・１３・２０・２７日（水）母子手帳交付
赤ちゃんと保護者１３：３０～１４：３０身体計測・健康相談７日（木）・２０日（水）赤ちゃん相談

エイブル１階
子育て支援センター
緯（６３）０８７４

子育て中の人９：００～１７：００お気軽にご相談を火曜～金曜日育児相談

よちよちサークル：５ヵ月
～１歳６ヵ月児と保護者
のびのびサークル：１歳
７ヵ月～３歳児と保護者

９：４５～１０：００

お雛様はオリジナル♪１５日（金）よちよちサークル
世界に一つのお雛様♪８日（金）のびのびサークル
元気いっぱい体育遊び♪２２日（金）※１よちよち・のびのび

合同サークル 子育て川柳♪あったかい２９日（金）※２

備 考ところ受付時間と き対 象 者接種するワクチン

持ってくる物
煙母子健康手帳
煙予診票（必ず記入してください）
煙 体 温 計（会場で測ります）
注意事項
※次の場合は、必ず主治医にご相談のうえお越しください。
噛１週間以内の発熱
噛１年以内のけいれん
噛麻しんや風しん、おたふくかぜ、水痘にかか
り、治癒後 ４週間以内

噛子どもの体調や予防接種について心配があ
る場合

エ
イ
ブ
ル
1
階

保
健
セ
ン
タ
ー

１３：３０～

１４：００

２１日
（木）

生後3ヵ月を過ぎ、
６ヵ月未満の乳児

※対象者には通知します。
Ｂ・Ｃ・Ｇ

備 考と こ ろ対 象 者接種するワクチン

１期１・２・３回は間隔が８週
を超えると任意接種扱いとな
りますが、接種費用は市が負
担します。
この場合、手続きが必要とな
ります。保健センターへご連
絡ください。

噛峰 松 医 院緯（６２）３７７６
噛稲富小児科緯（６３）３９１４
噛村山小児科緯（６３）１１５８
噛田 中 医 院緯（６３）４０８０
噛志 田 病 院緯（６３）１２３６
噛樋 口 病 院緯（６６）２０２２
噛光 武 医 院緯（６６）２０２７
噛谷 口 医 院緯（６６）３５６８

※４月から医療機関で実施しています。
生後３ヵ月を過ぎたら予防接種を受けましょう。

煙１期１・２・３回は、３～８週間の間隔で受けます。
間隔が８週を超えたら任意接種になります。
ただしお子さんの病気が原因で受けることができな
かった場合、法定接種として受けることができます。

煙１期追加は１期３回目終了後、１年～１年６ヵ月
の間に接種します。

三種混合
ジフテリア
百日咳
破傷風

①を１回、もしくは②と③を
１回ずつ接種します。
麻しんにも風しんにもかかっ
た人は対象外、どちらか片方
にかかった人はもう片方のみ
接種。

噛峰 松 医 院緯（６２）３７７６
噛稲富小児科緯（６３）３９１４
噛村山小児科緯（６３）１１５８
噛志 田 病 院緯（６３）１２３６

平成１８年６月２日より２回接種法になりました。
第１期：１歳～２歳未満の子ども
第２期：平成１３年４月２日～平成１４年４月

１日に生まれた子ども
※対象者で今月、市内に転入した人は、保健センター

緯（６３）３３７３ までご連絡ください。

①麻しん
風しん混合
②麻しん
③風しん

内 容持ってくる物ところ受付時間とき対象児
煙身長・体重測定 煙育児相談
煙小児科医の診察

煙母子健康手帳エ
イ
ブ
ル
1
階

保
健
セ
ン
タ
ー

１３：１０～

１３：３０

２７日
（水）

平成１９年
１０月生まれ

４ ヵ 月 児

煙身長・体重測定 煙育児相談
煙小児科医の診察 煙歯科診察
煙フッ素塗布（希望者のみ）

煙母子健康手帳
煙問診票

２８日
（木）

平成１８年
８月生まれ

１歳６ヵ月児

煙身体測定 煙育児相談 煙尿・目・耳の検査
煙小児科・歯科・耳鼻科診察

煙母子健康手帳
煙問診票 煙尿

１４日
（木）

平成１６年
７月生まれ

３歳７ヵ月児
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（２月分）
２・９・１６・２３日（土）、
３・１０・１７・２４日（日）、１１日（祝）
※２３日（土）の保健センターは午前中のみ開館

市役所
保健センター

４・１１・１８・２５日（月）、
１２日（火）、２８日（木）

市民図書館
※平日は１９時まで開館

４・１８・２５日（月）、１２日（火）
生涯学習交流館
（エイブル生涯学習課）

５・１２・１９・２６日（火）
陸上競技場、
社会体育館

無料法律相談 市民会館２階和室

７日（木）受付１３時～ （先着１０人）１３時３０分開始

２１日（木）受付９時３０分～（先着６人）１０時開始

人権相談 市民会館２階和室

５日（火）１０時～１５時

成人健康相談 保健センター

６日（水） ９時３０分～１０時３０分

精神障害者家族会による相談 保健センター

５（火）１０時～１２時

消費生活苦情相談 市民会館１階サロン

２５日（月）、１・８・１５・２２・２９日（金）

１０時～１２時、１３時～１６時

身体障害者更生相談 福祉事務所相談室

５・１９日（火） ９時～１２時、１３時～１５時

障害児地域療育等支援巡回相談（肢体訓練） 福祉会館２階

１４・２８日（木）１０時～１６時

地域療育支援事業（言葉の相談） 保健センター

２８日（木）１３時～

厚生年金・国民年金相談 市民会館１階サロン

５・１９日（火）１０時～１２時、１３時～１５時（予約優先）

行政・人権・心配ごと相談 老人福祉センター相談室

６・１３・２０・２７日（水）１０時～１２時 １３時～１５時

社会福祉協議会 緯（６２）２４４７

福祉介護電話相談 社会福祉協議会 緯（６２）２４４７

月曜日～金曜日 ９時～１７時

障害のある子どものための教育相談 市教育委員会

月曜日～金曜日 ９時～１２時、１３時～１７時

この広報紙は再生紙を使用しています

編集・発行

鹿島市役所 総務部 企画課

〒８４９－１３９１

佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１

緯（６３）２１０１（直通） 胃（６３）２１２９

ＵＲＬ（ホームページアドレス）

http://www.city.kashima.saga.jp/

２日（土） 兼茂 緯（６３）１６１６
３日（日） 大隈設備工業 緯（６２）１３０２
９日（土） 松本設備工業 緯（６３）１８４１

１０日（日） 吉牟田水道工事店 緯（６３）４４９７
１１日（祝） 鹿島設備工業所 緯（６３）３２２８
１６日（土） 山中鉄工 緯（６３）３３４１
１７日（日） 池田設備左官工務店 緯（６２）１７３２
２３日（土） 中村設備 緯（６３）４８４６
２４日（日） 峰松建設 緯（６２）２０６８

５日（火） 鹿実学習体験フェア
市民会館 １２時３０分～

１０日（日） ６５歳盛年の集い エイブル １３時３０分～
１２日（火） 初午祭（郷土芸能奉納）

祐徳稲荷神社 １０時～
１６日（土）～２４日（日） エイブル祭
１７日（日） 鹿島市文化連盟発足４０年記念『鹿島能』

市民会館 １３時～
１９日（火） 男女共同参画講演会

エイブル １３時１５分～
２４日（日） 公認祐徳ロードレース大会

林業体育館前スタート ９時～

※市民球場は、芝の養生のため２月２９日まで休場です。

２月

如月
きさらぎ

休日昼間：鹿島休日急患センター（高津原）
開設時間 ９時～１７時
緯（６３）１８３８

夜 間：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）
受付時間 休日および土曜日の１９時～２１時
緯０９５４（２２）５５９９
杵藤地区消防本部（武雄市）
緯０９５４（２２）４２０７

『広報かしま』では、毎号４枠の『有料広告』を掲載

しています。

広告として掲載できる内容や広告料についての詳細

は、広告の募集並びに作成を担当していただいている

松浦印刷株式会社※緯（６３）２２００へお問い合わせ

ください。

問合先 企画課情報統計係 緯（６３）２１０１


