
～主な内容～
春の鹿島は桜の季節 ほか・・・・・・・・・・・・・・・２～３
後期高齢者医療制度がはじまります・・・・・・４～５
市の資産に有料広告を載せませんか・・・・・・・・・・６
みんなの安心介護保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
市民課窓口の年度末・年度始めの業務 ほか・・・・８
賃貸住宅・アパートのトラブルについて・・・・・・・９
ぼくの夢わたしの夢 ほか・・・・・・・・・・・・・・・１０～１１
国民年金保険料を口座振替で前納すると・・・・・・１２
こんなときこのひとこと ほか・・・・・・・・・・・・・・・１３
奥平谷キャンプ場オープン ほか・・・・・・・・・・・・・１４
このごみどの袋 ほか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５
トピックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６
情報掲示板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７～２２
健康ひろば・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３
くらしの情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

１月２６、２７日の２日間にわたり市陸上競技場・

クロスカントリーコースを舞台に『クロカンフェスタ

ｉｎかしま』が開催され、市内外より全１９６チーム

１,２３５人の選手が参加し、チームの思いを込めたタ

スキをつなぎました。

今年の小学生の部では男女とも、福岡県の立石ラン

ナーズが優勝、中学女子の部では、西部中Ａチームが、

写真
クロカンフェスタinかしま

市市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい市の市の木木

平成２０年１月３１日現在

序盤から圧倒的な強さを見せ、３連覇を達成しました。

続いて行われた中学男子の部では、塩田中学校Ａ

チームが優勝し、西部中Ａチームが、女子に負けじと

２位に入る健闘を見せました。

大会最後を締めくくる一般の部でも、走吉会鹿島支

部チームが、２区からトップを奪い、昨年、一昨年に

続き３連覇を達成しました。

対 前 月 比世 帯 数人 口
鹿 島 市

ー １世帯－１３人１０,５１１世帯３２,１９６人

＋ ３世帯＋ ７人５,０６６世帯１４,３６６人鹿 島

＋ １世帯＋ ７人１,１７０世帯３,９６７人能 古 見

ー ９世帯－１４人１,００７世帯３,３１１人古 枝

± ０世帯ー ６人１,０５７世帯３,３３４人浜

＋ ３世帯ー ４人１,２２１世帯３,８２０人北 鹿 島

＋ １世帯－ ３人９９０世帯３,３９８人七 浦

ー １人１５,１０９人男

ー１２人１７,０８７人女

No.97No.9711
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旭 ヶ 岡 公 園

３月２６日（水）～４月６日（日）

問合先 商工観光課 緯（６３）３４１２

ライトアップ
１８時～２２時

さぁ、いよいよ桜の季節ですさぁ、いよいよ桜の季節です。。
九州の桜の開花予想の詳細は九州の桜の開花予想の詳細は、、
気象庁のホームページで公開さ気象庁のホームページで公開されれ
ますのでご覧くださいますのでご覧ください。。
皆さん楽しみですね皆さん楽しみですね。。

ままま つつ りり

１８０８年（文化５年）に、鹿島城の城門として建立された赤門。１８７４年（明治７年）の佐賀の乱により鹿島

城は焼失しましたが、赤門だけは炎上を免れ、現在、旧鹿島藩唯一の遺構として、県の重要文化財にも指定され

ています。この郷土の宝『赤門』の建立２００年を記念してイベントを開催します。

鹿島のシンボルともいえる赤門の２００歳をみんなでお祝いしましょう。

と き ４月６日（日） １３時３０分～１７時
（雨天の場合は延期、延期日は未定）

ところ 赤門前及び旭ヶ岡公園内

内 容 噛２００年記念セレモニー １３時３０分～

噛太鼓演奏（臥龍太鼓：鹿島市浜町）

噛太鼓演奏（至誠龍神：伊万里農林高校）

噛旭ヶ岡公園講座（クイズ関連）

噛旭ヶ岡公園ミニ検定クイズラリー（※詳細は４月号でお知らせします。）

噛赤門チャリティバザー

☆２００個限定！オリジナル紅白饅頭をプレゼント！

☆検定クイズの全問正解者には、特典付合格認定証と『赤門オリジナル携帯ストラップ』を贈ります。

その他 当日、イベント開催中（１３時～１７時）は、赤門前の道路が、車両通行禁止となり、ご迷惑をおかけ

しますが、ご協力をお願いいたします。

問合先 鹿島城赤門２００年記念事業実行委員会事務局（商工観光課内） 緯（６３）３４１２

※桜の開花状況により、ライトアップ期間は変更

することがあります。

桜 ま つ り 関 連 行 事 表

ところ行事名
開始
時間

開催日

市民体育館県西部地区高校剣道大会9:00３/１６日（日）

鹿島小・明倫小・市民球場桜まつり学童軟式野球大会9:00３/１６・２０・２２

陸上競技場サブグラウンド観桜少年サッカー大会9:00３/２３（日）

北公園四地区鹿島観桜テニス大会9:00３/２３（日）

旭ヶ岡公園桜まつり少年相撲大会9:00３/２５（火）

市民体育館ほか県下少女バレーボール観桜大会8:30３/３０（日）

西部中学校観桜中学女子ソフトボール8:30３/３０（日）

松陰神社境内桜まつり県下民踊大会10:00４/４（金）

横田公民館観桜俳句大会10:00４/５（土）

市民球場ほか鹿島市近接中学軟式野球大会9:00４/５・１２（土）

市民武道館観桜弓道大会9:00４/６（日）

中川グラウンド観桜ゲートボール大会8:00４/６（日）

鹿島高校観桜少年柔道大会8:30４/６（日）

市民体育館観桜卓球大会8:30４/６（日）

西部中学校桜まつり少年剣道大会9:00４/６（日）

横田公民館チャリティ桜まつり茶会10:00４/６（日）

福祉会館観桜囲碁大会8:30４/７（月）

歴史的公園１００選！
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毎年恒例の『花と酒（咲け）まつり』。今回も楽し毎年恒例の『花と酒（咲け）まつり』。今回も楽しいい

催し満載です。皆さんぜひお出かけください催し満載です。皆さんぜひお出かけください。。

とと きき ３月３月３０３０日（日日（日）） １０時～１１０時～１６６時時

とこところろ 肥前浜宿酒蔵通り、庄金地区ほ肥前浜宿酒蔵通り、庄金地区ほかか

内内 容容 新酒販新酒販売売、カラオケ蔵、か、カラオケ蔵、かししまんにわか、まんにわか、

大名行大名行列列、野点、ブラスバンド演奏、、野点、ブラスバンド演奏、絵絵画展、画展、

音楽ライブなどな音楽ライブなどなどど

そのその他他 会場の酒蔵通りでは、３会場の酒蔵通りでは、３月月２４２４日日（月）（月）かからアートらアート

プロジェクトのイベントが開催されますプロジェクトのイベントが開催されます。。

問合問合先先 肥前浜宿花と肥前浜宿花と酒酒（咲け）（咲け）まつり実行委員まつり実行委員会会

（浜公民館内）（浜公民館内） 緯緯（６２）（６２）２５３４２５３４

隠れた桜の名隠れた桜の名所所
『大谷森林公園『大谷森林公園』』

久保山から白鳥尾に向かう市道沿い（谷田工場久保山から白鳥尾に向かう市道沿い（谷田工場団団

地先)にある『大谷森林公園』をご存知ですか地先)にある『大谷森林公園』をご存知ですか？？

有明海はもちろんのこと、晴れた日には熊本県有明海はもちろんのこと、晴れた日には熊本県やや

佐賀市方面まで見渡せる眺望が魅力の公園です佐賀市方面まで見渡せる眺望が魅力の公園です。。

この公園のもう一つの魅力が、春の訪れを告げこの公園のもう一つの魅力が、春の訪れを告げるる

鹿島市の花『桜』です！まもなく満開を迎える大鹿島市の花『桜』です！まもなく満開を迎える大谷谷

森林公園の桜をぜひ見にきてください森林公園の桜をぜひ見にきてください。。

※市ホームページにはカラーでご紹介しています※市ホームページにはカラーでご紹介しています。。

トップページ（左下の位置）トップページ（左下の位置）⇒⇒『『大谷森林公園大谷森林公園』』

問合問合先先 農林水産課林務水産農林水産課林務水産係係 緯緯（（６３）３４１３６３）３４１３

肥前浜肥前浜宿宿
花と酒（咲け）まつ花と酒（咲け）まつりり

『『海の森植『海の森植樹樹祭』祭』『海の森植樹祭』
鹿島市と鹿島市環境衛生推進協議会では、豊饒の海をとりもどす目的で、河川上流部に広葉樹を植樹する『第１鹿島市と鹿島市環境衛生推進協議会では、豊饒の海をとりもどす目的で、河川上流部に広葉樹を植樹する『第１４４

回海の森植樹祭』を開催します回海の森植樹祭』を開催します。。

今回も、奥平谷キャンプ場奥の本城国有林内に、ヤマザクラやクヌギ、な今回も、奥平谷キャンプ場奥の本城国有林内に、ヤマザクラやクヌギ、などど１０１０種類２，４００本の広葉樹を植樹種類２，４００本の広葉樹を植樹

します。植樹箇所は昨年のとなりになりますので、昨年参加いただいた方は１年後の姿をご覧になってはいかがします。植樹箇所は昨年のとなりになりますので、昨年参加いただいた方は１年後の姿をご覧になってはいかがでで

しょうか？ご家族、お友達お誘いあわせのうえぜひご参加くださいしょうか？ご家族、お友達お誘いあわせのうえぜひご参加ください！！

とと きき ３３月月２２２２日日（土（土）） ９時９時～～１２時４０１２時４０分分（予定）（予定）
※雨天中止、態度決定は前日に行い、参加者へ連絡します※雨天中止、態度決定は前日に行い、参加者へ連絡します。。

集集 合合 市役所前に９市役所前に９時時
とこところろ 平谷 本城国有林（昨年のとなり） ※シャトルバスで現地まで移平谷 本城国有林（昨年のとなり） ※シャトルバスで現地まで移動動
持参持参物物 軍手、タオル、鍬（持っている人はご持参ください。軍手、タオル、鍬（持っている人はご持参ください。））
そのその他他 弁当や飲み物はこちらでご用意します弁当や飲み物はこちらでご用意します。。
植樹植樹種種 ヤマザクヤマザクララ、ベニヤマザクラ、クヌギ、ケヤキ、シラカシ、ベニヤマザクラ、クヌギ、ケヤキ、シラカシ、、タブノキ、カシノタブノキ、カシノキ、キ、

モミジ、カモミジ、カキキ、、ビビワワ（２,４００本）（２,４００本）
申込締申込締切切 ３月３月１４１４日日（金）（金）
問合問合先先 農林水産課林務水産係農林水産課林務水産係 緯緯（６３）３４１（６３）３４１３３
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市では、厳しい財政状況を改善するため、平成１８年度より、市の発行物や資産を広告媒体として活用し、

民間企業等の有料広告掲載事業を実施しています。

今回、企業広告の媒体として広告掲載を行うものは、①市広報紙『広報かしま』、②市庁用車（マイクロバス）、

③市営駐車場フェンスです。現在、広告の募集を行っています。

広告を募集する上記３物件については、それぞれ詳しい内容を示した『広告掲載基準』を作成していますの

で、広告掲載に伴う手続き等についてご不明な点は、それぞれの問合先までお問い合わせください。

①市広報紙『広報かしま』

③市営中央駐車場フェンス

②市庁用車（マイクロバス）

発行部数 １１,５００部

（約１０,７００部を新聞折込みにより市内各

戸に配布。その他は各公共施設・団体へ配布）

掲載開始 平成１８年５月号より掲載しています。

概 要 毎月１日発行（年間１２号）、Ａ４版２０～３０ページ

広告枠 噛１号につき４枠

噛１枠＝縦５.５㎝×横１８㎝（Ａ４の約１／５）

募集方法 市と契約した代理業者による募集・広告作成

※平成１９年度は、松浦印刷（株）と契約。広告掲載を市へ直接

申し込まれた場合、上記業者への広告作成等を紹介します。

問合先 企画課情報統計係 緯（６３）２１０１

掲載箇所 庁用車（マイクロバス）側面及び後面

面 積 それぞれ縦×横のサイズ

側面（右側）・・５０cm×２００cm＝１㎡

側面（左側）・・５０cm×１５０cm＝０.７５㎡

後面・・・・・・・・４０cm×１３０cm＝０.５２㎡

掲載料金 １㎡当たり６０,０００円／年

問合先 総務部調整室 緯（６３）２１１１

設置箇所 鹿島市営中央駐車場（駐車場フェンス）

設置方法 駐車場フェンスへの看板添架

※看板の作製、フェンスへの添架に要する経費は申込

者が負担することになります。

規 格 それぞれ１区画当たりの縦×横のサイズ

Ａ区画・・・・５０cm×２００cm

Ｂ区画・・・・７５cm×２００cm

広告料 １㎡当たり５,０００円／年

問合先 商工観光課 緯（６３）３４１２

ここが広告掲載

のスペースです。

○Ａ

○Ｂ

○Ａ

ここが看板添架

のスペースです。

ここが広告掲載

のスペースです。
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介護保険による住宅改修は
　『事前申請』が必要です

　介護保険では、在宅の要介護者や要支援者が、自宅で生活を続けられるように住宅の

改修を行った場合に、費用の一部を支給します。

　なお、改修工事着工前に必ず事前申請を行い承認を受けてください。

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

１.住宅改修を利用できる人

　杵藤地区にお住まいの介護保険被保険者で以下の条件を満たす人

　○要支援１・２、要介護（１～５）の認定を受けている人

　○在宅で生活をしている人

　※認定開始日前に行った住宅改修や事前申請承認前に行った住宅改修は、支給の対象になりません。
　※事前申請には『住宅改修が必要な理由書』『改修予定箇所の写真』『平面図』（改修前後の状態が分かるもの）
　　『工事見積書』などが必要になりますので、改修前に介護支援専門員（ケアマネジャー）にご相談ください。
　　　
　●改修する住宅の住所地が介護保険被保険者証の住所地と同一であること。

２.対象となる工事種別

　１.手すりの取り付け
　２.床、通路面の段差の解消
　３.すべり防止及び円滑な移動のための床材の変更
　４.引き戸など扉の取り替え
　５.洋式便器などへの便器の取替え
　６.その他住宅改修に付帯して必要となる改修
　

３.介護保険から支給される額
　○要介護度に関係なく２０万円を上限に費用を支給します。介護保険が９割（１８万円）を支給し、利用者は
　　１割（２万円）を負担します。　
　　※支給上限超過分については、全額自己負担となります。
　○まず費用の全額を先に業者に支払っていただき、あとで費用の９割分を支給する（償還払い）と利用者が９
　　割を差し引いた金額を支払い、９割を業者が利用者に代わって請求して支給を受ける（受領委任払い）があ
　　ります。
　○改修費用の合計が支給上限になるまで、何度でも改修はできます。ただし、原則として一度全額を使い切っ
　　てしまうとそれ以上の支給はありません。

４.申請窓口
申請書、理由書などに必要事項を記入して、添付書類とともにお住まいの介護保険担当窓口に申請してください。
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勤務時期等業務内容応募資格（欄内に複数ある条件をすべて満たしていること）募集人員募集区分

毎月２３日頃～３１日頃
（土・日祝日勤務あり）

各戸水道メーター

（量水器）の検針業務

噛昭和２０年４月２日～昭和３３年４月１日に生ま

　れた人

噛平成２０年３月１日現在、鹿島市に住民登録し、

　引き続き居住している人

噛日本国籍を有し、成年被後見人または、被保佐

　人（準禁治産者を含む）でない人

噛自動車の普通免許所有者

若干名
市量水器検針員
（水道メーター）　　

雇用期間　平成２０年４月１日～平成２１年３月３１日の１年間（次年度以降、継続して雇用する場合があります。）

募集期間　３月３日（月）～１４日（金）　（土・日曜日を除く）

応募方法　履歴書（市販のものに写真を添付）に必要事項を記入し、市水道課に提出してください。（郵送可、３月１４日の消印有効）

選考方法　３月２１日（金）に面接試験を行います。　※詳細は申込締め切り後に通知します。

問　合　先　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分３１９１－１　水道課管理係　緯（６２）３７１８

　水道課では、各戸の水道メーター（量水器）検針員を募集します。

市市水道メーター（量水器）検針員募市水道メーター（量水器）検針員募集集市市水道メータ市水道メーターー（量水器）（量水器）検針員募集検針員募集

市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民課課課課課課課課課課課課課課課課課課課課窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓窓口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口はははははははははははははははははははは年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度末末末末末末末末末末末末末末末末末末末末市民課窓口は年度末 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度始始始始始始始始始始始始始始始始始始始始めめめめめめめめめめめめめめめめめめめめのののののののののののののののののののの年度始めの
土土土土土土土土土土土土土土土土土土土土 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜曜日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日もももももももももももももももももももも対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対応応応応応応応応応応応応応応応応応応応応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　　　　　土・日曜日も対応しますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

　転勤や進学などに伴い、住所の異動が多い時期で

ある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２９日（土）・３０日（日）、

　　　　４月５日（土）・６日（日）の８時３０分～１２時

ところ　市民課窓口

内　容　以下の手続きについて受け付けます。

噛転入・転出などの住所異動届　

　及びこれに伴う税の収納、

　児童生徒異動届、国民健康保険、

　及び介護保険の手続き

噛出生・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

　等（運転免許証等）をご持参ください。

問合先　市民課　緯（６３）２１１７

～時間外交付制度のご利用を～

　左の期間でなくても、お仕事などで平日に市役所

に来ることができない人のために、市民課と税務課

では次のような証明書などについて、電話予約をし

て、休日や夜間に受け取ることができる『時間外交

付』を実施しています。予約や受け取りについての

詳細はお問い合わせください。

【市民課】

　住民票の写し、印鑑登録証明書、納税証明書、

　課税証明書、所得証明書、資産証明書、評価証明書

【税務課】

　名寄帳の写し、地籍図の写し

手数料

　それぞれ３００円、ただし、評価証明書の土地は

　５筆ごとに、建物は３棟ごとに３００円。また、

　納税証明書の軽自動車車検用は無料。

問合先　市民課　緯（６３）２１１７

ＦＦＮＳ九州８局共同制作ドキュメント発見伝『同意なきレール』 サガテレビで放送ＦＮＳ九州８局共同制作 ドキュメント発見伝『同意なきレール』　サガテレビで放送！！
九州新幹線長崎ルート・長崎本線存続問題等を取り上げたドキュメンタリー番組が、ＳＴＳサガテレビで放　九州新幹線長崎ルート・長崎本線存続問題等を取り上げたドキュメンタリー番組が、ＳＴＳサガテレビで放送送

されます。皆さんぜひご覧くださいされます。皆さんぜひご覧ください。。

放放　送送　３月３月８８日日（土）（土）　１６時～１6時５５１６時～１6時５５分分

再放再放送送 ３　３月月１６１６日日（日）深夜（日）深夜　２４時１５分～２５時１０分２４時１５分～２５時１０分　（※（※１７日（月）０時１５分～１時１０分１７日（月）　０時１５分～１時１０分））

問合問合先先 企画課企画係　企画課企画係　緯緯（６３）２１０（６３）２１０１１
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賃賃賃賃賃賃賃賃賃賃貸貸貸貸貸貸貸貸貸貸住住住住住住住住住住賃貸住宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅宅・・・・・・・・・・・アアアアアアアアアアパパパパパパパパパパーーーーーーーーーートトトトトトトトトトアパートののののののののののの
トトトトトトトトトトララララララララララブブブブブブブブブブルルルルルルルルルルににににににににににつつつつつつつつつついいいいいいいいいいトラブルについててててててててててて

　進学・就職のシーズンを迎え、それに伴い、賃貸住宅やアパートに引越しを予定している人も多いと思いま

すが、退居する時に、「敷金が返還されなかった」「高額な修理代を請求された」という相談が寄せられています。

敷金とは・・・・

　賃貸借契約終了時に家賃滞納や建物に損傷があった場合、それらの費用に充てるお金として貸主に預けるも

ので、貸主は、正当な理由がなければ全額返還すべきものです。

　

原状回復の考え方

　借主は建物を元の状態に戻して明け渡す義務がありますが、通常の住み方・使い方をしていればそのままか

えしていいのです。しかし、使い方が良くなかったために生じた損耗は借主が修理費用を負担する必要があり、

通常敷金で清算されます。

噛退居時の原状回復は、貸主と借主のどちらの負担で行うのか、契約書の
　内容をよく確認しておくことが大切です。
噛入居時には、貸主立会いのもと損耗の有無を確認し、写真を撮っておき
　ましょう。
噛修理費用を請求された場合は、修理明細書を求め、貸主と話し合いを行
　いましょう。
噛話し合いで解決できない場合は、『少額訴訟』の解決方法もあります。

問合先　商工観光課　緯（６３）３４１２

　　　　佐賀県消費生活センター　緯０９５２（２４）０９９９

貸主の負担

（誰が使っても生じる損耗）

★家具の設置による床・カーペットのへこみ跡

★フローリングのワックスかけ

★畳の表替え

★日焼けによる変色

★ポスターの後

★テレビ、冷蔵庫などの設置による黒ずみ

★画鋲・ピン穴　　　　　　　　　　　　など

借主の負担

（使い方が良くなかったために生じた損耗）

★引越し作業での引っかき傷

★フローリングの色落ち

　（不注意で窓を閉めなかったために

　雨が吹き込んで生じた場合など）

★結露を放置したことにより拡大したシミ・カビ

★台所の油汚れ

（手入れが悪いために付着したもの）　など

トラブル回避のためのポイント
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　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人が自分の夢や体験、ふるさと
への思いを発表しました。今号は２人を紹介します。
（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

刈
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乾
乾
乾
乾
乾
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乾
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乾
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　僕は、数学が大好きです。そして、

数学の楽しさをみんなに伝えたいの

です。将来、僕は数学の先生になり

たいです。あの時、算数が好きでな

かったなら、僕は違う夢を、違う教

科を好きになっていたのかもしれま

せん。

　あの時とは小学校４年生のころで

した。算数の授業のとき「この問題

を解いてみろ」とときどき先生から

一枚の紙を渡されます。それは、当

時の僕にとって難しい算数の問題で

した。ああでもない、こうでもない

と自分で考えて導きだした答えを先

生にもっていきます。もし、その答

えが合っていたら「おお、ときや

がった」とくやしがり、間違ってい

たら「へへっ、困っとっ」とにやっ

とされます。僕は、とけないのがは

がゆくてたまりませんでした。先生

からにやっとされることがいやでた

まらなかったし、負けず嫌いだった

からです。授業の間にとけなかった

問題は家に帰って母と一緒に考えて

もらったこともありました。僕に

とって算数の問題は、すべてとかな

ければならないものだったのです。

そうしているうちに、難しい問題も

すらすらと簡単にとけるようになっ

てきました。そしてだんだん、算数

の楽しさもわかってきました。難し

い問題がとけたときの喜び、自分で

考えてわかったときのうれしさ。こ

んな楽しさがあるんだ、とわかり、

とうとう算数が好きになりました。

　ある日、図書館で秋山仁先生を知

りました。写真を見た感じでは、と

ても研究者には見えない、普通のオ

ジサンのようですが、先生の本は、

内容がとてもわかりやすくユーモア

があり、難しい内容でも「なるほど」

と思えるほどくわしく楽しく書いて

あります。算数がクイズやパズルの

ような遊びであるように感じられる

ので、ますます算数が好きになりま

した。

　中学校に入学し、算数が数学へと

変わったので、大丈夫かな、難しい

とどうしよう、と思っていました。

初めての数学の授業のときは、とて

も不安でした。しかし、そんな心配

は全く必要ありませんでした。意外

と簡単で、すいすいわかり、授業が

とても楽しいのです。今では数学は

僕の一番の得意科目となっています。

　僕の好きな先生は、今の数学の先

生です。数学の楽しさ、自分が数学

を好きだということがよく伝わりま

す。しかも、教科書には載っていな

いことも教えてくれるのです。ユ

ニークな部分もあるので、とても授

業も楽しいです。この先生のおかげ

で、数学のおもしろさがさらにまし

てくるので、ますます数学が好きに

なります。僕の大切な先生です。

　ある時、ふと思いました。「小学

校４年生のときの先生、そして今の

数学の先生は、子供たちが好きで、

数学がとても好きだということを。

さらにみんなに数学を好きになって

ほしいということを言っている。な

んか、先生って素敵な仕事だな。も

しかしたら、僕も先生になれるかも

しれない。数学は好きだし、子供た

ちも好きになれる。みんなを数学好

きにしたい。よし、数学の先生にな

ろう。そして、みんなに数学の楽し

さをわかってもらい、数学を好きに

なろう。」

　僕にとっての魅力的な先生の理想

は、やはり、数学の楽しさを教え、

自分が数学を好きだということを主

張する先生です。数学の楽しさを教

えないと、数学の授業の意味がない

と思うし、子どもたちに数学を好き

に少しでもならせることが、先生の

役割だと思うのです。

　今、日本の数学は危機的状況にあ

ります。子どもたちが数学を好きか

どうかの調査で、およそ半分の子ど

もたちが数学嫌いになっていること

がわかっています。世界のワースト

二位なのです。こんな状況の中をは

やく脱出し、なおさなければいけな

いと思います。そのためにも、僕が

数学の先生になって、数学嫌いを少

しでもなおしたいのです。今、僕は

数学のまだ入口にいます。だから、

がんばって勉強して一歩一歩確実に

進んでいき、小学校のときの先生、

今の数学の先生、そして秋山先生を

目標にし、出口へと向かっていきた

いです。

『めざせ！！ 秋山先生』

西部中学校２年

　山﨑　映人
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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

　

　私の夢は、東京ディズニーランド

で、働くことです。この夢は、ただ

楽しそうだから。とか、きつくなさ

そうだからとか、そんな理由では、

ありません。理由は大きく２つあり

ます。

　１つ目は、佐賀の鹿島の七浦とい

う、都会の人は、聞いたことがないほ

どの、小さないなかから、誰もが知っ

ている、日本の中心である東京へ出

ていき、自分がどこまで頑張れるか

チャレンジをしてみたいからです。

　２つ目は、みんなに佐賀のよさ、

七浦のよさをアピールしたいからで

す。

　東京ディズニーランドには、日本

中からたくさんの人たちが遊びに

やってきます。外国からもお客さん

がやってきます。英語は話せないし、

言葉もなかなか通じないかもしれま

せんが、そういう人たちに七浦のよ

さを教えたいのです。「私のお父さ

んは、がばいおいしかのりば、作い

よいしゃっとばい。」など佐賀弁で、

日本一ののりや、みかん、ぶどうな

ど、おいしさをいっぱいじまんした

いです。

　それから、もう１つ私が言いたい

ことは、今年、がばい旋風をまきお

こした佐賀北高校のことです。

　「ねえねえ、佐賀県の佐賀北高校っ

て知ってる？私が６年生の時に全員

野球で奇跡をおこして優勝しん

しゃったばい。日本中の人をおどろ

かせんしゃったばい。」

　と、みんなが忘れないように、出

会った人に仲良くなった友達に話し

ていきたいです。

　私は大きな声がじまんです。ディ

ズニーランドで働く時は、大きな声

で元気よくあいさつをし、わかりや

すく案内をしたいです。

　「ディズニーランドには、元気な

女の子がいるよ。明るく活発で佐賀

弁を話す、がばい娘よ」

　とお客さんが私をしたってくれる

ような、看板娘をめざして、はり

きってどんなことにもチャレンジし

ていきたいと思います。

『私の夢はディズニーランド
の看板むすめ』
七浦小学校６年

　真﨑　杏奈
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県さわやかスポーツレクリエーション祭県県さわやかスポーツレクリエーション県さわやかスポーツレクリエーション祭祭
皆さんが、気軽に楽しめるスポーツがたくさんあります。参加してみませんか！

対　象　年　齢種　　目

男４０歳以上
女３５歳以上

マスターズ陸上△

少年：小学４年生以上
成年：２０歳以上

トランポリン△

男４０歳以上
女３０歳以上、親子

年齢別バドミントン
○●☆◇

男３０歳以上
女３０歳以上

ラージボール卓球○☆◇

４５歳以上年齢別ソフトテニス○●△
フリーリズムダンス
フリーハイキング
女３０歳以上女子ソフトボール
２０歳以上ゲートボール※
２０歳以上グラウンドゴルフ※

対　象　年　齢種　　目
４０歳以上壮年サッカー
４０歳以上ソフトバレーボール☆◇
２０歳以上ターゲットバードゴルフ
８人の合計年齢が２６０歳以上男女混合綱引き◇
３０歳以上年齢別テニス●△
２０歳以上バウンドテニス○●◇
２０歳以上ミニテニス○●
５０歳以上壮年ボウリング△●
２０歳以上インディアカ◇
フリーフォークダンス▲
フリーオリエンテーリング▲
２０歳以上ペタンク
フリー３Ｂ体操☆
フリーよさこい

（注）競技名の後に印がついている競技は、参加条件があります。詳しくはお問い合わせください。
　１．○印はダブルス、●印は男女混合ダブルスです。
　２．チーム編成にあたって、☆印は年代別の、◇印は男女別の人数制限があります。
　３．△印は年代別の、▲印は競技内容別の参加部門が設定してあります。
　４．※印の競技は、市町村ごとに参加人数の制限がありますので、予選会を開催します。
　　　Ａ）ゲートボール・・・・ゲートボール協会で予選会が開催されます。
　　　Ｂ）グラウンドゴルフ・・・・予選会は昨年１０月に終了しています。

と　き　５月２５日（日）
ところ　武雄市・杵島郡・佐賀市内
参加費　１人６００円（選手・監督１人につき※保険料含む）

申込方法　４月１３日（日）までに、生涯学習課に申し込んでくだ
　　　　　さい。実施要領・参加申込書も同場所にあります。
問 合 先　エイブル生涯学習課スポーツ係　緯（６３）２１２５
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春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春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火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火火災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予予防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防防運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運運春の火災予防運動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動動ははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは るるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる
　３月１日（土）～７日（金）まで『春の全国火災予防運動』が実施されます。

☆火は見てる　あなたが離れる　その時を

　天ぷら鍋火災・タバコの不始末やたき火などと、火災原因のほとんどは人災です。家庭や職場で

『火の用心』について話し合いましょう。

☆住宅用火災警報器についてのお知らせ

　火災からの『逃げ遅れ』による死者をなくすために、住宅の寝室などには火災警報器を設置する

よう義務化されています。早めに設置し家族の命を守りましょう。

　なお、消防署では消防機器の販売や点検は行っていません。だまされないように注意しましょう。

☆悪質な訪問販売には十分気をつけて！！

　消火器や住宅用火災警報器を設置するように勧め、高い価格や無理強い販売する業者が横行する

被害が市内で発生しています。信用できるところから購入しましょう。

☆市内の学校や核施設にＡＥＤ設置される

　昨年蟻尾山競技場で48歳男性の心臓が止まり倒れましたが、周りにいた人達がＡＥＤを使い蘇

生させ、現在本人は職場で障害もなく働かれています。早めの蘇生はその人の命を救い社会復帰を

容易にします。ぜひ救命講習を受けましよう。

問合先　鹿島消防署予防係　緯（６３）１１１９

金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保保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険険険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料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料料
ででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででで前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前 すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすするるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるる トトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト ででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででですすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

　保険料納付は、支払の手間や時間が省ける『口座振替』が便利です。また、保険料を『前納』すると割引があります。

①保険料の前納を口座振替にすると割引額が増えます。

　国民年金保険料１年分を一括して前納すると、現金払いでは、３,０７０円の割引となります。（１年前納・６ヵ月

前納は口座振替が有利です。）

　なお、すでに口座振替で１年分の前納されている人は、あらためて届出をしていただく必要はありません。

②月々の口座振替も早割（当月保険料の当月末引落し）にするとおトクです。

　通常の口座振替（当月保険料の翌月末引落し）は定額保険料ですが、口座振替を早割にすると５０円の割引となり

ます。早割にすると、初回の口座振替で、２ヵ月分の保険料（前月の保険料と５０円割引された当月分の保険料）が引

き落としとなり、その後の毎月の保険料が５０円割引となります。※（割引額の５０円は、平成１９年度の割引額です。

平成２０年３月分までの割引額は月５０円です。）

☆①・②ともに、口座振替のお申込みは、口座をお持ちの金融機関・郵便局の窓口で手続してください。

☆手続に必要なものは・・・・噛国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書

　　　　　　　　　　　　噛預（貯）金通帳、噛預（貯）金通帳届出印

　　　　　　　　　　　　噛年金手帳等（基礎年金番号が確認できるもの）

問合先　市民課年金係　緯（６３）２１１７

【早割のイメージ】 平成２０年３月中に事前登録された場合

※口座振替は、月末が金融機関の非営業日の場合は、翌営業日になります。

４月以降の保険料から５０円割引

掛

噛通常の口座振替 噛早割制度

３月分

保険料

掛

引落月

４月末日

４月分 掛 ５月末日

５月分 掛 ６月末日

３月分

保険料

掛

引落月

４月末日
４月分 掛

５月分 掛 ５月末日
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　みなさん　こんにちは、鹿島実業高等学校です！

　本校は、商業科、情報処理科、食品調理科、生活経

営科の４学科があります。生徒数４７５名。部活動が

盛んで、昨年の１９全国佐賀総体では、弓道、レスリ

ング、バレーボールが出場しました。野球部も夏の大

会で準決勝まで勝ち進み、ベスト４でした。教育目標

である『環境美化日本一』、『開かれた学校づくり』を

目指し、教育活動に励んでいます。『環境美化日本一』

を目指すために校内清掃美化はもちろんのこと、夏に

は海の日の清掃活動、秋には、市内花ボランティアを

実施しております。

　先日２月５日に、第５回鹿実学習体験フェアを開催

しました。多くの市民の方に見学に来ていただき、ま

ことにありがとうございました。内容は、１ステージ

に研究調査発表で、鹿島の郷土や歴史などの発表があ

りました。２ステージは、佐賀大学経済学部准教授山

本長次先生、フォーラム鹿島代表藤松義將氏、ＮＰＯ

フロンティアの山田健一郎氏をお招きし、生徒代表

１５名と鹿島市の現状と未来について白熱した討論が

なされました。３ステージは、ファッションショーで

１年間手がけてきた

作品の発表がなされ

ました。来年も楽し

みにしてください。

第５回鹿実

学習体験フェア

１３０

鹿島実業高等学校
　

Ａ：やぁ、調子はどう？

Ｂ：すごく疲れたよ！・・・１２時間も

　　仕事してたんだぁ！

　　　　

あぁ～、かなり疲れたよ！・・・少し休

まなきゃ！

Hey, how's it goin?

Oh, I'm so beat! I worked for 12 hours.

※スポーツのイベントやパーティーの後にも使えます。

Wow, I'm pretty beat after that. I need 
some rest!

A:

B:

～beat（疲れた）～
今月のキーフレーズ

トゥリーサ先生

　今月、トゥリーサ先生に紹介していただくキーフレーズは、『beat』
　『beat』は、文字通りの意味ではレースやゲームで相手を打ち負かす、
という意味を表しますが、会話では疲れたという意味でも使われます。

№２８
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　今年も新緑の季節に奥平谷キャンプ場が、

オープンします！大自然の雄大さに触れな

がら、キャンプはもちろんのこと、バーベ

キューや山登り、川遊びもできます。

　あなたのスタイルにあった自然の楽しみ

方を満喫してみませんか。

申込・問合先　商工観光課観光振興係

　　　　　　　緯（６３）３４１２

申込開始日　４月１日（火）　８時３０分～

申 込 方 法　電話をかけられるか、市役所２階商工観光課まで来庁してください。

宿泊可能日　５月・・・・３日～５日、１０日、１７日、２４日、３１日

　　　　　　７月・・・・５日、１２日、１９日、２０日、２４日～２６日、３１日

　　　　　　８日・・・・１日、２日、７日～９日、１２日～１６日、２１日～２３日、２８日～３０日

　　　　　　９月・・・・６日、１３日、１４日、２０日～２２日、２７日

※６月の利用はできません。

※４月１日（月）から、夏休み期間の予約も受け付けます。

利利用期間別申込方利用期間別申込方法法

金額（円）備考（広さのめやす等）定員種類

１２,４３０２階建　和洋室　２０畳１０人
コテージ

１２,４３０平屋建　洋室　２０畳１０人

　２,２００４畳半６人

バンガロー
　２,５６０６畳半７人

　７,３５０８畳＋８畳２０人

１４,７００３１畳＋１４畳５０人

　　　３６０現地管理人指示－持込テント

料料金料金表表
金額（円）用品名金額（円）用品名

　４０

しゃもじザルなべ４００ファンヒーター

お玉まな板かま

１００

毛布

やかん包丁ボウルコンロ

フライ返し飯ごうひしゃく鉄板

たわし栓抜きさい箸金網

スプーン皿　６０ゴザ

レレンタル用レンタル用品品

　市が発注する小規模な修繕工事の受注を希望する人

は、鹿島市小規模修繕契約希望者登録申請が必要です。

※現在、登録申請している人も、有効期限が切れます

　ので、２年に一度の更新申請をお願いします。

【対象工事】

　小額で軽易な修繕工事（契約額５０万円未満）

【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

【申請できる人】

　①市内に住所を有している人または主たる事業所を

　　置く人

　②市に納めなければならない税金について完納して

　　いる人

【有効期間】

　平成２０年６月１日～平成２２年５月３１日（２年間有効）

　となります。

　２年間の有効期間以後、改めて申請を受け付けます。

【入手方法】

　平成２０年３月２４日（月）から市役所３階企画課で配布

　（市ＨＰの『産業関連』⇒『小規模修繕契約希望者登録

　申請』からも入手できます。）

【受付期間】

　平成２０年４月１日（火）～平成２０年５月３０日（金）

　（土･日･祝日を除く）

※受付期間以後の随時受け付けはいたしませんので､

　希望する人は忘れずに手続きをしてください。

問合先　企画課企画係　緯（６３）２１０１

　　　　http://www.city.kashima.saga.jp/

刈

侃

瓦

冠
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～市発注の修繕工事を受注希望の皆さんへ～
　　　　平成２０年６月１日～平成２２年５月３１日有効分

　　　　　　『鹿島市小規模修繕契約希望者登録申請』を受け付けます！
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　鹿島市には、平成７年１２月に

施行された『鹿島市部落差別撤

廃・人権擁護に関する条例』があ

ります。その中に掲げられている

『人権尊重を大事にしながら差別

のない平和な明るい鹿島市』を目

指して、今年度も人権・同和問題

の啓発事業を行ってきました。

①人権学習会(７回)　　　　　　

　毎年行っている講座ですが、今

年度初めて『インターネットと人

権』という新しい人権課題につい

ても取り上げてみました。学習会

には、それぞれの立場で参加いた

だいていますが、特に、ＰＴＡの

役員研修の一環として、若いお母

さん、お父さん方にもたくさん参

加してもらい、いろいろな人権に

ついて学んでいただきました。

②人権作文・標語・マンガ募集

　市報２月号に作品を掲載しまし

たので、ご覧になった方も多いか

と思います。延べ４,０００名以上の

小中学生が応募してくれました。

③部落懇談会

　今年度は能古見地区にお願いを

して区長さん方のご協力を得て実

施しています。

　その他、８月の『同和問題講演

会』、１２月の｢人権週間｣の取組

み等の事業を実施してきています。

　これらは、同和対策課の主な事

業ですが、人権問題は、『女性、子ど

も、高齢者、障害者、外国人、イン

ターネットによる人権侵害、…』と

多岐に渡っています。市役所では、

担当課が、事業の実施とともに、

市報等によって制度のお知らせや

啓発活動を行い、それぞれの人権

問題に対応できるようにしていま

す。何かありましたら、まずは担

当課にご相談ください。

お互いの人権が尊重される

社会をめざして

～平成１９年度の啓発事業から～

噛ご意見等をお寄せください

　同和対策課　緯（６３）２１２６

【　資源ごみ　】

　ごみを知ろう企画、番外編は『資源ごみ』です。

　新聞・雑誌・古着・段ボール・アルミ缶については、

ほとんどの地区で資源回収が行われています。平成

１８年度では上記の５品目で８０７トンの資源が回収さ

れました。つまり、８０７トンのごみがリサイクルにまわ

され、約１,３００万円のごみ処理費用（１６０円／１０㎏で計算）

を節約できたことになります。皆様のご協力ありがと

うございます。なお、資源回収に関するお問い合わせ

は、区長または回収団体の代表者へお問合せください。

【資源回収でのワンポイント】

噛たばねる時はガムテープ・ビニールひもは使わずに

　紙ひもでまとめてください。

噛贈答用化粧箱のように、片面段ボールに化粧用紙が

　張り合わされた特殊な段ボールは雑誌として出して

　ください。

問合先　環境下水道課ふるさと美化係

　　　　緯（６３）３４１６

富永　敬二さん（執行分・５７歳）
　今回は、地域医療に貢献する人を顕彰する第３６回

医療功労賞佐賀県表彰をうけられた（社）佐賀県柔道整

復師会会長の富永敬二さんにお話を伺いました。

　「私達の仕事は、“骨つぎ”“接骨院”として、昔から地

域の皆さんおなじみの存在だと思いますが、正式には

“柔道整復師”といいます。耳慣れない名前でしょう。

　この柔道整復術とは、我が国の武術から派生した施

術で、かつて武術では、相手を倒す“殺法”と、相手の骨

折や脱臼といったケガに対し施術を行う“活法”の両方

を極めた者がいわゆる達人と呼ばれていたんです。

　私自身、幼いころから柔道をやっておりまして、こ

の接骨院は昭和５２年に開業し、地域の皆さんのケガ

の予防や治療、健康増進のお役に立てるよう活動して

きました。

　また現在、佐賀県柔道整復師会では、県内８８名の会

員が、柔道の県大会などの競技会や佐賀県防災訓練に

おいて、柔道整復師の技術を活かした救護ボランティ

ア活動なども行っています。

　今回の受賞は、地域のお役に立とうと、様々な活動

に協力してくれた会員のおかげであり、私一人の受賞

ではありません。柔道整復師会として頂戴した賞だと

思います。これからも地域に密着し、皆さんの健康の

お役に立ちたいですね。」と語られました。

　富永さん、受賞おめでとうございます。

○９２ 
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ご寄付ありがとうございます
佐賀県有明海漁業協同組合鹿島市支所様

（株）スーパーモリナガ様

（株）佐賀青果市場様

ＪＡ青森様

　
　２月６日、佐賀県

有明海漁業協同組合

鹿島市支所様（中島敏

男運営委員長）から、

市内の小中学校の児

童生徒へ、地元有明

海産ノリ約３,５００

人分のプレゼントが

ありました。

　小中学校を代表し、

能古見小学校で行わ

れた今年の贈呈式で

は、中島運営委員長

から、児童代表の１

年生森田理佑くんに

ノリが手渡されまし

た。その後、給食の

時間には、この日の

メニュー『手巻き寿司』をおいしそうに頬張る子ども

達の姿が見られました。

　また、２月８日には、（株）スーパーモリナガ様、

（株）佐賀青果市場様、

ＪＡ浪岡様から、青

森市（旧浪岡町）で

収穫されたリンゴ約

２,３００個が、市内

の保育所や幼稚園、

老人福祉施設、障害

者福祉施設など２９

施設に贈られました。

　市役所で行われた贈呈式の後、施設を代表して誕

生院保育園の園児達

に、その後２月１５

日にそれぞれの施設

に甘くておいしい新

鮮なリンゴが贈られ

ました。

貴重な文化財を火災から守れ！
文化財防火訓練実施！

　１月２７日、七浦

地区音成の中村邸で

文化財防火訓練が実

施されました。

　この日の訓練には、

鹿島消防署ならびに

今年の担当地区であ

る七浦分団の皆さん

約８０人が参加。

　発見者が１１９番通報を行い、本部からの指令を

受けた消防署・消防

団の皆さんが出動し、

消火するという実際

の消火活動さながら

の訓練になりました。

　皆さん、お疲れさ

までした。

宝くじ助成事業でコミュニティセンター建築
嘉瀬浦区

　自治総合センター

が実施するコミュニ

ティ助成事業を活用

して、嘉瀬浦区がコ

ミュニティセンター

を建築されました。

　区長の増田好人さ

んは、「念願であった

コミュニティセンターが建築でき、とても嬉しく

思っています。今後はここを拠点に区民一体となっ

て地域づくりに励みたい。」と意気込まれていました。

　この助成事業は、宝くじの普及宣伝と地域コミュ

ニティ活動の活性化を目的に実施されています。
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　卒業、入学、就職など環境が変化す

るこの時期、青少年が犯罪の加害者

や被害者にならないよう、そして子

ども達の希望に満ちた新しいスター

トのために地域・学校・家庭が手をつ

なぎ、声をかけたり一緒に考えるな

ど、大人と子どもの信頼できる環境

をつくるようにしましょう。

　大人が変わることで、子ども達の

心が成長します。

問合先　鹿島市青少年育成市民会議

　　　　（エイブル生涯学習課内）

　　　　緯（６３）２１２５

 

　犬を飼っている人で、住所の変更

等をする人は、『異動届』をお願いし

ます。また、飼い犬が死亡した場合

にも届け出が必要です。

問合先　環境下水道課ふるさと美化係

　　　　緯（６３）３４１６

 

おお知らお知らせせおお知らお知らせせ
３月は『春の青少年育成

強調月間』です

犬を飼っている皆さんへ
～異動・死亡の届け出のお願い～

市税集合徴収分の
第１０期の口座振替日は

３月３１日（月）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

　鹿島市では、小学生及び中学生の保護者で経済的に困っておられる人のた

めに、学用品費や給食費などの経費の一部を補助する制度を設けています。

援助対象者　生活保護世帯及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世帯

援助の種類　鴨学用品費、通学用品費

　　　　鴨医療費（学校保健法で定められた病気のみ）

　　　　鴨校外活動費、修学旅行費　鴨給食費

　　　　鴨新入学児童生徒学用品費等

申請手続き　申請の受付は、市役所２階の鹿島市教育委員会で行なっています。

持参品　鴨印鑑

　　　　鴨収入が分かる書類（世帯で収入がある人について全員分）

　　　　　噛平成１９年分の源泉徴収票（確定申告をした人は、申告書の写し）

　　　　　噛昨年の勤め先と今の勤め先が違う場合は、今の勤め先の給料明

　　　　　　細書（直近3カ月程度）

問合先　鹿島市教育委員会庶務課　緯（６３）２１０３

就学援助制度についての
お知らせ

　平成２０年１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
鹿島商工会議所新年祝賀会５,０００円１月１６日祝　儀
鹿島市交通指導員会懇親会３,０００円１月９日

会　費 鹿島青年会議所新年会５,０００円１月１７日
鹿島市農業委員会新年会４,０００円１月１８日
ＰＲ用郷土文化誌『みを』購入（５０冊分）２６,５００円１月１７日その他

４３,５００円合　計
６３．６％（予算に対する執行率）７６２,６２５円累計（Ｈ１９年４月から)

平成２０年１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）～１３日（木）　　　議案審議、質疑、討論、採決

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。
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　平成２０年度に、市役所日日雇用

職員として雇用を希望する人の登録

を随時受け付けます。雇用する場合

は面接等実施し、決定する予定です。

　なお、登録されても雇用されない

場合があります。

職　種　一般事務、保育士、調理員、

　　　　保健師（看護師）等

対象者　原則として市内在住者

※保育士、保健師など専門職は市外

　在住者も登録できます。

登録方法

　市役所３階総務課や鹿島市ホーム

　ページ『新着情報～お知らせ～』

　から、専用の登録申請書を入手し、

　必要事項を記入して、市役所３階

　総務課へ提出してください。

問合先　総務課職員係

　　　　緯（６３）２１１３

市役所日日雇用職員の
登録を受け付けます

 

 

　内閣府では、将来を担う国際感覚

豊かな青年を育成するため、様々な

国際交流事業を実施しています。

　現在、平成２０年度に実施する国

際交流事業（『国際青年育成交流』『日

本・中国青年親善交流』『世界青年の

船』『東南アジア青年の船』）の参加

青年を募集しています。

　詳細は内閣府ホームページまたは、

県こども課でご確認ください。

問合先　内閣府制作統括官付国際第１担当

　　　　緯０３（３５８１）１１８１

　http://www.cao.go.jp/kouryu/

　　　　県こども課青少年健全育成担当

　　　　緯０９５２（２５）７３８２

募募募　集集募募募　集集
青年国際交流事業に
参加しませんか？

 

　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（福祉会館横）

対象者　市内在住で６０歳以上の人

　　　　（初心者から優先します。）

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１１日（金）予定

問合先　保険健康課長寿社会係

　　　　緯（６３）２１２０

 

　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。３月は次の

日程で無料セミナーを開催します。

とき・内容

　鴨３月１９日（木）　１４時～１６時

　　職業ふれあいセミナー『情報業』

　　講師：木村　隆夫氏

　鴨３月２７日（木）　１４時～１６時

　　自分みがきセミナー

　　『仕事の仕方とコミュニケーション』

　　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

高齢者のための
陶芸教室受講生募集

若者自立支援セミナーの
受講生を募集します
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　最近の原油価格の高騰を踏まえ、県制度金融の中に『原油価格高騰対策』

メニューが創設されました。

貸付対象者　県内に居住若しくは事業所を有する個人又は県内に本店若しくは

　　　　事業所を有する法人であり、一定の要件に該当(＊)する中小企業者

＊該当の可否は、商工会議所（組合は佐賀県中小企業団体中央会）で確認します。

　　　　詳細は下記問合先までお尋ねください。

貸付条件等　噛資金使途　　　運転資金

　　　　噛貸付限度額　　２，０００万円

　　　　噛貸付期間　　　１０年以内（据置１年以内）

　　　　噛貸付利率　　　年１．８％

　　　　噛保証料率　　　年１．３５％以内

申込先　鹿島商工会議所（組合は佐賀県中小企業団体中央会）

取扱期間　２月６日（水）～6月３０日（月）

問合先　鹿島商工会議所　緯（６３）３２３１

　　　　佐賀県中小企業団体中央会　緯０９５２（２３）４５９８

原油及び石油製品の価格高騰により影響を受けている
中小企業者の皆さんへ
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　国体の競技種目にもなっている、

全日本空手連盟『剛柔会』のクラブ

です。防具を着けての空手ですので

子どもでも安心です。

と　き　毎週日曜日　１８時～２０時

ところ　市民体育館

対象者　どなたでも加入できます。

活動費　２,０００円／月

申　込　随時受け付けています。お

　　　　電話でお申し込みください。

申込先　中村秀幸

　　　　緯０８０（３９７０）０３９５

 

　『Ｂｕｙ（バイ）さがん県民運動』の

シンボルマーク一般公募を行い、審

査の結果、下の作品が選ばれました。

　このシンボルマークは、県内での

お買い物を呼びかける各種広報に活

用しますが、皆さんにより身近に感

じていただける愛称を募集します。

締　切　３月３１日（月）必着

賞　品　愛称に採用された人には、

　　　　１万円相当の賞品を贈呈。

問合先　〒８４０-８５７０

　　　　佐賀市城内一丁目１－５９

　　　　佐賀県税務課税務政策担当

　　　　緯０９５２（２５）７０２１

　　　　胃０９５２（２５）７２９４

　　　　死zeimu@pref.saga.lg.jp

空手クラブの
生徒を募集します！

Ｂｕｙ（バイ）さがん運動
マスコットの愛称を募集

 イイベンイベントトイイベンイベントト
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　市内で活動す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の振り付けでおなじみの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

鹿島市みんなの集い
開催のご案内

　都市と農村交流を進める会では、道の駅鹿島、ネイチャー佐賀の協力によ

り、楽しい環境イベントを開催します。

　有明海の伝統漁法『棚じぶ』で漁獲体験を行い、獲れた魚類の観察をした後、

実際に調理をし有明海の幸を味わいます。

　棚じぶを通じて『半農半漁』の文化を知り、有明海が『おかず獲りの場』で

あった事を確かめよう！

と　き　３月９日（日）　９時～１３時

　　　　※小雨決行

ところ　道の駅鹿島横の棚じぶ等

　　　　（鹿島市大字音成甲４４２７-６）

集　合　当日９時に、道の駅鹿島

　　　　（干潟展望館前）

参加費　３００円（保険、調理費等）

持参品　動きやすい服装、軍手、

　　　　双眼鏡（あれば）、エプロン、

　　　　バンダナ

内　容　『棚じぶ』での漁獲体験、

　　　　獲れた魚類の観察・調理等

問合先　都市と農村交流を進める会（馬郡）

　　　　緯（６２）８９４４（飯田自動車内）

有明海の棚じぶで
魚類観察と獲れた魚の調理体験
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　自然豊かな鹿島市は、おいしい水

と米が豊富で、古くから日本酒をは

じめ発酵食品の生産が盛んな街でし

た。寒仕込みの新酒ができあがる３

月、『かしま発酵まつり』を開催しま

す。今回の発酵まつりにも、地元を

はじめ、世界や日本各地の発酵食品

を取りそろえ、皆さんのご来場をお

待ちしております。

と　き　３月９日（日）　１０時～１６時

ところ　矢野酒造場酒蔵ほか

内　容　発酵食品の展示及び試食会、

　　　　発酵の蔵めぐり探訪など

その他　蔵めぐり探訪参加者募集中

　　　　（参加費無料）

問合先　鹿島発酵研究会

　　　　（鹿島商工会議所内）

　　　　緯（６３）３２３１

 

　最近、よく耳にするメタボリック

シンドローム。メタボリックはなぜ

いけないの？

　そんな疑問や生活習慣病との関係

をわかりやすくご講演いただきます。

　ご家族、ご近所お誘いの上、ぜひご

来場ください。

と　き　３月２６日（水）

　　　　受付　１９時～

　　　　講演　１９時３０分～

ところ　エイブルホール

講　師　琴岡憲彦　先生

　　　　（佐賀大学医学部付属病院　循環器内科）

入場料　無料

問合先　保険健康課国保係

　　　　緯（６３）２１２０

発酵まつりを
開催します！

生活習慣病予防講演会の
ご案内

 

　３月は卒業の季節です。有田窯業

大学校では、第２２期生の卒業制作

展を開催します。両会場とも入場無

料です。皆さんぜひご来場ください。

【有田展】

と　き　３月４日（火）～９日（日）

　　　　９時～１８時

ところ　県立九州陶磁文化館（有田町）

【福岡展】

と　き　３月１３日（木）～１８日（火）

　　　　１０時～２０時（１８日は１９時まで）

ところ　福岡アジア美術館（福岡市）

問合先　県立有田窯業大学校

　　　　緯０９５５（４２）３１４４

有田窯業大学校
卒業制作展のご案内  

　今回は、民謡とポップスのコラボ

レーションをお届けします。バック

ミュージシャンには、日本で５本の

指に入ると言われる尺八奏者が出演。

　当日は、地元の酒・物産コーナー

を設置します。

と　き　３月２９日（土）

　　　　開場１７時３０分　開演１８時

ところ　呉竹酒造東蔵（浜町酒蔵通り）

出　演　佐藤真理子、佳代ほか

入場料　ワンドリンク付きの価格です。

　　一　　般　３,０００円

　　楽修大学生　２,５００円

　　高校生以下　１,５００円※保護者同伴で入場

チケット

　エイブル（生涯学習課・市民図書館）、

　６地区公民館、ピオ、ララベル、

　モリナガ鹿島店、Q－ＢＯＸ

問合先　かしま市民立楽修大学

　　　　（エイブル生涯学習課）

　　　　緯（６３）２１２５

第６回えいぶる事業
『民謡ロックｉｎ酒蔵』
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　昭和４３年１２月、市教育委員会主催で開講された鹿島の伝統工芸の一つ

である鹿島錦の講習会（後継者養成）に参加し、それ以来後継者の一人として

市重要文化財指定（工芸品：平成３年）の筥迫の技法や色彩感覚を基本に伝統

技術の重厚さと美しさを今に伝えるべく、また現代にも通じるようにと工夫

研鑽を重ねて今日に至っております。

　皆さんもぜひご来場いただき、郷土の宝『鹿島錦』の美しさ、素晴らしさ

に触れてみてください。

と　き　３月２７日（木）～４月１５日（火）　９時～１６時

ところ　祐徳博物館（年中無休）

入場料　一般：３００円、高校生・大学生：２００円、小・中学生：１００円、

　　　　障害者手帳をもつ人　無料

問合先　祐徳博物館　緯（６２）２１５１

樋口ヨシノ『鹿島錦個展』
開催のご案内
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　市では、鹿島市新籠干潟が、『渡り

性水鳥（シギ・チドリ類）の重要生息

地への参加５周年』を迎えるにあた

り、下記のとおり記念事業を企画し

ました。皆さんぜひご参加ください。

【記念式典・講演】

と　き　３月１日（土）

　　　　１７時３０分～　記念式典

　　　　１７時４５分～　記念講演

ところ　北鹿島小学校体育館

演　題　『有明海の生きものたち（仮称）』

講演者　田北 徹 氏（長崎大学名誉教授）

【野鳥観察会】

と　き　３月２日（日）　１２時３０分～

ところ　鹿島市新籠海岸

その他　北鹿小体育館でパネル展示を開催

問合先　北鹿島公民館

　　　　緯（６２）２０１４

　　　　鹿島市環境下水道課

　　　　緯（６３）３４１６

 

　鹿島市社会福祉協議会では、鹿島

市グラウンド・ゴルフ協会との共催

で、市民の皆さんにご参加いただけ

るグランド・ゴルフ大会を開催しま

す。申込等の詳細はお問い合わせく

ださい。

と　き　３月２２日（土）

　　　　８時４５分集合　９時開会

ところ　蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場

参加資格　鹿島市民ならどなたでも

参加費　２,５００円／１チーム

申込締切　３月１０日（月）　１６時

申込先　鹿島市社会福祉協議会

　　　　緯（６２）２４４７

北鹿島ふれあいまつり特別企画
記念講演＆野鳥観察会

お楽しみチャリティー
グラウンド・ゴルフ大会

 

 

　鹿島史談会では、郷土の歴史につ

いて、毎月発表や懇談を行っており

ます。予約や申し込みなしで、どな

たでも参加できます。一緒にふるさ

との歴史を楽しみましょう。

時　間　毎月第１木曜日（例外あり）

　　　　１３時３０分～１５時

ところ　田沢記念館

講師・内容（３月～５月）

噛３月６日（木）　松尾紀成　氏

　『伊能忠敬の書簡からみた肥前測量』

噛４月３日（木）　総会

噛５月１日（木）　武富守人　氏

　　　　　　（鹿島市民図書館館長）

　『明治初期の古地図について』

※題名等は都合により変更する場合

　があります。

参加費　無料（ただし資料代２００円）

その他　新会員を募集しています。

　　　　（年会費３,０００円）

問合先　峰松正輝

　　　　緯（６２）６０６８（自宅）

講講習講習会会・・教室教室講講習講習会会・・教室教室
鹿島史談会

鹿島の歴史講座のご案内

 

　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、

お早めにお申し込みください。

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。

【水墨画教室②】

講　師　鮑　礦堅　さん

と　き　３月３日～８月１８日

　　　　月１～２回月曜日（全１０回）

　　　　１３時３０分～１５時３０分

ところ　福祉会館３階大会議室

定　員　１５人

【カラオケ教室金曜日コース】

講　師　中尾　純子　さん

と　き　３月１４日～６月２７日

　　　　月２～３回金曜日（全１０回）

　　　　１３時３０分～１５時３０分

ところ　西牟田公民館

定　員　１５人

【オカリナ教室②】

講　師　小嶋　利博さん

と　き　３月４日～８月１９日

　　　　月２回火曜日（全１２回）

　　　　１９時３０分～２１時

ところ　エイブル２階音楽スタジオ

定　員　２０人

その他　別途オカリナ代が必要です。

※各教室の詳細は、毎月１６日発行の

　『エイブルの木』（各戸配布）をご覧

　ください。

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

エイブル倶楽部
講座のお知らせ
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　武雄税務署管内租税教育推進協議

会では、税に関する一般的な知識の

普及のために、あなたのまちへお伺

いし、税金に関する出前講座を行っ

ています。

と　き　４月～１２月の平日

　　　　９時～１６時の１時間程度

対象者　武雄市、鹿島市、嬉野市、

　　　　杵島郡、藤津郡に居住また

　　　　は勤務する人

人　数　１０人以上

内　容

噛国税（所得税・消費税・贈与税・相続税等）の話

噛地方税（県税・住民税・固定資産税等）の話

申　込　希望日の１カ月前までに、

　　　　ご相談ください。

問合先　武雄税務署管内租税教育推進協議会事務局

　　　　（武雄税務署総務課内）

　　　　緯０９５４（２３）２１２７

 

 

　平成２０年度の国家公務員採用試

験が行われます。試験情報は、下記

ホームページにありますので、採用

を希望する人はご覧ください。

ＵＲＬ　http://www.jinji.go.jp/

試験名

　国家公務員採用英種・衛種、国税

　専門官、労働基準監督官、法務教官

受験案内の請求

　返信用封筒（角型２号、１４０円分

　※国税専門官は１２０円の切手を

　貼付し、宛先を明記）を同封した

　封筒に、請求する試験名を朱書き

　し、問合先へ送付してください。

問合先　〒８１２－００１３

　　　　福岡市博多区博多駅前２－１１－１

　　　　人事院九州事務局第二課試験係

　　　　緯０９２（４３１）７７３３

　※国税専門官については、武雄税

　　務署緯０９５４（２３）２１２７

　　でも資料請求ができます。　

税金に関する
出前講座のお知らせ

試試験・採試験・採用用試試験・採試験・採用用 
国家公務員（大学卒業等程度）

採用試験

 

 

　杵藤地域産業保健センターでは、

産業医選任義務のない労働者５０人

未満の事業所を対象に、実際に事業

所を訪問して健康管理のアドバイス

を行い、健康に関する皆さんの相談

をお受けしています。

　訪問アドバイスや相談は無料でお

受けし、相談内容などの秘密は守り

ます。お気軽にご利用ください。

【事業所の訪問】

　医師や保健師等が事業所を訪問し、

　健康管理等をアドバイスします。

【健康相談】

　健康診断の結果が気になる人や

　従業員の健康管理に関する相談等

　に対し、医師や保健師がお話を伺

　います。

　と　き　毎月第２・４火曜日

　　　　　１３時３０分～１５時３０分

　ところ　鹿島藤津地区医師会

　申　込　ご希望に応じて行います。

　　　　　事前に申し込みください。

問合先　鹿島藤津地区医師会事務局

　　　　緯（６３）３９６９

 

相相相　談談相相相　談談
杵藤地域産業保健センターの
無料健康相談・健康講話

健健健　康康健健健　康康

 

　母子・父子・寡婦家庭の悩みごと

相談に応じます。お気軽にご相談く

ださい。事前に申し込みが必要です。

と　き　３月２１日（金）　１３時～１５時

ところ　福祉会館３階

相談員　大和幸四郎弁護士

申込先　佐賀県母子寡婦福祉連合会

　　　　緯０９５２（２４）００６４

 

　杵藤保健福祉事務所では、体の不

調や症状でお悩みの皆さんや難病と

診断された皆さんの医療に関する相

談をお受けしています。

と　き　３月１２日（水）

　　　　１４時～１５時３０分

ところ　エイブル２階音楽スタジオ

相談医　長崎神経医療センター

　　　　後藤公文　先生（神経内科医師）

その他　相談希望者は３月７日（金）

　　　　までに杵藤保健福祉事務所

　　　　に連絡ください。

問合先　杵藤保健福祉事務所

　　　　緯０９５４（２２）２１０５

母子・父子・寡婦
家庭相談のご案内

難病医療相談
のご案内

　市では、下記の各種がん検診の申込書を、３月中に対象者の家庭にお配り

します。内容をよく読んで、必要事項を記入の上、所定の場所（申込書に記

載）に提出してください。

提出期間　配布日～４月３０日（水）

問合先　保健センター予防係　緯（６３）３３７３

平成２０年度の各種がん検診の
申し込みについて

対象者検診名
４０歳以上の男女胃がん検診
４０～６４歳の男女肺がん検診
４０歳以上の男女大腸がん検診
２０歳以上の偶数年齢の女性子宮がん検診
４０歳以上の偶数年齢の女性乳がん検診
５０～６４歳の男性前立腺がん検診
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保健センター予防係

緯（６３）３３７３

～花粉症対策～
花粉のつきにくい木綿や化繊の上着を着用し、

メガネ・マスク・帽子で花粉をシャットアウトしよう

怯　乳幼児の健康診査

３月　健康ひろば

怯　子育て支援

怯　乳幼児の予防接種（時間厳守をお願いします）

※１：１４日（金）は、講師をお招きし、『今どきの性 親はどうする？』について皆さんの意見を出し合いながら学びます。
※２：２５日（火）は、先生の指導のもと美味しいお菓子を作ります。その後はパーティで盛り上がりましょう♪（材料費１００円）
　　　会場は、エイブル２階和室・調理実習室です。

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５・１２・１９・２６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５・１９日（水）赤ちゃん相談
妊婦１３：００～１３：１５赤ちゃんのお風呂他６日（木）マタニティスクール

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
私と子どもの生と性１４日（金）※１

よちよち・のびのび
合同サークル

１９年度楽しい閉じ会♪２５日（火）※２

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

２６日
（水）

平成１９年
１１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

２７日
（木）

平成１８年
　９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

１３日
（木）

平成１６年
　８月生まれ

３歳７ヵ月児

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

１８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
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やよい

（３月分）
１・８・１５・２２・２９日（土）
２・９・１６・２３・３０日（日）
２０日（祝）

市役所
保健センター

３・１０・１７・２４・３１日（月）
２０日（祝）、２７日（木）

市民図書館
※平日は１９時まで開館

３・１０・１７・２４・３１日（月）、
２１日（金）

生涯学習交流館
（エイブル生涯学習課）

４・１１・１８・２５日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

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/

この広報紙は再生紙を使用しています

　１日（土）　鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
　２日（日）　岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
　８日（土）　植松建設　　　　　　緯（６２）３５２６
　９日（日）　兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
１５日（土）　大隈設備工業　　　　緯（６２）１３０２
１６日（日）　松本設備工業　　　　緯（６３）１８４１
２０日（祝）　兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
２２日（土）　吉牟田水道工事店　　緯（６３）４４９７
２３日（日）　鹿島設備工業所　　　緯（６３）３２２８
２９日（土）　山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
３０日（日）　池田設備左官工務店　緯（６２）１７３２

２日（日）　北鹿島ふれあいまつり
北鹿島小　９時３０分～

２日（日）　消防団春季訓練　市内６ヵ所
２日（日）　鹿島市みんなの集い
　　　　　　　　　　　　　　市民会館　１０時～
９日（日）　発酵まつり　矢野酒造場ほか　１０時～
１４日（金）　市内中学校卒業式
１６日（日）　佐賀県消防大会　　市民会館　１０時～
１９日（水）　市内小学校卒業式
２２日（土）　『海の森　植樹祭』　　　（詳細は３ページ）
２４日（月）　市内小中学校修了式
２５日（火）　桜まつり少年相撲大会　
２６日（水）～４月６日（日）　旭ヶ岡公園桜まつり

　　　　　　　　　　　（詳細は２ページ）
２９日（土）　民謡ロックｉｎ酒蔵

呉竹酒造東蔵　１９時～　　
３０日（日）　肥前浜宿　花と酒（咲け）まつり

（詳細は３ページ）

無料法律相談　市民会館２階和室

　６日（木）　受付１３時～　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始

　２１日（金）　受付９時３０分～（先着６人）　１０時開始

成人健康相談　保健センター

　５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

　１８日（火）　１０時～１２時

消費生活苦情相談　市民会館１階サロン

　７・１４・２１・２８日（金）、１０・２４日（月）

　　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

　４・１８日（火）　９時～１２時、１３時～１５時

障害児地域療育支援巡回相談（肢体訓練）　福祉会館２階

　１３・２７日（木）　１０時～１６時

地域療育支援事業（言葉の相談）　市役所１階和室

　２７日（木）　１３時～

厚生年金・国民年金相談　市民会館１階サロン（予約優先）

　４・１８日（火）　１０時～１２時、１３時～１５時

行政・人権・心配ごと相談　老人福祉センター相談室

　５・１２・１９・２６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

　『広報かしま』では『いきいきトーク』や『なかま』

に出てくださる皆さんを募集しています。

　『ご近所のすごい人』や『サークル・クラブの活動』

の紹介などにぜひご活用ください。

　カメラ片手にお伺いしますので、お気軽にご連絡く

ださい。

問合先　企画課情報統計係　緯（６３）２１０１

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

いては、広告の募集並びに作成を担当していただく

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


