
　１１月１２日、皇居前で天皇陛下御即位２０年をお祝いする

国民祭典が行われ、出演依頼を受けた母ヶ浦面浮立保存

会の皆さん（総勢４２人）が、九州唯一の出演団体として

祝賀パレードに参加しました。

　県指定重要無形民俗文化財『母ヶ浦の面浮立』の堂々

とした踊りに、つめかけた大勢の観客から大きな拍手と

声援を受けました。

写真

皇居前で『母ヶ浦の面浮立』を披露

平成２１年１０月３１日現在

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

No.9９No.9９２２

一、花と緑を愛し、伝統をいかして美しいまちにしましょう。

一、知識と教養を深め、清新な文化のまちにしましょう。

一、感謝と思いやりの心で、うるおいのあるまちにしましょう。

一、明るく元気に働き、活力のあるまちにしましょう。

一、秩序やきまりを守り、安全で快適なまちにしましょう。
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鹿　島　市　民　憲　章
（昭和５４年４月１日制定）

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯２＋人１１－世帯１０,５５３人３１,７５４

世帯３－人　１＋世帯　５,１２８人１４,２６７鹿　　島

世帯０人４－世帯　１,１６７人  ３,９３０能　古　見

世帯１－人４－世帯　　　９９０人  ３,２３６古　　枝

世帯０人６－世帯　１,０５６人  ３,２７１浜

世帯２＋人２＋世帯　１,２２４人  ３,７４７北　鹿　島

世帯４＋人０世帯　　　９８８人  ３,３０３七　　浦

人　１＋人１４,９２１男

人１２－人１６,８３３女
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　１１月４日、地方自治や社会福祉、教育

文化体育、産業振興、保健衛生、治安維持

等の各分野で、市政に功労のあった方や

市民の模範となる善行を行った方に対す

る鹿島市表彰式が市庁舎大会議室で行わ

れ、７人が表彰されました。

　今年度表彰された皆さんは次のとおり

です。

－　市政功労者を表彰　－

鹿島市表彰

自治功労
寺山　富子さん（西牟田）

平成３年４月３０日から平成１９年

３月３０日までの４期１６年間にわ

たり、鹿島市議会議員として地

方自治の発展と住民福祉の向上

に貢献。

教育文化、体育功労
石橋　ツルヨさん（馬渡）

平成元年から現在までの２１年間

にわたり、鹿島市文化連盟理事

として、詩吟の普及・振興に貢

献。

産業振興功労 小笠原　幸雄さん（小舟津）

昭和６３年５月から平成２１年３月

までの２１年間にわたり、狩猟道

徳の向上、野生鳥獣の保護等を

図り、狩猟の健全な発達と生活

環境の改善に貢献。

治安維持功労 石橋　幸治さん（西塩屋）

昭和４９年４月から平成１８年４月

まで３１年間にわたり、鹿島市消

防団に在職し、消火活動および

水防活動に従事するなど、市民

の生命と財産の保全に貢献。

自治功労 中島　清さん（庄金）

平成５年から平成２１年までの１６

年間、庄金区嘱託員として、うち

平成１２年から平成２０年までの７

年７ヵ月間は鹿島市区長会長と

して、市行政の円滑な実施に貢献。

教育文化、体育功労
守田　将弘さん（城内）

第６４回国民体育大会

レスリング競技　少年男子

グレコローマンスタイル

５０kg級　優勝

保健衛生功労 大間　賢一さん（高津原）

平成３年から現在まで１８年間に

わたり、能古見小学校の薬剤師

として児童の健康指導と学校保

健の向上に貢献。
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　１０月２３日、市の教育に関する分野

に功績のあった方に対する市教育委員会

表彰式が、エイブル３階研修室で行われ、

７人が表彰されました。

　今年度表彰された皆さんは次のとおり

です。

－　市の教育に関する貢献をたたえて　－

市教育委員会

表　　 彰

文化の振興発展 森　精子さん（城内）

華道の指導者として鹿島市の芸

術の振興及び文化の向上に貢献

文化の振興発展 熊本　義泰さん（野畠）

陶芸創作活動や美術活動を通じ、

鹿島市の芸術の振興及び文化の

向上に貢献

スポーツ競技力向上
守田　将弘さん（城内）

第６４回国民体育大会

レスリング競技　少年男子

グレコローマンスタイル

５０kg級　優勝

感　謝　状 中村　百次郎さん（西牟田）

第６４回国民体育大会

レスリング競技　少年男子

フリースタイル

６０kg級　ベスト８

教育の振興 西　香津美さん（大木庭）

鹿島市教育委員会委員として鹿

島市の教育の振興発展に貢献

学校保健の振興 中村　秀三さん（執行分）

学校医として児童生徒の健康増

進及び地域の医療に貢献

感　謝　状 岡本　祥八さん（城内）

第６４回国民体育大会

レスリング競技　少年男子

フリースタイル

５５kg級　ベスト８
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潤今回のワクチンは、量に限りがあるため妊婦や乳幼児、日頃か
　ら治療中の方などが重症化を防ぐことを目的に行われるもの

　です。

潤ワクチン接種により、腫れ・痛み・発熱（まれに重いアレルギー）
　などの副反応が起こる場合があります。

潤個人でできる感染防止対策（手洗い・うがいやせきエチケット
　等）を心がけましょう。

恭県内での優先接種者のワクチン接種スケジュール
　新型インフルエンザワクチンは順次供給されるため、より必要性の高い人から接種が始まります。

恭ワクチン接種までの流れ

　優先接種の対象者に該当す

る方は、スケジュール表で接

種時期を確認してください。

①接種時期と　　　　　　

接種できる医療機関の確認

接種できる医療機関

　佐賀県内は、内科・小児科・

産婦人科などの医療機関で接

種することができます。

　市内の名簿は次のページを

ご覧ください。市外について

は、かかりつけの医療機関や

発熱コールセンター、保健セ

ンターにお問合せください。

　接種する医療機関に予約を

入れてください。

②医療機関に予約

　基礎疾患を有する人で、か

かりつけの医療機関以外で接

種される場合は、かかりつけ

の医療機関で『優先接種対象

者証明書』を発行してもらう

必要があります。

　予約した医療機関でワクチ

ンを接種します。

③医療機関で接種

　接種時には、優先接種の対

象者であることを確認できる

書類（母子健康手帳、保険証

等）を医療機関の窓口に提示

してください。

覚 覚

潤「基礎疾患を有する人」とは、慢性呼吸器疾患・慢性心疾患・慢性腎疾患・慢性肝疾患・神経疾患・神経筋疾患・
　血液疾患・糖尿病・疾患や治療に伴う免疫抑制状態、小児科領域の慢性疾患で入院中または通院中の人を指します

　が、詳しくはかかりつけ医にご相談ください。

接
種
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

３月２月１月１２月１１月

新型インフルエンザに関する問合先
　発熱コールセンター　緯０１２０（８２）１０２５
　鹿島市保健センター　緯（６３）３３７３

新型インフルエンザ
ワクチン接種が
　　　始まりました

その他の優先接種対象者のスケジュールは、開始時期が決まり次第お知らせします。

潤１歳未満児等の保護者　潤小学４～６年生　潤中学生・高校生・高齢者（６５歳以上）

　基礎疾患を有する人

１１月１６日～

　１歳～小学３年生までの人

１１月１６日～

　妊　婦

１１月１６日～

基礎疾患を有する人
（１歳～小学校３年生）

１１月２日～

潤１１月２０日時点の新型インフルエンザ関連の方針・情報をもとにお知らせします。スケジュールなど変更になる場合があります。
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～医療機関の受診についてのお願い～
　感染者の増加と共に、休日・夜間の時間外診療が急増しています。診療体制を維持するため、活気や食欲があ

るなど軽症の方はできるだけ平日の診療時間内に受診していただきますようお願いします。

　ただし、小児や持病のある方などは、重症化する可能性があり注意が必要です。重症化の初期症状である「け

いれん」「意識障害」「意識不明の言動」「呼吸困難」等が見られた場合は、すぐに医療機関を受診しましょう。

恭ワクチン接種の費用について
　潤ワクチンの接種費用は、個人負担となります。

　潤高校生以下を除き、接種回数は原則１回です。

　潤接種費用岳１回目･･･３,６００円　２回目･･･２,５５０円（１回目と異なる医療機関の場合は、３,６００円）

恭接種費用の負担軽減（無料）について
　鹿島市では優先接種対象者のうち、生活保護世帯の人及び市民税非課税世帯の人については

費用負担の軽減（全額免除）を実施します。

【必要な手続き】

①鹿島市保健センター窓口で説明を受け、非課税世帯証明書発行の申請書を記入します。

②市民課窓口に申請書を提出し、非課税世帯証明書を発行してもらいます。（無料）

③接種を受ける医療機関に非課税世帯証明書（生活保護世帯は生活保護証明書）を提示し接種します。（無料）

潤接種費用の負担軽減対象者で、すでに新型インフルエンザの予防接種を自費で行った人は、申請により

　接種費用の減免を受けることができます。

　新型インフルエンザ予防接種の領収書および済証と印鑑を持って保健センターにお越しください。

かかりつけ
以外の方※通　院　者電話番号所　在　地医療機関名№

○○（６３）３９１４大字高津原５６４番地１稲富小児科医院１

○○（６３）２５３８大字高津原６０２番地３犬塚病院２

○○（６３）３２７５大字高津原４３０６番地祐愛会織田病院３

○○（６３）１２３６大字中村２１３４番地４天心堂志田病院４

○（６３）３０４６大字中村１４９番地１好生堂下河辺眼科医院５

○○（６９）８１６１大字山浦甲３５８番地１鈴木内科クリニック６

○○（６３）４０８０大字納富分７３３番地田中医院７

○○（６３）９２３４古枝甲８３７番地２中村医院８

○○（６３）１１１７大字高津原４３２０番地１誠晴曾納富病院９

○（６３）３３０９大字高津原４０４５番地２稗田産婦人科クリニック１０

○（６３）３０６３大字高津原３５２３番地１別府整形外科１１

○○（６３）３４６６大字納富分２９３８番地光武産婦人科１２

○○（６２）３７７６浜町１２２３番地１峰松医院１３

○（６３）１１５８大字高津原３６０８番地村山小児科医院１４

○○（６３）５２８１浜町１２８０番地１芳山堂薬師寺医院１５

○○（６２）３２０３大字中村２１９５番地２医療法人祐仁会吉田病院１６

○○（６９）０２２２大字納富分甲４１番地１わしざき耳鼻咽喉科１７

恭優先接種対象者/新型インフルエンザワクチン接種可能医療機関名簿（鹿島市）

※かかりつけ以外で接種を希望される場合、ワクチンの供給量等により、予約や受付ができない場合があります。
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　かしま市民立楽修大学の募集中講座です。

　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　５００円／１講座１回（材料費別）

問合先　かしま市民立楽修大学緯（６３）２１３８

エイブル倶楽部講座のお知らせ

講　師　迎　りつ子　さん

と　き　１２月１１日（金）

　　　　１０時～１３時

ところ　エイブル２階　調理実習室

男の料理教室 【定員１５人】

講　師　大城　サカエ　さん

と　き　１２月１・８・１５日（火）

　　　　１９時３０分～２１時

ところ　エイブル３階　研修室A

みんなの英語 【定員１５人】

潤かしま市民立楽修大学入学要項

　市内外問わず、老若男女どなたでも

入学できます！

年　会　費1,000円／年

　　　　（高校生以下500円）

入学特典「えいぶる事業」でチケット

　　　　代金の割引、先行予約が受け

　　　　られます。

問　合　先　かしま市民立楽修大学

　　　　　緯（６３）２１３８

どなたでも参加できます【定員１５人】

講　師　小柳　文昭さん

と　き　１２月１９日（土）・２０日（日）の

　　　　どちらか　１０時～１３時

ところ　エイブル２階　調理実習室

受講料　一　般　　１０００円

　　　　楽修大学生　５００円

材料費　１０００円

どなたでも参加できます　好きなコースを選べます

と　き　１２月１２日（土）古社寺めぐり

　　　　１月１６日（土）城めぐり

　　　　１月２３日（土）古民家めぐり

　　　　　全コース　１３時～１７時

　　　　　※バスで現地を見学予定

受講料　一　般　　　各５００円

　　　　楽修大学生　すべて無料

１月開講予定

潤キムチ漬け教室

潤シャンソン教室

恭としょかんのクリスマス会

　今年も『いちごじゃむ』による人形

劇をします。今回はどんなお話かな？

　サンタさんもプレゼントを持って

やってくるよ☆　みんな集まれ～！

と　き　１２月２３日（祝）　１４時～１５時

ところ　エイブル１階いきいきルーム

内　容　人形劇団『いちごじゃむ』に

　　　　よる人形劇

参加費　無料（申込不要）

恭年末特大おはなし会

　今年最後のおはなし会！

　年越しとお正月をテーマに、特別お

はなし会をします。

　楽しい工作やカルタもするよ。

　図書館で年末を楽しみましょう♪

　みんなの参加をおまちしています☆

と　き　１２月２６日（土）　１４時～１６時

ところ　エイブル１階いきいきルーム

参加費　無料（申込不要）

　　クリスマス会と

　　年末特大おはなし会を開催　　
市民図書館

　新型インフルエンザ感染拡大の状況に応じて、やむを得ず上記イベントを中

止する場合があります。その際は、図書館内の掲示および図書館ホームページ

でお知らせします。ご了承ください。　http://www.library.city.kashima.saga.jp/

問合先　鹿島市民図書館　緯（６３）４３４３

に行ってみよう

公　開
講　座

手打ちそば
～年越しそばを自分で～ 

公　開
講　座

ふるさと探訪
～城・寺・古民家（３コース）～

　生涯学習課文化係との共催で、発掘調査の

成果や古文書資料などから、江戸時代の常広

城と鹿島城を紹介しています。

展　示…１２月２６日（土）まで

　　　寓北鹿島小学校　　　　寓鹿島城の絵図

　　（旧常広城）の校門　　　　　（明治初期）

問合先　かしま市民立楽修大学　緯（６３）２１３８

床の間
コーナー 『常広城と鹿島城　調査成果展』を開催中かしま市民

立楽修大学
第８回エイブル祭り

出場者・出展者大募集！

　日頃の学習成果の発表の場として、エイブルホールや１階ロビー、

２階・３階の一部を無料開放します。

　また、フリーマーケットも開催します。

　出演、出品・出店希望者は、どしどしお申込みください。

期　　間　平成２２年３月６日（土）～３月１４日（日）

　　　　　※フリーマーケットは３月１３日（土）

申込方法　エイブル、６地区公民館に備え付けの申込用紙に

　　　　　必要事項を記入し、申込先に提出してください。

申込締切　１２月１１日（金）

申込・問合先　かしま市民立楽修大学　緯（６３）２１３８
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　県内の自治体などで差し押さえ

た財産を一堂に集め、合同公売会

を行います。ぜひご来場ください。

と　　き　１２月１２日（土）１０時開場

と　こ　ろ　鹿島市林業体育館

公売方法　入札で行います

必要なもの　購入代金

出品点数　３００点（予定）

問　合　先　税務課納税相談係

　　　　　緯（６３）２１１８

市税滞
納ゼロ

を目指
して

差押財産を公売します
－市税の滞納者から差し押さえた家財道具や電化製品などを公売します－

短期間施設に入所して
　　　　利用できるサービス
　介護保険で利用できるサービスには、自宅などの生活の場で利用できる在宅サービスと、

それ以外の在宅でのサービス、施設へ入所して利用する施設サービスなどがあります。

　利用する人の心身の状況などに合ったサービスを選んで活用しましょう。

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

　　　　市保険健康課長寿社会係　緯（６３）２１２０

要支援　１～２の人

■自己負担(１割）のめやす（１日）
潤介護予防短期入所生活介護
　　介護老人福祉施設（併設型・多床室）の場合
　　　　　　５１４円　　～　　６３３円
　　　　　（要支援１）      　 （要支援２）
潤介護予防短期入所療養介護
　　介護老人保健施設（多床室）の場合
　　　　　　６３１円　　～　　７８５円
　　　　　（要支援１）      　 （要支援２）

要介護　１～５の人

■自己負担(１割）の めやす（１日）
潤短期入所生活介護
　　介護老人福祉施設（併設型・多床室）の場合
　　　　　７０３円　　～　　９８５円
　　　　（要介護１）　　　（要介護５）
潤短期入所療養介護
　　介護老人保健施設（多床室）の場合
　　　　　８４５円　　～　　　１,０５４円
　　　　（要介護１）　　　（要介護５）
潤特定短期入所療養介護（４時間以上６時間未満）
　　難病やがん末期の要介護者が利用した場合
　　　　　　　　　　　　　９００円

※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。

※サービスを利用した場合は、食費・居住費などが別途必要となります。

※連続した利用が３０日を超えた場合、３１日目は全額自己負担となります。

ショートステイ
（短期入所生活介護・短期入所療養介護）

　－利用日数に注意しましょう－
　ショートステイの連続利用日数は３０日までです。

　利用日数が多いとそのほかのサービス利用にも影響する場合がありますので注意しましょう。

　潤介護する家族が体調を崩して一時的に介護が困難

　潤介護者が冠婚葬祭や仕事などで一時的に留守となる

　潤本人の体調の変化で家での介護が困難

　潤利用者本人や介護する家族の気分転換やリフレッシュ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　などのときに

福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支

援や機能訓練などが受けられます。

【主なサービス内容】

・食事、入浴、排せつの介助

・看護師などによる機能訓練

・理学療法士などによる機能訓練

・医師による診療（短期入所療養介護の場合） 　など
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　私の将来の夢は、とても優しい保

育士になって、たくさんの子供達と

ふれあう事です。

　私が、保育士になりたいと思った

理由は三つあります。

　一つ目は、人の面倒をみたり、人

のお世話をしたりする事がとても好

きだからです。

　二つ目は、生き生きとしていて、

活動的な子供達といっしょにいると、

勇気がもらえてとても元気になれる

からです。

　三つ目は、小さな子供達がすくす

くと健やかに育っていく姿を見るの

が楽しみだからです。私が保育園の

年長だった頃の先生は、私がボール

をついていて、百回以上続けて出来

た時にとてもほめて下さいました。

その時、私は大変うれしかったです。

だから、私もこんな先生になって子

供達に喜んでもらいたいです。

　私の理想の先生は、子供達が困っ

ていたら親切に助けてあげたり、良

い事をした子には、しっかりほめて

あげたりするとても優しい先生です。

　でも、悪い事をした子には、もう

二度と同じ事を繰り返して、みんな

に迷惑をかけないように注意が出来

る良い先生です。

　そのためにも、今から出来る事を

始めてみようと思います。

　その一つは、だれにでも親切に出

来るように、友達に優しくする事を

心がける事です。それで、子供達に

喜んでもらえるような先生になりた

いと思います。

　もう一つは、私もしっかり規則を

守るという事です。私がちゃんとし

ていないと、子供達も守ってくれな

いと思うからです。そして、子供達

に安全で楽しい生活をしてもらいた

いと思います。

　私が保育士になって、お父さんや

お母さん達が安心して子供を預けら

れるような保育園や幼稚園にしてい

けたらいいと思います。

　この二つの事を大切にしながら、

とても優しい保育士になれるように、

がんばって夢をかなえたいと思いま

す。

『優しい保育士に』
　

　　　　能古見小学校６年

　　　　松尾　洋恵

　「悲しい絵がいっぱいある～。」

　私は、初めて見る光景に目をおお

いたくなるような気持ちになりまし

た。

　なぜならそこにはおそろしい戦争

の絵や写真がたくさん展示してあっ

たのです。

　そんなおそろしい戦争の絵や写真

を見たのは、５月に平和学習として

行った長崎の原爆資料館でのことで

した。絵には全身にケガややけどを

負った人たちや、必死に助けを求め

ている人たちの様子が描かれていま

した。胸が痛くなるようなとても悲

しい絵で、描かれた人たちのさけび

声が聞こえてくるようでした。

　その絵を見ながら、私は、「戦争の

悲さんさを伝える絵も必要だけど、

それと同時に絵で平和の大切さを伝

えることも大切ではないだろうか。」

と考えました。

　そして私は「平和の大切さを絵に

描くイラストレーター」になりたい

と思うようになりました。イラスト

だったら、幼い子どもでも、絵を通

して平和の大切さについて感じたり

学んだりすることができます。また、

何よりイラストは、いつも私たちの

生活の身近にあるものなので、いつ

でも平和について考えることができ

ます。

　私は、イラストレーターになった

ら、してみたいことが二つあります。

　一つは、私が描いたいろいろな絵

を作品として、世界中の人々に見て

もらいたいということです。私の絵

がたくさんの人に見てもらえるのは、

うれしいことだし、世界中に平和に

ついて考えてくれる人がたくさんい

るということになります。

　二つ目は、「絵の力」で人の心を動

かして、世界を仲良くさせることで

す。絵には、不思議な力があって、

私も絵に心を動かされたことがあり

ます。絵でたくさんの人たちの心が

一つになり、みんなが平和な世の中

をつくりあげようという気持ちに

なってくれたら、とてもうれしいと

思います。

　あの長崎で見た絵は、戦争のおそ

ろしさ、平和の大切さを教えてくれ

ただけでなく、私に「イラストレー

ターになりたい」という夢を与えて

くれました。

　平和な未来になることを願いなが

ら、自分の夢がかなうように一日一

日を大切にしながら努力を続けてい

きたいと思います。

『イラストレーターへの夢』
　

　　　　鹿島小学校６年

　　　　前田　みなみ

　１１月１日に開催した『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。

ぼぼくくのの夢夢
わたしの夢を　　わたしの夢を発発表表

ぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくのののののののののののののののののののののの夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢
わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたしししししししししししししししししししししののののののののののののののののののののの夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢ををををををををををををををををををををを　　わたしの夢を発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表

寓能小５年１組の将来の夢
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敬称略・順不同で今月は４人を紹介します。　余白部には、当日展示された壁新聞を掲載しています。

問合先　市青少年育成市民会議事務局（生涯学習課内）　緯（６３）２１２５

　「剣道」は、僕が大好きなスポーツ

です。剣道に出会ったのは、ぼくが

保育園の年長の頃でした。初めは何

も分からずやっていた剣道でしたが、

だんだん楽しくなりました。

　小学校１年生になると、浜小の

「臥龍館」という剣道部に入部しま

した。ぼくが入部した時は部員が多

かったのですが、上級生が卒部して

いき部員が減っていきました。

　そして、とうとうぼくが３年生の

時に七浦小の剣道部と合併して「臥

龍徳心館」になりました。

　ぼくは６年生になって「臥龍徳心

館」の主将になりました。初めは「主

将」ができるのかとても不安でした。

でもみんながぼくについてきてくれ、

先生方やお父さんお母さんに支えら

れ、励まされながらがんばっていま

す。

　ぼくは、チームの中で「大将」を

しています。「大将」とは団体戦５人

の中で最後に戦う人で、大事な場面

がたくさんあります。例えば、先鋒

から副将までが引き分けでくると、

大将の勝ち負けでチームの勝敗が決

まります。「大将」はプレッシャーを

感じることがたくさんあります。で

も「あきらめずに攻めていく」こと

をいつも心に思いながら戦っていま

す。

　今年の７月２９日には、全日本選

抜少年剣道大会の個人戦に出場する

ことができました。また、８月３０

日には「大麻旗」という全国レベル

の大会で団体戦３位になることがで

きました。ぼくも優秀選手賞をもら

いました。とても嬉しかったです。

剣道をがんばっていてよかったと思

いました。

　先生方は仕事の後、夕方6時半か

ら剣道を教えに来てくださいます。

お父さんお母さんも送迎や試合の応

援に来てくれます。ぼく達が剣道を

できるのは、多くの方々の支えによ

るものだと感謝しています。だから

きつい練習でつらい時もあるけど、

もっともっと練習して強くなり、大

きな大会で優勝したいです。

　ぼくは大人になったら、仕事が終

わってから剣道を教えに「臥龍徳心

館」に行きたいと思います。そして

一人でも多くの子どもたちに剣道を

好きになってもらいたいです。

　ぼくは剣道で学んだ「あきらめな

い心」で何事にもがんばっていきた

いと思います。

『ぼくと剣道』
　

　　　　浜小学校６年

　　　　中村　大輔

　私が本と出会って１０年以上、小

さいころから母は私にたくさんの本

を読んで聞かせてくれたそうです。

　そのおかげで、私は今も本が大好

きです。そして、今年は念願の図書

委員会の委員長という新しい責任を

持って小学校最後の１年を過ごして

います。

　今年の夏、私と同じような”本が

大好き！”という人が全国から集ま

る「わくわく読書キャンプ」に参加

しました。そこでは、ワークショッ

プなどで、地域の方々に読書の楽し

さを広めようという発表をしました。

読書をすれば、文章を読み取ること

が得意になったり、本の中の登場人

物になりきっていろんな出来事を体

験することができたりします。そう

いう読書の良さをみんなに伝えてい

くことの大切さを感じることができ

るキャンプでした。

　さて、古枝小学校では、私たち図

書委員会や先生方で少しでも多くの

人に図書室に足を運んでもらおうと

考えています。そこで、おすすめの

本３０冊を読んでしまう読書マラ

ソンや、一人一人の一年間の目標冊

数を自分で決めてそれに向けて本を

借りていく、という二つの取り組み

をしています。そのおかげで、今で

は毎日１００冊以上の本が図書室

を出入りすることになりました。

　これからも「わくわく子ども読書

キャンプ」でのことを生かして、読

書の楽しさを全校のみんなに知って

もらえるように努力したいと思いま

す。そして、私自身ももっと本を読

み、本の登場人物たちと触れ合いな

がら自分の世界を広げていきたいと

考えています。

　みなさんもこの読書の秋に本に触

れてみてはどうでしょうか。
『みんなに広げよう読書の輪』
　

　　　　古枝小学校６年

　　　　田代　香苗

寓古枝小新聞クラブ
『古枝ジャーナル』
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市道新町・世間線　車両全面通行止めのお知らせ

　市道新町・世間線道路改良工事、中牟田第１雨水準幹

線水路築造工事および犬王袋踏切拡幅工事のため、左図

の赤い区間が１２月中旬から平成２２年６月末まで終日全面

通行止めになる予定です。

　期間中市民の皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、

ご協力をお願いします。

問合先　まちなみ建設課　緯（６３）３４１５

　　　　環境下水道課　　緯（６３）３４１６

みんなで徹底しよう!『選挙の 三 ない運動』
さん

　政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職に

ある者）が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法律

で禁止されています。違反すると、処罰されます。

　また、有権者が寄附を求める事も禁止されています。

【禁止されている寄附の例】

　噛お歳暮やお中元、お年賀

　噛入学祝、卒業祝、病気見舞い

　噛お祭りへの寄附や差入

　噛地域の運動会等への飲食物の差入

　噛秘書等が代理で出席する場合の結婚祝、葬式の香典

　噛町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物

　　の差入

※政治家は、選挙区内にある者に対し（答礼のための自

筆によるものを除く）、年賀状や暑中見舞い等のあいさ

つ状（電報も含む）を出すことは禁止されています。

問合先　選挙管理委員会　緯（６３）３４１８

 -選挙の三ない運動-
 贈らない！

　 求めない！

　 　受け取らない！

　私たちは、誰もが幸せに暮らし

たい、人間らしく生きたいと願っ

ています。家族や友人など周りの

人たちの幸せも願っています。

　しかし、現実の世の中には、さま

ざまな偏見や不合理な理由によっ

て、人権が侵され、差別されている

事実が数多く見られます。

　県の人権教育・啓発基本方針で

は、同和問題をはじめ女性、子ども、

高齢者、障害者、外国人、ＨＩＶ感

染者・ハンセン病元患者等を大切

な課題として掲げています。

　この様な差別は、学校・家庭・職

場・地域社会など身近な生活の中

で具体的に見ることができます。

　例えば、住んでいるところで人

を差別したり、職業や学歴などに

よって人の値打ちを決めたり、男

女の違いによって不公平な扱いを

したりしています。これは人を差

別し人権を侵し、他人の幸せを踏

みにじる許せない行為です。

　ところで、人権教育・啓発は、人

間の生き方にかかわる問題である

だけに、学校教育だけではなく、家

庭や職場、地域社会の中でも取り

組まなければなりません。例えば、

家庭では「差別を見逃さない、許さ

ない」という親自身の態度と子ど

もへの指導が大切です。口先でや

かましく言うのではなく、親自身

が「人間らしく生きること」を身を

もって示し、行動する姿勢を大切

にしたいものです。

　1948年12月10日、国連は「世

界人権宣言」を採択し、その日を

「世界人権デー」、4日から10日ま

でを『人権週間』と定め、人権意識

の高揚を呼びかけています。

　毎日の生活の中で一人ひとりの

人権が大切にされているのか、改

めて考えてみたいものです。

人権週間（１２月４日～１０日）にあたって

　～大切にされていますか

　　　一人ひとりの人権～　

噛ご意見等をお寄せください

　同和対策課　緯（６３）２１２６
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申告の準備をお願いします

　平成２１年分の所得税と平成２２年度の市県民税の鹿島

市での申告相談を平成２２年２月中旬から３月中旬まで

予定しています。

　詳細の日程は平成２２年２月号でお知らせします。　　

　この申告に必要な書類(社会保険料控除用)として、

対象者(世帯)には次の証明書が配布されますので、申

告の時期まで大切に保管してください。

申告相談の問合先　税務課課税係　緯(６３)２１１８

国民年金保険料
控除証明書

武雄社会保険事務所

緯０９５４(２３)０１２１
１１月上旬に
郵送済※１

問

　会社や農業・漁業・商工業を営む人が、その事

業のために使用している機械・器具・備品など

を『償却資産』といいます。具体的には、田植

え機、施設園芸ハウス、漁船、事業用パソコン、

加工機械、製造機械などです。この償却資産は

固定資産税の課税対象になりますので、市に申

告していただく必要があります。

　税務課から送付する申告書に、平成２２年１月

１日現在で所有する資産（耐用年数を過ぎて使

用している資産も含む）の名称や金額等をご記

入の上、２月１日までに申告していただきます

ようお願いします。

　詳しい内容についてはお問合せください。

問合先　税務課課税係　緯（６３）２１１８

償却資産の申告もお忘れなく！

　地区振興会各部門から、それぞれ盛

りだくさんの催しものがいっぱい！

　昨年からは古枝小全学年の学習発表

会も行われています。豚汁、おにぎり

のふるまいあり。ぜひどうぞ！

と　き　１２月６日(日)８時１５分～１６時

ところ　古枝公民館、林業体育館

　　　　祐徳グラウンド

問合先　古枝公民館

　　　　緯(６２)２７４９

古枝ふれあいまつりを開催

後期高齢者医療保険料
納付証明書

保険健康課国保係

緯(６３)２１２０
平成２２年
１月下旬

問

国民健康保険税
納税証明書

税務課課税係

緯(６３)２１１８
平成２２年
１月下旬

問
注意事項

隅納期限（１２月２５日）までに市内金融機関（ゆうちょ

　銀行を除く）で納付された分は、平成２１年中の納付

　済額となります。

隅１２月中旬以降にコンビニエンスストアで納付され

　た分については、市への収納が１月になるため、平

　成２２年分に反映されます。(２１年分とはなりません。)

※1　平成２１年１０月以降に今年初めて国民年金保険

　　　料を納付された方には、平成２２年２月上旬に

　　　郵送されます。

固定資産税の賦課期日前に届け出をお願いします

　固定資産税は、その年の１月１日現在所有している

固定資産に課税されます。

　税務課では、現地調査等を行い適正な課税に努めて

いますが、届け出をされていない場合に翌年度以降も

そのまま課税されることがありますので、確実に届け

出をされるようお願いします。

　届出用紙は税務課にあります。

届出・問合先　税務課課税係　緯(６３)２１１８

　所有していた建物の全部

または一部を取り壊したと

きは、届け出てください。

建物を取り壊した場合

　登記していない建物（未
登記家屋）を売買または贈
与した場合や所有者が亡く
なって相続した場合は、税
務課への届け出が必要にな
ります。

登記していない建物
(未登記家屋)の

所有者が変わった場合
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緊急雇用創出基金事業による

市役所日日雇用職員を募集します
潤申込方法　

　就業を希望する人は総務課または市のホームページ

内『各種案内・募集』で配布する専用の『申込書』を総務課

職員係（市役所３階　緯（６３）２１１３）に提出してい

ただくか、鹿島公共職業安定所（ハローワーク電話緯

（６２）４１６８）に申し込んでください。

※業務についての詳細は、市のホームページをご覧い

ただくか、右の各問合先またはハローワークにお問い

合せください。

潤市のHPアドレス　http://www.city.kashima.saga.jp/

潤募集内容

ご利用ください『修学資金』

　福祉事務所と社会福祉協議会では、来春、高校や大学などに進学される人で、学費の支払いが困難な人のために

無利子の修学資金貸付申込の受付をしています。どうぞご利用ください。ただし、日本学生支援機構など他の修学

資金貸付との重複利用はできません。

貸　付　内　容

補足説明　修学資金は在学中毎月貸し付けられる資金で、就学支度資金は入学時に１回だけ貸し付けられる資金です。

　　　　　資格の欄で複数の要件がある場合は、すべての要件を満たす必要があります。

　　　　　貸付金の償還は、返済据置期間が設けられているものもありますので、詳しくはお問い合わせください。

締切申込先・問合先資格償還期間貸付額（円）学校区分貸付の種類

１２月１８日（金）

福祉事務所

　緯（６３）２１１９

煙市内に１年以上在住
煙学業成績優良な人
煙中学校３年時の予約申込のみ

１０年　12,000高校
市奨学
資金

修
学
資
金

煙母子家庭世帯

６年

　18,000以内高校（公立）

母子福祉
資金

　30,000以内高校（私立）

　45,000～60,000以内短大

１２年　45,000～64,000以内大学

３～６年　１８,000～60,000以内専門学校等

社会福祉協議会

　緯（６２）２４４７
煙低所得世帯１０年以内

　35,000以内高校
生活福祉
資金

　60,000以内高専・短大

　65,000以内大学

福祉事務所

　緯（６３）２１１９

煙母子家庭世帯
煙前年度所得税住民税非課税者

５年

　39,500以内小学校

母子福祉
資金

就
学
支
度
資
金

　46,100以内中学校

煙母子家庭世帯

　75,000以内高校（公立）

420,000以内高校（私立）

370,000～590,000以内大学・短大

　75,000～590,000以内専門学校等

社会福祉協議会

　緯（６２）２４４７
煙低所得世帯１０年以内500,000以内

高校・高専

大学・短大
生活福祉
資金

第５次総合計画策定調査事業　１人（３ヵ月未満）
　　第５次総合計画策定のためのアンケート作成や分析作業

業務に関する問合先　企画課企画係　緯（６３）２１０１

地域公共交通活性化再生総合事業　１人（３ヵ月未満）
　　地域公共交通計画策定のためのアンケート作成や分析作業

業務に関する問合先　企画課企画係　緯（６３）２１０１

　今年も祐徳稲荷神社のお火たき神事

に合わせ、市内の主要特産品を展示即

売します。－特産品の一例－

潤有明海の海産物や海苔などの加工品

潤みかんや里芋、大根などの農産物

潤漬物やお菓子

潤Ｔシャツなどのアパレル製品

　また、鹿島錦・浮立面の制作実演など

のイベントもあります。

　皆さんのご来場をお待ちしています。

と　き　１２月８日（火）９時～２３時

ところ　祐徳稲荷神社参集殿内

問合先　商工観光課緯（６３）３４１２

　第３８回鹿島市特産品まつりを開催

寓来場客でにぎわう会場
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　１０月２１日、鹿島高校の正門である県

重要文化財「鹿島城赤門」で、九州電力

武雄営業所総勢１５名の皆さんによる清

掃奉仕活動が実施されました。

　これは九州電力の『お客様ありがと

うございますキャンペーン』の一環と

して、毎年行われているものです。　

　担当者は、「赤門は文化財なので、傷

つけないように慎重に作業をするのに

気を使います。地域のお役にたてて嬉

しいです。」と話しておられました。

　高所作業車を駆使しての清掃作業や

枯れ枝の伐採などありがとうございま

した。

清掃奉仕活動ありがとうございました　－九州電力武雄営業所　様－

寓１年間のほこりを落としています

　　　　年末年始の公共施設等の休みと取り扱い業務　

　市に関係する公共施設・サービスの年末年始の休み

は次のとおりです。

潤杵藤葬祭公園　　　１月１日（祝）

潤北公園　　　　　　年中無休

潤市陸上競技場　　　１２月２８日（月）～１月３日（日）

潤市民球場（芝の養生のため）

　　　　　　　　　　１２月１日（火）～２月２８日（日）

潤蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場

　　　　　　　　　　（年末年始及び芝の養生のため）

　　　　　　　　　　１２月２８日（月）～２月２８日（日）

潤体育館　　　　　　１２月２８日（月）～１月３日（日）

潤老人福祉センター　１２月２８日（月）～１月３日（日）

潤ゴミ収集　　　　　１２月３１日（木）～１月３日（日）

潤野犬捕獲　　　　　１２月２５日（金）～１月４日（月）

潤し尿汲み取り　　　１２月２９日（火）～１月３日（日）

　し尿汲み取り日程表により、計画収集を行っています。

　市役所の業務のうち、次のものは年末年始の休みの期間

中も行っています。

恭出生届

　［持参品］出生届出書、印鑑、母子手帳

恭婚姻・離婚届

　［持参品］婚姻・離婚届出書、印鑑、身分証明書（運転免許

　　　　　証、パスポートなど）

恭死亡届

　［持参品］死亡届出書、印鑑、火葬料７,０００円（杵藤広域圏内）

恭各種証明書の予約交付（市民課、税務課関係分）

　［持参品］証明手数料、身分証明書（免許証・健康保険証など）

　　　　　印鑑証明書の時は、印鑑登録証をお持ちください。

　［予約方法］１２月２８日（月）１７時までに、市民課緯（６３）２１１７

　　　　　に本人か同一世帯の人が電話で申し込んでください。

焔届出および交付する場所　市役所守衛室

焔交付時間　８時３０分～２０時

「日本年金機構」が来年１月１日からスタート！
～社会保険庁が廃止され、新たに「日本年金機構」がスタートします。～

　国民の皆様の信頼に応え、一層のサービス向上の実現

を目指し、社会保険庁は組織・人員を一新し、「日本年

金機構」として生まれ変わります。

恭現在あるお近くの社会保険事務所は、新たに「年金事

務所」と名称が変わりますが、年金相談などの窓口とし

て引き続きご利用いただけます。

　また、「年金事務所」は、現在ある社会保険事務所の

建物をそのまま使用しますので、所在地に変更はありま

せん。

恭日本年金機構の設立に伴い、これまで社会保険庁や社

会保険事務所の名義でご案内していた各種の関係書類

は、内容により、今後は厚生労働省または日本年金機構

の名義でご案内させていただくことになりますが、国民

の皆様方に何らかの手続をしていただくことは一切ご

ざいませんので、ご安心ください。

恭日本年金機構は、社会保険庁から公的年金の運営業務

を引き継いで行うこととなりますが、公的年金制度は、

国の制度として、その財政や運営に国が引き続き責任を

持つことについては、これまでと変わりません。

問合先　武雄社会保険事務所

　　　　緯０９５４（２３）０１２１

日本年金機構

厚 生 労 働 省

公的年金の運営業務

公的年金の
財政責任・運営責任

平成２２年１月１日

社 会 保 険 庁

廃　止
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スポーツライフ・鹿島からのお知らせ ！

三社参りウォーキング・アーチェリー教室に参加してみませんか?

恭新春！三社参りウォーキング　参加者募集

　一年間の家族の健康と安全を祈願してのんびりして

歩くウォーキングを開催します。

　家族で参加してみませんか！

①と　き　１月９日（土）　※少雨決行

②集　合　市陸上競技場　中央広場　８時３０分集合

③コース　蟻尾山公園～祐徳稲荷神社～琴路神社～

　　　　　松蔭神社～蟻尾山公園

　　　　　※距離は約１２km（約３時間）

④参加費　無料（昼食は各自で用意）

⑤その他　抽選による福袋・お汁粉のサービスあり

⑥申込み　事前に電話［緯（６２）３３７９］で申し込む。

恭アーチェリー教室を定期的に開催　参加者募集！

　１１月よりアーチェリーの体験教室を開催しています。

　初心者大歓迎！

①活動日　毎月第２・４土曜日　１５時～１８時

②場　所　鹿島市民武道館　弓道場

③対　象　小学生５年生以上　１０人（先着順）

④参加費　スポーツライフ・鹿島会員は無料

　　　　　一般参加者１回につき３００円

⑤締　切　随時受け付けています。

　　　　　参加料は当日お支払いください。

申込・問合先

　スポーツライフ・鹿島事務局　緯（６２）３３７９

　　　［（財）鹿島市体育協会内］

あの人は、パートだから。あの人は、バイトだから。あの人は、臨時でだから。は、関係ありません。

一人でも雇ったら、入ろう。労働保険。
　労働者が安心して働くことができる職場にするため、

農林水産業の一部を除き、従業員をひとりでも雇用す

る事業主は、労働保険（労災保険・雇用保険）に加入する

ことが必要です。

　労働保険の加入手続については、労働基準監督署・公

共職業安定所（ハローワーク）でご相談ください。

問合先

佐賀労働局労働保険徴収室　緯０９５２（３２）７１６８

ホームページ：http://www.saga.plb.go.jp/

武雄労働基準監督署　緯０９５４（２２）２１６５

鹿島公共職業安定所　緯（６２）４１６８

労働保険とは?

　労災保険と雇用保険を総称した言葉であり、保険給付は

両保険制度で別個に行いますが、保険料の取扱いについて

は、両保険は労働保険として原則的に一体のものとして取

扱います。農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人で

も雇う事業主は、労働保険の加入手続を行い、労働保険料

を納付しなければならないことなります。

労働保険は、安定した経営と従業員の安心を支える力です。

１１月７日から １２月９日までは障害者月間です

　県内一周『ウォーク　トゥギャザー』に熱い声援を!!
　障害のある方やその支援者・理解者が集まり、障害者

の自立への願いを込めた“たすき”を、県内全市町で繋い

でいく『ウォーク　トゥギャザー』を行います。

　鹿島市は太良町から“たすき”を受け取り、市内を走り、

歩き、嬉野市へとリレーします。「障害の有無にかかわ

らず、だれもが普通に暮らせる社会」を目指して、皆さ

んの沿道からのご声援をお願いします。

と　き　１２月５日（土）

ところ　下表のとおり

問合先　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９

閣閣

１０時３５分　太良町より“たすき”が届けられます。

　　１０時４０分発　　　　　　１１時１０分着　１１時２０分発　　　１２時１５分着　１２時２０分発　　　　　　１２時４０分着

（地元の中高生が走ります）

鹿島福祉作業所 鹿島市役所 北　公　園閣閣
ケアコート

ゆうあい閣閣

（地元の中高生が走ります）（障害のある方とその支援者・
　理解者が一緒に歩きます）

１２時４５分　嬉野市へ向けて“たすき”が届けられます。

１２/５
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広げよう！太陽光発電！

新たな買取制度が １１月1日からスタート
　例えば、太陽光発電システムにより家庭で作られた電

力のうち、自宅で余った電力を、これまでの倍程度の

価格である４８円／kWhで電力会社に売ることができる

制度です１）２）。この制度により日本の太陽光発電導入量

を拡大することで、エネルギー源の多様化に加えて、温

暖化対策や経済発展にも大きく貢献できます。
１）住宅用の太陽光発電設備の発電能力が１０kW未満の場合

２）導入当初は住宅用（１０kW未満）は４８円/kWh、それ以外は２４円/kWh。

　自家発電設備等併設の場合はそれぞれ３９円/kWh、２０円/kWh

恭買取対象は余剰電力
　太陽光発電システムで作ら

れた電力のうち自家消費せず

に余った電力が買取対象とな

ります。既に設置された太陽

光発電システムも対象となり

ます。

恭買取期間は１０年間で買取価格は固定
　設置する用途や年度毎に買取価格は異なりますが、そ

れぞれ価格を１０年間固定して買取が行われることにな

ります３）。
３）発電設備等に変更がない場合

恭全員参加型
　買取費用については、電力を使用する方々全員で薄く

広くご負担いただくことになります。

　標準的な一般家庭の場合、１ヵ月あたり数十円～

１００円未満の負担です。

詳しくは買取制度ホームページをご覧ください。

　システム設置の際の強引な勧誘や制度についての

誤った説明等には十分にご注意ください。

問合先　資源エネルギー庁太陽光発電買取制度室

　　　　緯０３（３５０１）１５１１（内線４４５５～４４５８）

　　　　http://www.enecho.meti.go.jp/kaitori/

１２月３１日（木）から１月３日（日）まではごみの収集ができません

　１２月３１日（木）～１月３日（日）は杵藤クリーンセン

ターが年末年始で休みのため、すべてのごみの収集がで

きません。

　年末の大掃除などでごみが大量に出るかもしれませ

んが、ごみは絶対にステーションに出さないで各家庭

での保管をお願いします。

　皆さんのご協力をお願いします。

問合先　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６

建紙おむつの出し方について　

　①汚物は取り除いてください。

　②袋か新聞紙に包んで「もえるごみ」の袋に入れて

　　ください。

なぜ太陽光発電？

怯二酸化炭素の排出量を抑えられるので低炭素社会に貢献
　太陽光は、ほぼ無限に振り注ぐクリーンなエネルギー。

　化石燃料の利用による二酸化炭素の排出量を抑え、低

炭素社会を実現するためにも、太陽光発電をはじめとし

た再生可能エネルギーの普及が重要です。

怯エネルギー源の多様化へ貢献
　家庭への太陽光発電システムの導入により、「自宅の

電気を新エネルギーでまかなう」ことができるようにな

ります。さらに国単位での導入量を増やすことで、エネ

ルギーセキュリティーの観点からエネルギー源の多様化

に貢献できます。

怯経済効果が大きく、幅広い雇用効果が期待
　太陽光発電は、材料メーカーから販売、施工会社まで

関連産業が幅広く、経済効果の面でも注目されています。

　また、太陽電池の製造から、販売、施工に至るまで裾

野の広い雇用効果が期待されます。

№８５

－ごみを出す前にルールの確認をお願いします－

　潤袋に地区名・名前を書いていますか？

　潤ごみを出す日・時間を守っていますか？
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№４９

　今月のフレーズは『Under the Weather』です。

　この表現は少し体調が良くないときに使われます。

トゥリーサ先生

～　「伝え合う」生活科　～

浜小学校

No.１５１

校学 だ よ り

寓名人に教えてもらった 南京玉簾 
な ん き ん た ま す だ れ

（Ａ）ねぇ～今夜私とランニングに行かない?

（Ｂ）う～ん　ごめん・・・（鼻をすすって・・・）

　　ちょっと体調が良くないの・・・

　　だから家で休むわ!!

A:

B:

Hey do you want to go running with me
tonight ?

Aww, no, I'm sorry. (sniffles) I'm feeling
a little under the weather so I think I will
stay in and rest.

（Ａ）お腹すいたわ　夕食に出かけて飲まない?

（Ｂ）今？（咳をして・・・）そうしたいんだけど、

　　ちょっと体調がすぐれないの・・・

　　インフルエンザじゃないといいけど・・・

A:

B:

I'm hungry, shall we go out for dinner
and drinks ?

Right now ?
 (coughs) I'd love to but I'm a bit under
 the weather, I hope it's not the flu !

　１０月２０日（火）本校を会場校と

して、「平成２１年度佐賀県生活科授業

研究会」が開催されました。

　本校の１年生が「おもちゃのくにで

あそぼう」という単元名で保育園との

交流、２年生が「まちたんけん」とい

う単元名で地域の名人さんとの交流

を視点に授業公開を行いました。

　授業を公開するまでには、保育園の

先生方、酒蔵通りのお店の皆様、地域

の中で活躍しておられるたくさんの

方々に関わっていただきました。

　子どもたちの自主的な出会う、見る、

触れる、遊ぶ等の具体的な活動や体験

を通して、自分と身近な人々、社会及

び自然とのかかわりに関心をもち、自

分自身や自分の生活について考えさ

せるとともに、その過程において生活

上必要な習慣や技能を身に付けさせ、

自立への基礎を養うことが、生活科の

教科目標です。

　浜小学校では、自分たちの生活や地

域の出来事を身近な人々と伝え合う

活動を意識しながら授業を設定して

きました。

　保育園児や地域の方との交流を通

して、人と関わることの心地よさや親

しみを持つことができたようです。

　また、保育園を含めた地域の方の熱

い思いにも触れることができました。

　これから、子ども自身が自分の成長

への願いをもって、意欲的に生活でき

るようにさらに研究を進めていきた

いと思っています。
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～緊急人材育成支援事業のご案内～

　雇用保険（失業保険）を受給できな

い離職者の方に対して、無料の職業

訓練（３ヵ月～１年）とその間の生活

費（１０～１２万円／月）を支給すること

により再就職への挑戦をサポートす

る事業です。

　受講に関しては一定の要件が必要

となりますので、ハローワーク鹿島

の窓口でご相談ください。

申込・問合先　ハローワーク鹿島

　　　　　　　緯（６２）４１６８

 

　我が国の重要な国民的課題である

拉致問題の解決を始めとする北朝鮮

当局による人権侵害問題への対処が

国際社会を挙げて取り組むべき課題

とされる中、北朝鮮当局による人権

侵害問題について関心と認識を深め

ていくことが大切です。

問合先　鹿島警察署警備課

　　　　緯（６３）１１１１

おお知知ららせせ
雇用保険（失業保険）を
受給できない方に

１２月１０日～１６日は
『北朝鮮人権侵害問題啓発週間』

 

　工業統計調査は、毎年１２月３１日現

在で製造業を営む事業所を対象に実

施しています。調査結果は、行政施

策の重要な基礎資料として、また

小・中・高等学校の教材などとして

広く利用されています。

　調査の実施にあたっては、１２月中

旬から来年１月にかけて調査員が伺

いますので、ご協力をお願いします。

　皆様から提出していただく調査票

については、統計法に基づき調査内

容の秘密は厳守されますので、調査

の趣旨をご理解いただき記入をお願

いします。

問合先　企画課情報統計係

　　　　緯（６３）２１０１

 

　今年度は『みんなで築こう人権の

世紀～考えよう相手の気持ち育てよ

う思いやりの心』をスローガンに啓

発活動を展開します。お互いが今一

度、人権について考え、人がお互い

に人を大切にする『思いやりある明

るい社会』を築きましょう。

　市では次の６人の人権擁護委員が

相談を受け付けますので、人権全般

で困ったことがあったら市役所総務

課までご連絡ください。

　　福田節子　さん　（湯ノ峰）

　　木原清喬　さん　（江　福）

　　三原治子　さん　（久保山）

　　森田　寛　　さん　（中　村）

　　杉谷保成　さん　（西牟田）

　　正寶典子　さん　（筒　口）

問合先　総務課行政係

　　　　緯（６３）２１１３

工業統計調査に
ご協力ください

１２月４日～１０日は
『人権週間』です

 

　公的個人認証サービスに関するシ

ステム更新作業に伴い、１２月２８日

（月）の終日、確定申告等に必要な住

基カードへの個人認証データの書き

込みや更新手続等のすべての業務が

できません。ご迷惑をおかけします

が、ご理解とご協力をお願いします。

問合先　市民課市民年金係

　　　　緯（６３）２１１７

　　　

 

恭会員を募集しています。（60歳以上）

　毎月第3木曜日　９時３０分

　入会説明会をシルバー人材セン

ター２階で実施しています。お誘い

合わせのうえご参加ください。

恭作業の相談をお受けします。

　「年賀状宛名書き」「命名札・席札」

「草払い」「庭木の剪定」「草取り」「農

作業」「部屋の掃除」「食事の準備」「障

子・襖の張り替え」など、ちょっとし

たことでも気軽にご相談ください。

恭家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

チップはいかがですか。

　使いやすい袋詰めにして１袋１３０円

で当センターで販売しています。ご

利用ください。ビニール袋詰めです

ので乗用車にも乗せられます。

　トラックへの販売もご利用ください。

恭正月用しめ縄飾りはいかかですか

　センター事業の普及啓発・ＰＲに

独自事業として『しめ縄飾り』の製作

販売に取り組んでいます。

今年も１本１,０００円で販売予定です。

問合先　鹿島市シルバー人材センター

　　　　緯（６３）０９７０

『公的個人認証サービス』
市役所受付窓口の一時停止

市シルバー人材センター
からのお知らせ
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　１２月１５日（火）から２４日（木）まで、

冬の交通安全県民運動が実施されます。

　冬は忘年会等で飲酒の機会が多く

なる時期になります。

　「飲んだら乗らない、

　　　　　　　乗るなら飲まない」

を心がけましょう。

　また、年末は交通量も増え慌しく

なります。

　心にゆとりをもって、市民一人ひ

とりが交通事故防止に努めましょう。

問合先　総務課消防交通係

　　　　緯（６３）２１１３

 

　鹿島商工会議所、佐賀県農業協同

組合、佐賀県有明海漁業協同組合で

は、平成２２年の新年を迎え、鹿島市

の発展を祈念する『新年賀詞交換会』

を開催します。

　どなたでも参加できます。皆さん

お誘いあわせのうえご参加ください。

と　き　１月４日（月）　１２時～１３時

ところ　割烹清川（西牟田）

申込期限　１２月１１日（金）

参加費　３,０００円／１人

申　込　申込用紙（鹿島商工会議所

　　　　と商工会議所のホームペー

　　　　ジ）に必要事項を記入し、参

　　　　加費を添えて鹿島商工会議

　　　　所までお申し込みください。

その他　参加者名簿を作成し、参加

　　　　申込をいただいた皆さんに

　　　　のみお渡しします。（申込の

　　　　ない人には提供できません。）

問合先　鹿島商工会議所

　　　　緯（６３）３２３１

冬の交通安全県民運動
１２月１５日（火）～２４日（木）

平成２２年
新年賀詞交換会

４日（金）　　　　　　　開会、会期の決定、議案の一括上程

５日（土）～７日（月）　　休会

８日（火）～１０日（木）　　一般質問

１１日（金）　　　　　　　調整日

１２日（土）～１４日（月）　　休会

１５日（火）　　　　　　　委員長報告、議案審議、質疑、討論、採決

１６日（水）　　　　　　　議案審議、質疑、討論、採決

１７日（木）　　　　　　　常任委員会（議案・請願）

１８日（金）～２１日（月）　　休会

２２日（火）　　　　　　　委員長報告、議案審議、質疑・討論・採決、閉会

開　議　１０時

問合先　議会事務局　緯（６３）２１０４

市議会１２月定例会会期日程（案）
～あなたも傍聴してみませんか～

潤一般質問をする議員の数により議事日程を一部変更することがあります。
潤一般質問などの内容は、鹿島市ホームページ岳鹿島市議会に掲載します。
潤ＣＡＴＶでは１２チャンネルで議会中継を放送します。

　平成２１年１０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１件１５,０００円１０月７日

弔　慰
香典１件１０,０００円１０月２１日
鹿島歯科医師会総会５,０００円１０月１日

祝　儀 鹿島自動車学校校友会結成４５周年記念チャリティーショー５,０００円１０月１２日
五の宮神社注連建神門祭３,０００円１０月１４日
訪韓定期交流事業記念品（焼き物セット）１８,９００円１０月２７日接　遇
佐賀県交通安全高齢者自転車大会優勝祝賀会３,０００円１０月１９日

会　費
肥前路南西部広域観光協議会（WET）設立総会５,０００円１０月２７日
名刺台紙（市長用）３００円１０月７日その他

　６５,２００円合　計

平成２１年１０月
市長交際費支出状況表

さが県民手帳好評発売中
　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
代金と引き換えで販売しています。

価　格　大型６５０円小型５００円

取　扱　潤市役所３階企画課　　

　　　　潤鹿島書房（新町）

　　　　潤㈱積文館書店（西牟田）

問合先　企画課緯（６３）２１０１
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と　き　１２月２０日（日）　

　　　　開場１３時３０分　開演１４時

ところ　鹿島市民会館大ホール

内　容　第１部　演劇

　　　　『キューティー・ハニーず』

　　　　　　　　第２部　演劇

　　　　『ワンナイト・ミステリー』

　　　　第３部

　　　　歌とダンスのステージ

入場料　無料（どなたでもどうぞ）

問合先　劇団ヤマト代表　野崎

　　　緯０９０（２５０８）８３７４

 

よらんね内で開催するイベントです。

恭よらんね祭り（店内・周辺で開催）

　がＢＵＹさがん運動の抽選会や

Ｂ１グルメ大会があります。

と　き　１２月２５日（金）～２７日（日）

恭元気ハツラツ頭の健康教室

　　　　　　　　　参加者大募集！

　パズルやゲーム、ごく簡単な読み

書き・計算などを行います。

と　き　毎週木曜日　１０時～１１時

参加費　１回２００円

恭『おはなしの国～読みかたり』

　毎月1回開催しています

と　き　１２月２６日（土）、１月２９日（金）

　　　　１４時～１４時半に開催

主　催　ことじ保育園

恭石橋成行『水彩画展』

　ふるさと旅情～七浦編

と　き　１２月1日（火）～１４日（月）

問合先　なかいけ庵よらんね　井上

　　　緯０５０（３４３２）９７１１

イイベベンントト
劇団ヤマト
クリスマス公演

なかいけ庵よらんね
イベント案内

 

　「男性の家事川柳・フォトコンテス

ト」がアバンセで行われました。

　この入賞作品を展示します。

　思わず笑いを誘う句や、愛情あふ

れる写真をたくさん展示しますので、

ぜひご覧ください。

と　き　１２月１２日（土）～２０日（日）

ところ　エイブル　エントランスロビー

問合先　生涯学習課

　　　　緯（６３）２１２５

 

 

～一杯のカップから

　コミュニケーションをはじめましょう～

　毎日が忙しくて、家族と会話する

時間や自分の時間をなくしていませ

んか？極上のおいしい一杯を家族に

いれてあげたら、コーヒーの素敵な

香りがあなたと家族をほっとさせて

くれるでしょう。

　おいしいコーヒーの入れ方を、

講師の楽しいトークで学べる講座へ

ぜひご参加ください。

と　き　平成２２年１月１５日（金）

　　　　１３時～１４時３０分

ところ　エイブル　調理室

講　師　(有)いづみや珈琲　　　

　　　　社長　前山治彦さん

持参品　コーヒーカップとエプロン

参加費　無料

定　員　３０人（先着順）

申込・問合先　

　　生涯学習課

　　緯（６３）２１２５

男性の家事川柳・家事フォト
コンテストの入賞作品展

講講習習会会・・教教室室
「家事するあなたはカッコイイ!!」講座第2弾
コーヒーの入れ方講座

 

　マージャンは脳の活性化に効果が

あり、高齢者の仲間作りに役立ち、

麻雀卓が小さな社交場にもなってい

ます。西牟田区では「賭けない、飲

まない、吸わない」をモットーに、

西牟田公民館で週１回、６５才以上を

対象に麻雀教室を開催しています。

問合先　島内緯（６３）００３０

 

　鹿島ふれあい囲碁センターでは、

コース別に指導する囲碁入門教室を

全４回開催します。（参加費無料）

と　き　②１月１６日（土）９時～１４時

　　　　③２月２０日（土）９時～１４時

　　　　④３月２０日（土）９時～１４時

　　　　※幼児・小学生は１２時まで

ところ　鹿島ふれあい囲碁センター

　　　　鹿島市横田（旧東亜工機本社２階）

対　象　幼児、小学生、教職員、囲

　　　　碁を始めたい方

申込方法　電話または申込書をFAX

　　　　で送ってください。

後　援　文化庁・日本棋院・鹿島市

　　　　鹿島市教育委員会

問合先　同センター事務局（藤永）

緯（６２）６３１３姉（６２）６３７７

麻雀教室
に参加しませんか?

プロ棋士が囲碁のイロハを直接指導！
囲碁入門教室②～④

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

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

相談電話（２４時間）

　　　 緯０９５２（３４）４３４３
フリーダイヤル
　（毎月１日）　０１２０－４００－３３７
　（毎月１０日８時～１１日８時）　
　　　　　　  ０１２０－７３８－５５６

佐賀いのちの電話
　～ひとりで悩まないで電話してください～
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　放送大学では、平成２２年度第１学

期（４月入学）の学生を募集します。

　放送大学はテレビなどの放送を利

用して授業を行う通信制の大学です。

　働きながら学んで大学を卒業した

い、学びを楽しみたいなど、様々な

目的で幅広い世代、職業の方が学ん

でいます。心理学・福祉・経済・歴

史・文学・自然科学など、幅広い分

野を学べます。

　詳細はお問い合わせください。

出願期限　平成２２年２月２８日まで

問合先　放送大学佐賀学習センター

　　　　緯０９５２（２２）３３０８

　　　　http://www.u-air.ac.jp

 

　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

　◇１２月１７日（木）　１４時～１６時

　　職業ふれあいセミナー

　　『物創りから販売まで』

　　講師　高橋　勝則さん

　◇１２月２４日（木）　１４時～１６時

　　自分みがきセミナー

　　『言葉で伝える自己PR』

　　講師　渡辺千穂さん

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

募募 集集

放送大学　学生募集

若者自立支援セミナーの
受講生を募集します

 

　市連合青年団と田澤記念館では、

今年もサンタクロース（の格好をし

たスタッフ）が、お預かりしたプレ

ゼントをあなたの家にお届けする

『サンタの幸せ宅配便』を実施します。

配達時間　１２月２４日（木）　１９時～

配達要件　市内限定

定　員　５０件（定員になり次第締切）

応募方法　１２月８日（火）　１９時～

　　　　エイブル３階研修室で受付

（※プレゼントのお預かりは後日行います。）

費　用　５００円／１件

その他　サンタクロースになってプ

　　　　レゼントを配達するスタッ

　　　　フも募集しています。

問合先　市連合青年団（田澤記念館内）

　　　　緯（６３）１６２２

 

 

　福岡財務支局佐賀財務事務所では、

無料で相談に応じています。

　必要に応じ弁護士・司法書士など

の専門家に引き継ぎを行います。

相談時間　月曜日～金曜日

　　　　　（年末年始・祝祭日除く）

　　　　　９時～１２時、１３時～１７時

問合先　佐賀財務事務所多重相談窓口

　　　　緯０９５２（３２）７１６１

お届けします
サンタのしあわせ宅配便

相相 談談
抱えきれない借金で
お困りの方へ

 

　交通事故にあわれた方のご相談に

専門の相談員が応じます。（相談無料）

相談日　月～金曜日（祝日を除く）

　　　　９時～１２時　１３時～１７時

　　　　※来訪される場合、事前に

　　　　　ご連絡ください。

弁護士相談日　水曜日　　　　　　

　　　　※予約制要面談

　　　　１３時～１６時

問合先

　佐賀自動車保険請求相談センター

　緯０９５２（２９）８７６８

　http://www.sonpo.or.jp

 

 

　障がい児を持つ母親が企画運営す

る講演会です。（入場無料・参加自由）

と　き　１２月１４日（月）１０時～１４時

ところ　のごみふれあい楽習館

演　題　①『食で守ろう我が子の健康』

　　　　②『我が子の自立に向けて～親と

　　　　　して何をしたらいいのか～』

講　師　①片渕知津さん

　　　　　（海童保育園栄養士）

　　　　②梶川泰弘さん

　　　　　（NPO法人ピアネット理事長）

その他　託児室あります

　　　　午後からは梶川さんを囲んでの

　　　　フリーディスカッションあり

問合先　鹿島おもちゃ図書館　大宅

　　　　緯（６２）５９０７

交通事故にあわれた方の
無料相談

講講 演演 会会
２１年度佐賀県協働提案型
家庭教育講座（３回目）
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Ｂ・Ｃ・Ｇ
対象者　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。）

ところ　予防接種広域化に参加する県内の医療機関（※1）

①麻しん風しん混合②麻しん③風しん
対象者　第１期：１歳～２歳未満の子ども
　　　　第２期：平成１５年４月２日～平成１６年４月１日
　　　　　　　　に生まれた子ども
　　　　第３期：中学１年生
　　　　　　　　（平成８年４月２日～平成９年４月１日に生まれた人）
　　　　第４期：高校３年生に相当する年齢の人　　　
　　　　　　　　（平成３年４月２日～平成４年４月１日に生まれた人）

ところ　予防接種広域化に参加する県内の医療機関（※1）
その他　①を１回、もしくは②と③を１回ずつ接種しま
　　　　す。麻しんにも風しん共に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
　　　　もしくは①の混合を接種。

三種混合［ジフテリア・百日咳・破傷風］
対象者　生後３ヵ月から７歳６ヵ月未満の子ども

　　　　煙１期１・２・３回は、２０～５６日の間隔で受けます。

　　　　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。

ところ　予防接種広域化に参加する県内の医療機関（※1）

その他　１期１・２・３回は間隔が５６日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。

日本脳炎予防接種
　平成２１年６月２日より新しく承認された日本脳炎ワ

クチンで予防接種を受けることができるようになりま

した。ただし、接種にあたっては説明を受け十分に納得

した上で行う必要があります。

対象者　３歳～７歳６カ月未満の子ども

　　　　煙１期１・２回は６～２８日の間隔で受けます。

　　　　煙１期追加は１期２回目終了後、おおむね１年

　　　　　おいて接種します。

ところ　予防接種広域化に参加する県内の医療機関（※１）

その他　医療機関に予約する前に保健センターにて説

　　　　明を行いますので、接種を希望する人は保健セ

　　　　ンターまでご連絡ください。

※１　平成２０年４月から予防接種広域化に参加する県内の医療機関で受けることができるよう
　　　になりました。事前にお問合わせの上、直接お申し込みください。

怯子育て支援

怯乳幼児の予防接種

怯乳幼児の健康診査（エイブル１階保健センターで実施（受付時間１３時１０分～１３時３０分））

乳幼児の健康診査や予防接種等の問合先

保健センター予防係緯（６３）３３７３１２月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成１８年５月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票、尿
内　容　身体測定、育児相談、尿検査
　　　　　　　　小児科医の診察、　歯・目・耳の検査

１０日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２０年５月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票
内　容　身体測定、育児相談、歯科診察、
　　　　　　　　小児科医の診察、　フッ化物塗布（希望者のみ）

１７日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２１年８月生まれ
持参品　母子健康手帳
内　容　身体測定、育児相談、
　　　　　　　　小児科医の診察 

１６日（水）

場所・問合先　エイブル１階　保健センター　緯（６３）３３７３

母子手帳交付

受付　１０：００～１０：３０
内容　手帳交付・説明会

対象　市内在住の妊婦

２・９・１６日（水）

赤ちゃん相談

受付　１３：３０～１４：３０
内容　身体計測・健康相談

対象　赤ちゃんと保護者

２日（水）

離乳食教室

受付　１０：００～１０：３０
内容　離乳食指導・試食等

対象　５・６ヵ月児の保護者

１５日（火）

マタニティスクール

受付　１３：３０～１３：５０
内容　赤ちゃんのお風呂他

対象　妊婦

３日（木）

潤育児相談
潤よちよちサークル
潤のびのびサークル
問合先　エイブル１階
　子育て支援センター

　　緯（６３）０８７４

子育てサークルに参加しませんか?

ともに受付時間は９時４５分～１０時まで!当日会場にお越しください。

育児相談

気軽にご相談ください。

受付　９時～１７時
対象　子育て中の人

場所　子育て支援センター

月～金　　　（休館日を除く）

　恭よちよちサークル
　　　　対　象　５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

『手作りケーキであったかX'mas竃』

生クリームで飾りつけ。
（材料費１個１００円）

繰会場繰
エイブル

２５日（金）

『ママはツリーの天才だ竃』

切り紙細工とマカロニで
　　　　　　　　ママが作りま～す♪

繰会場繰
エイブル

１１日（金）

　恭のびのびサークル
　　　　対　象　１歳７ヵ月児～４歳と保護者

『みんなでほっとなクリスマス竃』

生クリームで思い思いに飾りつけをし
ます。（材料費１個１００円）

繰会場繰
エイブル

１６日（水）

『我が家で光るX'masツリー♪』

切り紙細工の素敵なツリーを作ります。
ママと力を合わせて作ろう♪

繰会場繰
エイブル

３日（木）

潤今月よりサークルを再開します。新型インフルエンザ等感染予防のため、
　体調が悪いお子さん・保護者の参加はお控えください。
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１２月

 師走 
しわす

（１２月分）
５・１２・１９・２６日（土）、
６・１３・２０・２７日（日）、２３（祝）
２９日（火）～１月３日（日）

市役所
保健センター

７・１４・２１日（月）、２４日（木）
２８日（月）～１月４日（月）

市民図書館

７・１４・２１日（月）、２４日（木）
２８日（月）～１月４日（月）

生涯学習センター
（エイブル）

１・８・１５・２２日（火）、
２８日（月）～１月３日（日）

陸上競技場・体育館

※市民球場は、芝の養生のため１２/１～２/２８まで休場です。
※蟻尾山グラウンド・ゴルフ場は、年末年始及び芝の養生の
　ため１２/２８～２/２８まで休場です。

６日（日）　古枝ふれあいまつり（詳細は１１ページ）
　　　　　　　　　　　　古枝公民館周辺　８時１５分～
８日（火）　市特産品まつり（詳細は１２ページ）
８日（火）　お火たき神事　祐徳稲荷神社　　２０時頃点火
２０日（日）　劇団ヤマトクリスマス公演（詳細は１９ページ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　市民会館　１４時～
２３日（祝）　としょかんのクリスマス会（詳細は６ページ）
　　　　　　　　　　　　　　　　　エイブル　１４時～
２４日（木）　市内小中学校２学期終業式
２８日（月）～３０日（水）　消防団年末警戒　　２０時～翌５時

中尾建設　　　　　　緯（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
大隈設備工業　　　　緯（６２）１３０２
松本設備工業　　　　緯（６３）１８４１
吉牟田水道工事店　　緯（６３）４４９７
鹿島設備工業所　　　緯（６３）３２２８
山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
池田設備左官工務店　緯（６２）１７３２
中村設備　　　　　　緯（６３）４８４６
峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８
鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
中尾建設　　　　　　緯（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
大隈設備工業　　　　緯（６２）１３０２

　５日（土）
　６日（日）
　１２日（土）
　１３日（日）
　１９日（土）
　２０日（日）
　２３日（祝）
　２６日（土）
　２７日（日）
　２９日（火）
　３０日（水）
　３１日（木）
　１日（祝）
　２日（土）　
　３日（日）

休日昼間　鹿島市休日こどもクリニック（高津原）
　　　　　　　受付時間　９時～１７時　緯（６３）１８３８
　　　　　建おくすりノートを持っていきましょう
在宅当番医・当番薬局

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　１９時～２１時（土・日曜・祝日のみ）　
　　　　　　　　　緯０９５４（２２）５５９９
　　　　　　　杵藤地区消防本部（武雄市）
　　　　　　　緯０９５４（２２）４２０７

当番薬局在宅当番医日

ミズスカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５６日（日）

ミズスカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５１３日（日）

オダ薬局ピオ店中村医院　緯（６３）９２３４２０日（日）

おおぞら薬局吉田病院　緯（６２）３２０３２３日（祝）

西牟田薬局別府整形外科　緯（６３）３０６３２７日（日）

アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８１日（祝）

前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０２日（土）

アルナ鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７３日（日）

愚無料法律相談
　１０日（木）　市民会館１階

　　　　受付１３時～１４時　（先着１０人）　１３時３０分開始

　２４日（木）　　市民会館１階

　　　　受付９時３０分～１０時３０分　（先着６人）　１０時開始

愚人権相談　市民会館２階和室
　４日（金）　１０時～１５時

愚成人健康相談　保健センター
　２日（水）　９時３０分～１０時３０分

愚消費生活相談　市民会館１階サロン
　７・１４・２１・２８日（月）、４・１１・１８・２５日（金）

　　９時３０分～１２時、１３時～１６時３０分

愚発達障害児（者）専門相談　
　９日（水）　事前予約制　　エイブル

　ＮＰＯ法人それいゆ（県委託先）　緯０９０（６２９５）３３５０
愚障害児地域療育支援巡回相談（言語訓練）　　
　２４日（木）　　　１３時３０分～１６時　　　福祉事務所相談室

愚厚生年金・国民年金相談　市民会館１階サロン（要予約）
　１・１５日（火）　１０時～１２時、１３時～１５時

愚行政・人権・心配ごと相談　老人福祉センター相談室
　２・９・１６日（水）　１０時～１２時、１３時～１５時

　社会福祉協議会　緯（６２）２４４７
愚福祉介護電話相談　月曜日～金曜日　９時～１７時
　社会福祉協議会緯（６２）２４４７

　　　広報かしま　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）　姉（６３）２１２９　URL　http://www.city.kashima.saga.jp/　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この広報紙は再生紙を使用しています

介護保険料・市税集合徴収分
第７期納付日のお知らせ

市税集合徴収介護保険料区　分

１２月２５日（金）１２月２８日（月）
納付書払い

の納期限

１２月２５日（金）１２月２８日（月）
口座振替の

口座引落日

広報かしま原稿締切日

２２年２月号２２年１月号
１２月２８日１１月３０日


