
　市では、お父さんやお母さんの子育てを応援するため

に、保護者と５ヵ月児から１歳６ヵ月児までを対象とし

た『よちよちサークル』、保護者と１歳７ヵ月児から４歳

児までを対象とした『のびのびサークル』をそれぞれ月

２回、主にエイブルで開催しています。（２７ページ参照）

　育児に関する相談も随時受け付けています。

写真

２０１０年も『のびのび子育て』

平成２１年１１月３０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
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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１８＋人２７＋世帯１０,５７１人３１,７８１

世帯１１＋人２４＋世帯　５,１３９人１４,２９１鹿　　島

世帯０人０世帯　１,１６７人  ３,９３０能　古　見

世帯２＋人５＋世帯　　　９９２人  ３,２４１古　　枝

世帯１＋人６＋世帯　１,０５７人  ３,２７７浜

世帯１＋人２－世帯　１,２２５人  ３,７４５北　鹿　島

世帯３＋人６－世帯　　　９９１人  ３,２９７七　　浦

人２２＋人１４,９４３男

人　５＋人１６,８３８女
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　市民のみなさん、新年明けましておめでとうござい

ます。

　皆様におかれましては輝かしい新年をお迎えのこ

ととお慶び申し上げます。

　また、旧年中は市政推進にあたり多大なるご尽力を

賜り衷心より感謝申し上げます。

　昨年を振り返ってみますと、まず第１に新型インフ

ルエンザ対策が挙げられます。行政といたしまして

も最大限の予防・拡大防止対策に取り組みました。幸

い市民の皆様方の冷静な判断とご協力により被害や

混乱を最小限に抑えることができました。今後も予

断を許さない状況が続くものと思われますので、医師

会のご協力を得ながら引き続き感染拡大防止のため

に万全を期したいと思います。

　第２に景気低迷による経済情勢が非常に厳しかっ

たことで、国の緊急経済対策の実施を含め、道の駅の

改築や市道の整備、あるいは防災対策など社会資本の

整備による本市独自の経済対策を積極的に取り組み

ました。

　第３に鹿島小学校北校舎の改築工事に着手したこ

とであります。校舎の老朽化に伴う改築と合わせ耐

震対策を進めております。

　最後に企業誘致活動が実を結び、昨年8月に（株）ア

イ・シー・アール鹿島業務センターの進出が決定、す

でに操業を開始され、市内から多数の方が勤務されて

おります。

　さて、いよいよ国内外を問わず激動のなか、平成22

年がスタートすることになりますが、現在、平成23

年度から32年度までの10年間の長期的視点に立っ

た第5次鹿島市総合計画の策定に着手しております。

　昨年の新政権の誕生による政権公約が本計画にど

の様に反映できるのか、今後皆様と共に考えていきた

いと思います。

　また、平成18年度から取り組んでおります「鹿島

市財政基盤強化計画」を引き続き着実に実施し財政の

健全化を図りながら、私がまちづくりのキーワードと

掲げます「定住促進」、「交流人口の活用」、「子育て支

援」を推進し、市民の皆様と共に考え、共につくりあ

げる「安全安心」で「人が輝くまち鹿島」の実現に向

け市役所、市職員ともども一丸となり努力してまいり

ますので市民の皆様方のご理解、ご協力をよろしくお

願いいたします。

　末尾となりましたが、市民の皆様にとりまして、本

年が最良の年となりますようご祈念申し上げまして、

新年のご挨拶といたします。

　新年明けましておめでとうございます。

　鹿島市議会を代表いたしまして、年頭にあたり市民

の皆様に心からお慶びを申し上げます。

　さて、地方分権の進展や社会経済・雇用情勢が大き

く変化しているなか、私たち鹿島市議会議員１６名

は、昨年一年間、市民の皆様より温かいご理解とご協

力を賜りながら議員活動に精一杯取り組んでまいり

ました。日頃からの多大なるお力添えに議員一同厚

く御礼と感謝を申し上げます。

　今やわが国の地方自治は地方分権の新時代を迎え、

これを実りあるものとするためには、市民の皆様に

とって何が大切で何が必要なのかをこれまで以上に

しっかりと見極めて実行しなければなりません。地

域住民と議員・議会、行政を担う執行機関とが地方分

権の基本理念と目的を正しく理解、認識し、それぞれ

の立場でそれぞれが果たすべき役割を実践すること

が不可欠であり、二元代表制の一翼を担う地方議会の

役割と責任はますます増大しております。

　私ども市議会議員一同は、常に時代の変化を意識し、

議員一人ひとりが問題意識をもって公平・公正な立場

から市民生活の安定向上を図るため、さらに創意工夫

を重ねるとともに政策提言・立案に務め、市民の皆様

の負託と信頼に応えてまいりたいと思います。

　物から心への転換期にあり、思いやりと助け合いと

いった心の豊かさが必要とされる今日において、地域

社会を支える礎は「ひと」であります。

　鹿島市発展のため個々の議員が自らの職責を認識

し、市民の皆様の視点に立った市政運営が図られるよ

う議員自らが研鑽を重ね、高い識見をもって、今後と

も住みよい鹿島のまちづくりに邁進する所存であり

ます。どうか本年も市民の皆様の相変わらぬご支援、

ご協力を賜りますようよろしくお願いいたします。

　おわりに、市民の皆様にとりまして、素晴らしい年

になるよう願い、末永いご健勝とご多幸を心よりお祈

り申し上げます。

鹿島市長　桑　原　允　彦

鹿島市議会議長　橋爪　敏

２０１０年の干支「寅」　［写真　のごみ人形］
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恭募集期間　１月４日（月）～１月２９日（金）　（土・日曜日及び祝祭日を除く）・・・６件（①～⑥）

問合先（提出先）
応　募
資　格

勤務時間・形態勤務内容雇用期間
募　集
人　員

募集区分

総務課職員係
緯（６３）２１１３

下記
※１
参照

８時３０分～
　　　　１７時１５分
　（休憩あり）

月～金曜日

　（祝日を除く）

パソコン等を使った
一般事務

平成２２年４月１日～
平成２２年９月３０日
※勤務成績良好と認
められる場合は、平
成２３年３月３１日まで
更新します。

若干名

①
鹿島市役所
臨時的任用職員
［一般事務］

市教育委員会

教育総務課管理係

緯（６３）２１０３

下記
※２
参照

１日７時間程度
（週３５時間程度）

市内小中学校で、軽

度発達障害等の児童

生徒の学校生活や学

習活動の支援を行う

業務など

平成２２年４月１日～

平成２３年３月３１日の

１年間（春・夏・冬

休みについては勤務

がありません。）

若干名

②
市教育委員会
日日雇用職員
［特別支援教育
支援員］

福祉事務所

社会福祉係

緯（６３）２１１９

※子育て支援セン
タ－はエイブル１
階にあります。

市　内
在住者

月～金曜日の放課後

（１４時～１８時）、

長期休業中の７時間、

土曜日（月１回程度）

市内全校区の小学校
各クラブにおける学
童保育

平成２２年４月１日～

平成２３年３月３１日の

１年間（次年度に継
続して雇用する場合
があります。）

２０　人
程　度

③
市日日雇用職員
［放課後児童クラブ
指導員］

土曜日の７時間若干名

保育士ま

たは看護

師の免許

を持つ人

月～金曜日の日勤

（祝日を除く）

１日６時間程度

子育て支援センタ－
での子育てに関する
地域支援活動

１　人
④市嘱託職員
［子育て支援センター
指導員］

市　内
在住者

月８回程度の日勤
９時～１７時

子育て支援センタ－
での育児サークル等
のサポート

若干名
⑤市日日雇用職員
［子育て支援センター
補助指導員］

保育士
免許を
持つ人

週３日程度の日勤
９時～１６時

すこやか教室（福祉
会館２階）での療育
訓練等のサポート

若干名
⑥市日日雇用職員
［すこやか教室
補助指導員］

恭募集期間　１月４日（月）～１月２２日（金）　（土・日曜日及び祝祭日を除く）・・・１件（⑦）

市教育委員会

教育総務課管理係

緯（６３）２１０３

下記
※２
参照

１日６時間程度
（週３０時間程度）

学校図書館事務など平成２２年４月１日～
平成２３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。）

若干名
学校図
書館事
務補助

⑦
市教育
委員会
嘱　託
職　員 学校用務員業務など

４人
程度

学　校
用務員

応募方法　市のホームページからダウンロードした専用履歴書また

　　　　　は問合先に備え付けの専用履歴書に必要事項を記入して、

　　　　　提出してください。

　　　　　（郵送可※１月２９日（金）消印有効、ただし、⑦のみ

　　　　　１月２２日（金）消印有効となります）

　　　　　郵送先　〒８４９－１３９１（住所の記入不要）

　　　　　　　　　　○○課○○係　宛

そ　の　他　詳しくは問合先に備え付けの募集要領または採用試験

　　　　　実施要領をご覧ください。（市のホームページにも掲載

　　　　　します。）

応募資格※１
潤市内在住者（就学・就職などで一
時的に市外に住んでいる人を含む）
潤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

応募資格※２
潤市内在住者（就学・就職などで一
時的に市外に住んでいる人を含む）
潤自動車の普通免許所有者
潤その他採用試験実施要領又は募集
要領に定める要件を満たしている者

【特記事項】

潤①の採用方法は筆記および面接

　試験を行い、決定します。

潤③～⑥について応募多数の場合

　は面接による選考を行います。

市嘱託職員等を

　　　募集します

平 成２２年 度

－市役所や学校などで働いてみませんか?－
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１．職員の任免および職員数に関する状況

（５）　特別休暇等の状況

有給・無給の別付与日数・期間等休暇の種類

有給必要と認める期間①公民権行使のための休暇

有給必要と認める期間
②証人、鑑定人、参考人等として官公署に
　出頭するための休暇

有給必要と認める期間③骨髄提供のための休暇

有給７日④結婚休暇

有給７日の範囲内で必要と認める期間⑤妊産婦のつわり休暇

有給必要と認める期間⑥妊産婦の健康診査等のための休暇

有給
出産予定日前８週間（多胎妊娠の場合は１４週間）に当たる
日から出産の日後８週間目に当たる日までの範囲内の期間

⑦出産休暇

有給３日の範囲内で必要と認める期間⑧妻の出産に伴う休暇

有給１日２回（１回につき４５分）
⑨生後満１歳に達しない子を育てるため
　の休暇

有給１年に５日の範囲内で必要と認める期間⑩子の看護のための休暇

有給２日の範囲内で必要とする期間⑪生理休暇

有給死亡者の区分に応じ１日から１０日の範囲内⑫忌引

有給３日の範囲内の期間⑬夏季休暇

有給必要と認める期間⑭災害又は交通機関の事故等による休暇

有給１年に５日の範囲内で必要と認める期間⑮ボランティア休暇

無給
介護を必要とする一の継続する状態ごとに連続する６月の
期間内において必要と認められる期間

⑯介護休暇

（３）　時間外勤務および休日勤務等の状況

職員１人当たりの時間外・
休日勤務月平均時間数

時間外・休日勤務総時間数

１０.０時間２８,０４１時間

※総時間数には振替時間含む

（２）　年次有給休暇の取得状況（平成２０年１月１日～平成２０年１２月３１日）

消化率（Ｂ）／（Ａ）平均取得日数（Ｂ）／（Ｃ）全対象職員数（Ｃ）総取得日数（Ｂ）総付与日数（Ａ）

２４.６３％９.５日２６５人２,５１５日１０,２１０日

２．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）　勤務時間（標準的なもの）

休憩時間終了時刻開始時刻１日の正規の労働時間１週間の正規の労働時間

１２時１５分～１３時１７時１５分８時３０分８時間４０時間

計女性男性区分

　４人　０　　４人定年退職

　５人　３人　２人勧奨退職

　１人　１人　０人そ　の　他

１０人　４人　６人合　　計

（３）　職員の退職の状況

最終合格者数受験者数申込者数区分

　１人１９人　２２人一般事務Ａ

　３人　９人　１３人保健師　Ｂ

　４人２８人　３５人合　　計

（１）　職員の競争試験の状況

（４）　育児休業の状況

女性職員男性職員区　分

４０育児休業の承認件数

１０育児休業期間延長の承認件数

選考試験競争試験
区分

計女性男性計女性男性

０００１人０人１人一般事務
職種

０００３人３人０保健師

０００４人３人１人合計

（２）　職員の採用の状況

問合先　総務課職員係　緯（６３）２１１３

平成２０年度　市の人事行政の運営等を公表します
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通勤災害公務災害区　　分

０１申請件数

０１認定件数

００不認定件数

４．職員の服務の状況

５．職員の研修及び勤務成績の評定の状況

受講者数研修内容区分

４８３人観光による総合産業化と地域の自立研修、男女共同参画講演会など市独自研修

　　７人市町村職員中央研修所及び国際文化研修所研修
派遣研修

　５９人県市長会等主催研修

　１３人実務研修（民間等主催研修会参加など）自主研修

５６２人合計

全職員評定対象職員

課長、部長、副市長評定者

勤務概評の総合評定をＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの５段階評価評定方法

普通昇給、昇任者の決定、新規採用職員の正式採用勤務評定の活用方法

６．職員の福祉及び利益の保護の状況

受診者数健康診断の種類

１３２人基本検診

定期健康診断
１３０人胸部Ｘ線

　４２人胃検診

　　６人肝炎ウィルス検診

１０６人　人間ドック

　１５人　特殊業務従事職員検診

　　７人　婦人（子宮がん）検診

　７８人　ＶＤＴ健診

公費負担額決算額実施主体事業名称

２,１６０千円７,３４３千円鹿島市職員互助会職員互助会福利厚生事業

（３）　福利厚生事業

不服申立件数継続件数

００降給
分
限
処
分

００降任

００休職

００免職

００戒告
懲
戒
処
分

００減給

０１人停職

００免職

００転任

００その他

０１人計

（５）　不利益処分に関する不服申し立ての状況

（４）　勤務条件に関する措置の要求の状況

該当なし

（２）　公務員災害補償

（１）　健康診断の実績

合
計

降
給

休
職

免
職

降
任

処分の種類
処分事由

０００勤務実績がよくない場合

３人３人００心身の故障の場合

０００職に必要な適格性を欠く場合

０００
職制、定数の改廃、予算の減少に
より廃職、過員を生じた場合

００刑事事件に関し起訴された場合

０００条例で定める事由による場合

３人０３人００合計

３．職員の分限及び懲戒処分の状況
（１）　分限処分者数 （２）　懲戒処分者数

該当なし

（２）　営利企業等の従事許可の状況

該当なし

（１）　公益法人等への一般職の地方公務員の
　　　派遣等に関する法律に基づく派遣の状況

該当なし

（１）　研修の状況

（２）　勤務成績の評定の状況
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　一般職員の給与などは、地方公務員法に基づき決定されます。具体的には、人事院勧告を基本に、国や他の地方公

共団体、民間企業との均衡を図りながら、市議会の議決を経て定められます。

　特別職の給与や報酬は、市内の公共的団体の代表者や住民によって構成される特別職報酬等審議会の答申をもと

に、市議会の議決を経て定められます。

７．市の給与・定員管理等について

（１）総括

①　人件費の状況（一般会計決算）

（参考）平成１９年度
の人件費率

人件費率
Ｂ／Ａ

人件費
Ｂ

実質収支
歳出額
Ａ

住民基本台帳人口
（平成２１年３月３１日現在）

区分

１８.８％１８.７％２,２３０,８１９千円１８８,３７０千円１１,９０１,９０５千円３１,８４９人平成２０年度

（注）１.職員手当に、退職手当は含みません。
　　　２.職員数は、平成２０年４月１日現在の人数です。

１人当たり給与費　Ｂ／Ａ給与費計　Ｂ給与費区分職員数　Ａ区分

６,３０２千円１,３５４,９１５千円
　８７９,７２８千円
　１１５,２９２千円
　３５９,８９５千円

給料
職員手当
期末・勤勉手当

２１５人平成２０年度

②　職員給与費の状況（一般会計決算）

国鹿島市
区分

平均給与月額平均給料月額平均年齢平均給与月額平均給料月額平均年齢

３９１,７７０円３２５,５２１円４１.５歳
４０２,０５０円

３３５,８１３円４２.３歳一般行政職
３５６,９７２円

（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況

①　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２１年４月１日現在）

（注）１.『平均給料月額』とは、職員の基本給を平均したものです。

　　　２.『平均給与月額』とは、給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです。このうち、上段　　

　　　はすべての諸手当込みのものであり、下段は国家公務員の平均給与月額と比較するために手当の種類を限定

　　　して算出したものです。

国鹿島市区分

１７２,２００円
１４０,１００円

１７２,２００円
１４０,１００円

大学卒
高校卒

一般行政職

②　職員の初任給の状況（平成２１年４月１日現在）

２０年１５年１０年区分

３５７,５８０円
３２２,１２０円

３０９,８００円
２６３,４００円

２５５,９４０円
２１６,７４０円

大学卒
高校卒

一般行政職

③　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２１年４月１日現在）

７級６級５級４級３級２級１級区分

部長課長・参事課長補佐
係長・主査・

主任
主任

高度の知識ま

たは経験を必

要とする職員

の職務

定型的な

職務等

標準的な

職務内容

　５人
　２．９％

１６人
　９．４％

２５人
１４．６％

５０人
２９．３％

５８人
３３．９％

１２人
７．０％

　５人
　　２．９％

職員数

構成比

（３）一般行政職の級別職員数の状況　（平成２１年４月１日現在）
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支給職員１人当たり
平均支給年額

支給実績区分

２８０千円６０,６９８千円１９年度

２６６千円５９,０１７千円２０年度

給料月額等区分

市　長　７７８,０００円
副市長　６３１,０００円

給　　料

議　長　４１６,０００円
副議長　３５０,０００円
議　員　３３１,０００円

報　　酬

市長・副市長・議長・副議長・議員
平成２０年度支給割合　３.３５月分
加算措置の状況　役職加算１５％

期末手当

市長・副市長とも一般職と同じ通勤手当

市長　給料月額×在職月数×５０／１００
副市長　給料月額×在職月数×３３／１００
　　　※いずれも任期毎に支給

退職手当

対前年
増減数

職員数（人）
部門

平成２１年平成２０年

　　０
　　３
　　１
　　０
　△２
　　０
　△２
　△１
　　２

　　　４
　　５６
　　１８
　　　２
　　２２
　　　６
　　２０
　　３６
　　１６

　　　４
　　５３
　　１７
　　　２
　　２４
　　　６
　　２２
　　３７
　　１４

議　　会
総　　務
税　　務
労　　働
農林水産
商　　工
土　　木
民　　生
衛　　生

一
般
行
政

　　１　１８０　１７９小　計

　△６　　３４　　４０教　　育特
別

行
政 　△６　　３４　　４０小　計

　　０
　　０
　　０

　　１０
　　１１
　　１７

　　１０
　　１１
　　１７

水　　道
下　水　道
そ　の　他

 公
営
企
業

等
会
計 　　０　　３８　　３８小　計

　△５
　２５２
[３１２]

　２５７
[３１２]

合　　計

（注）１職員数は一般職（教育長を除く）に属する職員

　　数です。

　　２[　]内は、条例定数の合計です。

（６）職員数の状況

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

（５）特別職の報酬等の状況

（平成２１年４月１日現在）

支給職員１人
あたりの

平均支給年額
（平成２０年度）

支給実績
（平成２０年度）

国の制度
との比較
（相違点）

手当名

２５３,６６７円２９,６７９千円同じ扶養手当

２０２,６０８円１０,３３３千円同じ住居手当

５８,６８７円７,８６４千円
（交通用具利用者
の通勤距離区分）

通勤手当

６２２,５６５円１４,３１９千円（定率制）管理職手当

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

⑤その他の手当（平成２１年４月１日現在）

８２千円支 給 実 績

９,１１１円支給職員１人当たりの平均支給年額

３.６％職員全体に占める手当支給職員の割合

３種類手 当 の 種 類 （ 数 ）

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

③特殊勤務手当（平成２０年度）

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

④時間外勤務手当

（４）職員の手当の状況

国鹿島市

－

－

１人当たり平均支給額

期末手当　１,０９３千円

勤勉手当　　　５２９千円

（支給割合）

同左

（支給割合）

期末手当　３.０月分

勤勉手当　１.５月分

（加算措置の状況）

噛役職加算　５～２０％

噛管理職加算　１０～２５％

（加算措置の状況）

噛役職加算　５～１５％

国鹿島市区分

勧奨・定年自己都合支給率

同左

３０.５５月分
４１.３４月分
５９.２８月分
５９.２８月分

２３.５０月分
３３.５０月分
４７.５０月分
５９.２８月分

勤続２０年
勤続２５年
勤続３５年
最高限度額

同左
定年前早期退職特例措置
噛２～２０％加算

その他の
加算措置

－２８,３１９千円
１人当たり
平均支給額

※１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種

に係る平均支給額です。

②退職手当（平成２１年４月１日現在）①期末手当・勤勉手当（平成２０年度）

※１人当たり平均支給額は、公営企業職員を除いた全

職種に係る平均支給額です。
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新型インフルエンザワクチンQ&A

問合先　鹿島市保健センター

　　　　緯（６３）３３７３

Ｑ.優先接種対象者ではないのですが、接種しなくても大丈夫なのですか？

岳ハイリスクグループ以外の人であればワクチン接種がなくとも重症化のリスクはほとんどなく、発症後４８時間以

内に抗インフルエンザ薬で治療を受ければ心配はないとされています。ワクチンは重症化予防の対策のひとつであ

り、総合的に対策をとることが大切であることを忘れないようにしましょう。

Ｑ.国内産ワクチンと輸入ワクチンの違いはなんですか？

岳国内産ワクチンは季節性インフルエンザと同等の方法で作られていますが、輸入ワクチンは鶏卵ではなく、培養細

胞から作られていたり、効果をあげるために免疫補助剤が加えられていること、筋肉内の注射であること、小児での

用量が異なることなどが、国内産ワクチンと輸入ワクチンの相違点です。今後、海外承認されていることを前提に、

有効性・安全性の確認後、実際の接種が始まります。

Ｑ.妊婦もワクチンを接種しても大丈夫なのですか？

岳日本で使用されるインフルエンザワクチンは生ワクチンではないので、妊婦に対して重い副反応は起こらないと

考えられていますが、かかりつけの産科医にご相談ください。

Ｑ.ワクチンによって引き起こされる症状（副反応）には、どのようなものがありますか？

岳接種した部位（局所）の発赤・腫れ・疼痛など。また全身の反応としては、発熱、頭痛、悪寒、倦怠感などが見られ

ます。まれにワクチンに対するアレルギー反応（発疹、じんましんなど）が起こる場合もあります。

Ｑ.季節性インフルエンザワクチンは、新型インフルエンザにも効果がありますか？

岳今回の新型インフルエンザウイルスに対しては、有効でないと考えられています。

Ｑ.ワクチンを接種すればインフルエンザの感染を防げますか?

　インフルエンザワクチンは、重症化などの防止については、一定の効果が期待

できますが、感染防止の効果は保証されていません。つまり、ワクチンを接種し

ても、インフルエンザにかかるのを防ぐことはできません。

　今回の新型インフルエンザワクチンも同様に、死亡者や重症者の発生をできる

だけ減らし、入院患者などの集中発生による医療機関の混乱を防いで医療体制を

確保することを目的として実施されるものであり、接種すればかからないという

ものではありません。接種後も、手洗いをする、可能な限り人混みを避けるなど

の感染予防対策をお願いします。

新型インフルエンザの感染拡大は一人一人が防ぐ！

潤感染を予防するために、こまめな手洗い・うがいを徹底しましょう。

潤感染をひろげないために咳エチケットを守ってください。

潤感染をひろげないためにかかったあとは外出自粛をしてください。
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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。

　（財）全日本ろうあ連盟創立６０周年記

念映画『ゆずり葉』を上映します。

　この映画は、東京の下町を舞台に、

“もうひとつの美しい言葉・手話”で織

りなす、幾つもの世代をつなぐハート

フル・ストーリーです。たくさんのご

来場をお待ちしています。

出演者　庄﨑隆志、今井絵理子（SPEED）、

　　　　井崎哲也（江北町出身）ほか

と　き　３月７日（日）

上映時間　２回上映（１回１０３分）　

　　　　①１０時３０分～②１４時～　

ところ　　エイブルホール

入場料　　大　人　１２００円［当日１５００円］

　　　　　高校生以下　８００円［当日１０００円］

※楽修大学生のチケット割引はありま

　せんが、別途特典を計画中です。

※幼児は無料ですが、親子同伴でお客

　様のご迷惑にならないようお願いし

　ます。

主　催　かしま市民立楽修大学、

　　　　『ゆずり葉』鹿島上映実行委員会

エイブル祭り参加作品

映画『ゆずり葉』－君もまた次のきみへ－
第６回　　　　　　

エイブル事業

に行ってみよう

チケット販売所　２月５日（金）～

潤かしま市民立楽修大学潤図書館

潤６地区公民館潤ピオ潤ララベル

潤モリナガ鹿島店潤Ｑ－ＢＯＸ

潤ゆめタウン武雄

講　師　栗原　 慶安 　さん
よ し や す

と　き　１月２２日（金）

　　　　１９時３０分～２１時３０分

ところ　エイブル２階　音楽スタジオ

エレキギター教室 【定員１５人】

講　師　大城　サカエ　さん

と　き　１月５・１９・２６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】
講　師　吉岡　千里　さん

と　き　１月１３・２７日（水）

　　　　１０時３０分～１２時３０分

ところ　エイブル２階　音楽スタジオ

カラオケ教室 【定員２０人】

　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）

エイブル倶楽部

講座のお知らせ

問合先　かしま市民立楽修大学　緯（６３）２１３８

講　師　山口　純子　さん

と　き　１月２６日（火）

　　　　１９時～２０時

ところ　エイブル２階　音楽スタジオ

ギターでシャンソン教室 【定員２０人】

　標記コンサートのチケットは、

完売しました。当日券はありま

せんので、ご了承ください。完
売
御
礼

「宗次郎オカリナ・コンサート」

～オカリーナの森から～開演間近
宝くじ　　
文化公演

　青磁陶芸家としても有名な熊本

さんが描いた『まちなみスケッチ

原画展』を開催します。

　原画だけではなく、コラムや浜

宿の地図等についても一緒に紹介

します。

期　間

　　１月６日（水）から２月２６日（金）まで

　　※途中、作品の入れ替えを予定

床の間　　
コーナー

熊本義泰

『まちなみスケッチ原画展』を開催

どなたでも参加できます【定員２０人】

講　師　 金 　
き む

 慶淑 　さん
き ょ ん す く

と　き　１月１７日（日）

　　　　１３時３０分～１５時３０分

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

その他　前日に塩漬け（下準備）をす

　　　　る予定ですのでご参加くだ

　　　　さい。

公　開
講　座

キムチ漬け
～自分だけのキムチを作ろう～



10 Ｈ２２(２０１０).１.１　広報かしま

　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。敬称略・順不同で

７人を紹介します。

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

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

　私の夢はまんが家になることです。

　私がまんが家になろうと思った

きっかけは、１年生の時に読んだ１

冊のまんがでした。本が大好きだっ

た私はおもしろそうだと思い、買っ

てみました。今までまんがを読んだ

ことのなかった私はどういう本なの

かとってもわくわくしていました。

　そして、読んでみるといっきにそ

の世界に私はひきこまれました。そ

のときでした。私が「まんが家にな

りたい！」と思ったのは。

　それから絵の勉強をたくさんして、

まんがの勉強もしました。でも、い

くら絵が上達しても話がだめでは意

味がありません。どうしてもあの時

読んだ本の作者の人達みたいにうま

くかけませんでした。その時私は、

絵と話どちらかが欠けていても成り

立たない、まんがの難しさを初めて

知りました。

　まんが家という職業は「人気」が

重要になります。特に少年まんがは、

まさに人気で連さいが続くかどうか

が決まります。そのようなことを

知ったのはつい最近のことです。し

かし、私はそういう実力で決まる世

界にあこがれます。

　「実力で決まるんだ。」と思えば思

うほどやる気がでてきます。

　「他の作品に負けたくない！」とい

う私の負けずぎらいなところがやる

気のみなもとになるんだと思います。

　そして、こつこつと努力を積み重

ねていけば、夢は必ずかなうと私は

思います。夢はかなうものじゃなく

てかなえるものです。かなうのをた

だ待っているだけじゃだめです。自

分でかなえなければ意味がありませ

ん。自分でかなえた時こそ本当の喜

びが実感できると思います。

　「まんが家になんてなれるわけが

ない。」と言う人もいます。確かにま

んが家に絶対になれるとは限りませ

ん。だけど、ほんの数パーセントで

いいんです。

　ゼロパーセントでなければ、なれ

る可能性はあるのですから。何度も

チャレンジすれば、きっとチャンス

はやってくるはずです。実際に子ど

ものころの夢をかなえた人もいます。

　私は、悲しい事件の多い世の中を

ふっとばすような、みんなが楽しめ

るまんがをかくまんが家になりたい

です。

『夢はかなえるもの』
　

　　　　北鹿島小学校６年

　　　　古賀　華恋

　「みなさんは、料理は好きです

か。」

　ぼくの将来の夢は、調理師免許を

取って板前になることです。

　なぜ、板前になりたいかというと、

料理をしていておもしろいと思った

からです。ぼくは、夕食のおかずを

だいたい１品は作ります。おいしい

と思った料理は、レシピに書いてい

ます。まだ、少ないのですが、だん

だんたまっていっています。

　ぼくの得意料理は、天ぷら、唐あ

げ、フライなどのあげ物類です。雨

で野球の練習がない日は、夕食のお

かずは、ほとんど作っています。ぼ

くは、もっと料理の勉強をして、お

いしい料理が作れるようになりたい

です。

　ぼくの好きな料理は、和食です。

　なぜ、和食が好きかというと、日

本の料理だし、好きな食べ物が多い

からです。その中でも好きなのが、

天ぷら、すき焼き、みそ汁です。

　調理師免許を取るために、和食の

店で勉強したいです。そして、自分

の店を持ち、天ぷらがおいしいと言

われる和食の店にしたいです。

　店には、子ども連れの家族も来る

と思います。子どもには、おもしろ

くて、おいしい料理を作りたいと思

います。また、外国のお客さんも来

ると思います。

　外国のお客さんは、あまり日本の

料理を食べたことがないと思うので、

和食を通して、日本の食生活や食文

化を知ってもらいたいと思います。

  日本にはおいしいものがたくさん

あります。

　まずは主食であるお米があります。

　日本各地で、おいしいお米「ブラ

ンド米」も作られています。日本は

周りを海に囲まれているので、おい

しい魚介類もたくさんとれます。

　鹿島にもおいしいものがたくさん

あります。海の幸がとても豊富で、

のり、ムツゴロウ、くちぞこなどが

あります。山の幸では、みかんが有

名です。

　これらのものを、外国の人にたく

さんたべてもらい、日本の良さ、和

食の良さを知ってもらいたいと思い

ます。

　その他にも、お年寄りのお客さん

も来ると思います。お年寄りのお客

さんの中には、体が不自由な人や腰

が悪い人もいると思うので、すわっ

たまま移動できるイスを用意したい

と思います。また、歯が悪い人には、

やわらかい料理をおすすめしたいと

思います。

　お客さんに何回も店に来てもらえ

るように、ポイントカードや、ペッ

トＯＫのスペースを作り、障害のあ

る人でも気軽に来てもらえるような

店のつくりにしたいと思います。

　そして、料理を食べてもらって、

「おいしい。」と言って、笑顔に

なってほしいです。

　自分の店を持つと、楽しいことが

たくさんできます。だから、一人前

の板前になりたいと思います。そし

て、「日本一和食のおいしい店。」

と言われる店を持ちたいです。

『日本一の板前を目指して』
　

　　　　七浦小学校６年

　　　　川浪　貴保
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　私は、動物が大好きです。私が初

めて動物を飼ったのは、小学校３年

生の冬でした。念願だったハムス

ターを飼いました。学校から帰るの

が楽しみになりました。私がエサを

きちんと与えないと死んでしまいそ

うなチャイ、とてもかわいらしく、

責任を持って育てないといけないと

思いました。いやな事があっていら

いらしていても、手のひらにチャイ

を乗せていると、そのあたたかさで

心がだんだんなごんできます。でも、

動物のじゅ命は、とっても短いです。

チャイは２年間の思い出を私に残し

ていってしまいました。雨の中で

チャイを見送った日を今でも忘れる

事はありません。

　次に、私の家にやってきたのは、

トイプードルの嵐です。ハムスター

に比べると何十倍も大きい小犬です。

　でも、世話をしていると、心が通

じ合うと言う点では、ハムスターも

犬も同じです。私にとって大切な存

在です。

　ある日、私は動物のテレビを見て

いました。そのテレビは、私にしょ

う激を与えました。なぜなら、動物

達が何の意味もなく、殺されていた

からです。

　飼い主に見捨てられた犬達が、保

健所のガス室に入れられていました。

　私が想像していた以上に残こくな

世界でした。どうして、自分が育て

てきた動物を平気で捨てられるのか、

私には考えられませんでした。どん

なに小さくても、動物にも大切な命

があります。幸せに生きてほしいと

思います。

　チャイと嵐を飼う事によって、私

は動物とくらす事のすばらしさを知

る事が出来ました。小さい者や弱い

者への優しい気持ちをもつ事が出来

ました。ほかにたくさんの人にも、

このすばらしさを知ってほしいと思

います。

　中には、家の都合で動物を飼えな

い人もいるかもしれません。そうい

う人が、いつでも動物とふれ合える

ような場所が、鹿島にもあったらい

いなぁと思います。そうすれば、み

んなが優しい気持ちになれるのでは

ないかと思います。

　私は、これからも優しい気持ちを

持って、少しでも長く大切な家族、

嵐とくらしていきたいです。

『動物と私』
　

　　　　明倫小学校６年

　　　　德村　朝実

　ぼくがレスリングに出会ったのは

小学１年生の夏でした。夏休みに体

験があって、ボール当てなどのレク

リエーションがとてもおもしろく、

それでレスリングクラブに入部しま

した。始めたころはレスリングの事

は何もわからなくて、レスリングと

いうスポーツがあるということも知

りませんでした。レスリングを始め

て１ヶ月くらいした時に初めて技を

教えてもらいました。それはタック

ルという簡単な技だったけれど、そ

の頃のぼくは少し難しかったのを覚

えています。

　初めての試合の時は、ルールもあ

まりわからなくて、技も２つくらい

しか知らなかったので少し不安でし

た。でも今のぼくは、試合前になる

と緊張するけど、その時は試合はど

うやってしたらいいかだけを考えて

いて、緊張はありませんでした。結

果は負けてしまいましたが、次の試

合で初めて勝つことができました。

　その時、勝つことのうれしさを知

ることができたのです。それがぼく

のレスリング人生のスタートでした。

　レスリングをしていて一番楽しい

事は試合で優勝する事です。試合で

勝った時に自分の手を上げてもらえ

ることがとてもうれしいしレスリン

グをしていてよかったと思う瞬間と

同時にまたがんばって勝てるように

なりたいと思います。特に強い相手

に勝った時のうれしさは格別です。

　もう一つレスリングをしていてよ

かったと思うことがあります。それ

は表彰式の時にメダルをかけてもら

うことです。優勝してメダルをも

らった時のうれしさや喜びはとても

大きいです。２位や３位でメダルを

もらうのもうれしいけれど、やっぱ

り悔しいし勝ちたかったと思う気持

ちが大きく、優勝してメダルをもら

えると、とても気持ちが良いしまた

がんばりたいと思うことができます。

　だけど、ぼくがレスリングをして

いて苦しいのが練習です。毎朝、登

校する前に３０分ほど練習し、放課

後にまた長時間練習します。高校生

と一緒なので、先輩たちに鍛えられ

ます。先日右の耳を切開しました。

練習で耳に血がたまって、それを取

り除くためです。とても痛いけれど、

練習の証だと思っています。ぼくは

中学生になってまだ優勝したことが

ないので、くやしくて、優勝したい

という気持ちで、練習をがんばって

います。

　ぼくは中学生になって初めて全国

大会に出場しました。いつもの試合

をする時とは違っていました。どの

選手も体重を減らしていて計量ギリ

ギリまで汗をかいている選手もいま

した。ぼくはその時初めて相手の顔

を見て緊張しました。

　マットの上では相手が一回り大き

く見えました。初めての全国大会は

１勝もすることができずに終わりま

したが、これで全国大会で優勝とい

う新しい目標をつくることができま

した。今はこれを目標に練習をがん

ばっています。先日、祖父が他界し

ました。ぼくのことをとても応援し

てくれていた祖父でした。

　ぼくの将来の夢は世界で活やくす

るレスリング選手になることです。

そんな祖父にぼくが活やくする姿を

見せてあげたかったです。世界の舞

台で表彰台に上がることができるよ

うな選手になって、墓の前で祖父に

も金メダルを見せてあげたいと思い

ます。だからこれからも楽しいこと

や苦しい事もあると思うけどレスリ

ングを続けて行きたいと思うし、今

目標にしている全国大会で優勝でき

るようにこれからも、一生懸命がん

ばって行きたいと思います。

『ぼくとレスリング』
　

　　　　西部中学校１年

　　　　嶋江　翔也
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　すらりとした女性が、さっそうと

ステージを歩き、ポーズを決めると

沢山のカメラのフラッシュがたかれ

る。身につけている服は色とりどり

で、その珍しい形にも目を奪われて

しまう。そんなファッションショー

の様子を、以前テレビで見て、なん

てきれいなんだろうと、その美しさ

にうっとりと見とれていたことがあ

りました。今思えば、このときから

私は洋服や洋服を作ることに興味を

持ち始めたのだと思います。

　服と言えば印象に残っている想い

出があります。小学３年生の時に劇

の役者になった時のことです。その

時に私が演じたのは「お母さん」の

役でした。学校から帰ってその話を

母にすると、早速エプロンを縫って

くれました。台詞を覚えることと、

お母さんらしく演技をすることが大

変で、繰り返し練習をしました。た

くさんの人の前で演じることができ

るだろうかと、不安で体が震えまし

た。しかし母が作ってくれたエプロ

ンを身につけると、私を励まし応援

してくれる母の気持ちをもらったよ

うな気がして、なんだか不思議と落

ち着きました。その後私は、本番で

台詞を間違うことなく、お母さんら

しく役を演じることができました。

　また、私が小さい頃には、祖母が

浴衣を作ってくれました。あまりに

小さくて覚えていませんが、私のた

めに一針一針、一生懸命に縫ってく

れたということを母から聞き、私を

かわいがってくれる祖母の思いが浴

衣にたくさん込められていたんだと

気づきました。

　私たちが着ている洋服はどんな思

いで作られているのだろうか。そん

なことを考えると着る人のそのとき

の状況を考えて動きやすい服にしよ

う。着る人の気持ちを表すような服

を作ろうなどと、決してかわいいと

か、かっこいいとか、きれいだとい

う見た目だけでは作られていないこ

とに気付きます。そんな簡単な気持

ちだけでは、いい服は作れないので

はないでしょうか。服をデザインし、

作り上げることは、その服を着る誰

かを愛情をもって想像しなければい

い服を作れないように思います。祖

母や母は、私に浴衣やエプロンを

作ってやりながら、それを着て喜ん

でいる私の姿や、一生懸命に役を演

じている姿を想像していたのだろう

と思います。私はこんなに愛情をも

らっていたんだと今、気付くことが

できました。

　私は今、授業で職業について調べ

学習をしています。その学習の中で、

デザイナーについて調べてみると、

沢山のことが分かりました。デザイ

ナーになるにはどのような道筋があ

るのか。また、必要な資格や、具体

的な仕事の内容など。詳しいことを

調べるにつれて、簡単にはなれない

ことも分かってきました。しかし、

私はそれでも私の考えた服を着て、

歩く人の姿を想像するととても楽し

くなるのです。だから夢の実現に向

けて今できることから頑張ろうと

思っています。それはもちろん中学

校の様々な教科の勉強ではあります

が、今からも沢山の人との出会いと、

その人たちとのふれ合いを通じて、

人の気持ちについて学んでいこうと

思います。そして将来は、人に喜ん

でもらえるような服をデザインでき

たらいいなと思います。

『笑顔で着てもらえる服を』
　

　　　　東部中学校１年

　　　　小池　まい

　キャビン・アテンダントー飛行機

の客室乗務員になること、それは、

私の６歳の時からの夢です。初めて

乗った東京行きの飛行機で出会った、

笑顔のすてきな、優しさにあふれた

客室乗務員さんのことは、今でも

はっきりと覚えています。

　キャビン・アテンダントに必要な

資質、その一つ目は語学力です。英

会話の力と、さらに中国語などが話

せるといいそうです。そして、もう

一つ大切なことそれは、人としての

魅力だそうです。私は、小さい頃に

見たあのすてきな女の人を思うと、

なるほどそうだろうなという気がし

ます。

－あんしん、あったか、あかるく元気－

　この言葉が何だか皆さんはわかり

ますか。これは、ある会社のキャビ

ン・アテンダントのモットーなので

す。飛行機に乗る人が安心して乗れ

る、そして温かに応対してもらえる、

そして働いているその人が、明るく

て元気だと本当にすてきです。この

言葉は、単に航空会社のモットーと

言うより、私には、人としてこうあ

りたい目標のように思えます。キャ

ビン・アテンダントという職業には、

特に国際線に乗る場合は、世界の

人々をつなぐ、大きな架け橋のよう

な役割があると思います。いろいろ

な国々の人を接客するには、自分自

身もいろいろな国々の文化をわかっ

ておく必要があります。世界の国々

の中には、驚くような文化や風習を

持つ国があるからです。

　私は割と好き嫌いが少ない方です

が、もし子羊の脳みそがその形のま

ま食卓に出てきたとしたら、食べら

れそうにありません。でも、先生の

話によると、中東を訪問して子羊の

脳みそが出てきたとき、皇太子妃の

雅子様は、それを本当においしそう

に食べられたそうです。時々、自分

と違う考えの人がいたときなど、

「えーうそー。変なのー。」などと

つい言ってしまう私。でも、雅子様

の話を聞いて、何だか自分が恥ずか

しくなりました。自分と違うものを

すぐに拒否せず、理解しようとする

こと、それは一人の人間としても、

とても大切なことだと思います。

キャビン・アテンダントが、いろい

ろな国のことを理解していれば、そ

の国の風習でおもてなしができるし、

さらに、そうした風習を知らない人

にも、紹介していくことができるの

です。

　そう思うと、私は、今の自分は

もっともっと日本のことをそして、

自分の故郷、鹿島のことを知らなけ

ればいけないと気がつきます。自分

『世界をつなぐ架け橋』
　

　　　　西部中学校２年

　　　　勝屋　めぐみ
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に誇るべきもの、大切なものがなけ

れば、他の国の文化も大切にはでき

ない気がします。日本にしかない伝

統的なもの、音楽も、美術も、文学

も、つまり今中学生として勉強して

いることが、自分の国を知ることに

つながっているのです。また、私の

住んでいる鹿島のお祭りや行事に参

加したり、家族や近所の方のお話を

聞いたり、鹿島の町を歩き回ったり

することが、故郷のことを知ること

につながるのではないでしょうか。

　夢に向かって努力することは、ど

こか特別なことをするような気がし

ていましたが、今自分がしているよ

うなことを、今以上に楽しく明るく

積極的にやっていけば、夢に近づい

ていくのだとわかりました。

　先日聞いたニュースによると、現

在の日本では、７人に１人が貧困層

に入るそうです。本当にそうなのか

とびっくりしました。そして、昨年

から、就職したくても正規の仕事が

ないといった話題もよく耳にします。

キャビン・アテンダントの採用も若

干名と、この仕事を目指す私にとっ

ても厳しい現状です。

　でも、今の私は１４歳。自分のし

なければいけないことを大切にしな

がら、夢に向かって前進していきた

いです。

　僕がまだ３歳のとき、今住んでい

る家が建ちました。その家を建てて

いた大工さんを見て、僕の夢が出来

ました。

　その夢とは物作りに関わる仕事、

具体的にいうと建築士です。何もな

かった場所に、大工さんが家を建て

ていくのがとても新鮮な驚きで、幼

いながらにかっこよく見えたのをよ

く覚えています。その大工さんのよ

うに何かを作り出す人になりたいと

思い始めました。その後建築士とい

う職業を知りました。建築士と大工

の違いは、建築士が家の設計、工事

監理等を行う人達で、大工は建築、

修理を行う人達のことをいいます。

建築士になりたいという夢、この夢

は３歳のころからまったく変わって

いません。

　学校の授業で、職業について調べ

る機会がありました。その時に建築

士について調べてみたら、建築士に

なるのは、とても難しいことが分か

りました。

　なぜなら建築士になるには、中学

卒業後、高校に入学し、高校卒業後、

工業系の専門大学に行き、そこを卒

業したら建築士の免許を取るための

試験を受ける条件が、ようやく揃い

ます。それから試験勉強をして、合

格すれば免許がもらえるのです。そ

の免許にもいくつか種類があります。

一級建築士、二級建築士、木造建築

士などです。建築士になるためには

たくさんの専門的な勉強をしなけれ

ばならないし、とても難しそうです。

　でも僕はすでにその夢の実現に向

けてがんばっています。僕は今、電

気工事士の免許を持っています。将

来建築士になって家を建てた時、建

築士の免許で家は建てられるけれど、

コンセントなどの配線はできないの

です。

　普通ならその時に電気屋を呼びま

すが、電気工事士の免許を持ってい

ると、その手間が省けます。中学３

年生にはもう受験資格があると知っ

て僕はチャレンジしました。電気工

事士の免許を取ることができたので、

ぜひ将来役に立てたいです。

　僕が建築士になったらまず、自分

の家を建てたいです。自分の好きな

ように、住みやすいように建てたい

です。次にしたいことは、今住んで

いる家、つまり実家のリフォームで

す。今はそうでもないけれど僕が建

築士になったころには、ボロボロに

なっていると思います。だから親の

ためにもリフォームしたいです。

　僕は建築士という仕事は、誇りを

持てる仕事だと思います。なぜなら

自分が設計した家に人が住み、その

家で雨風や寒さを凌ぐ。さらにその

家は何十年、もしかしたら何百年も

人々に使われ続けます。何十年も使

われ続ける物を作る仕事はそうたく

さんはないと思います。だから建築

士はとても誇りが持てる仕事だと思

います。

　僕は今年受験生です。希望進路も

決めています。僕が行きたい学校は、

とてもレベルが高い学校です。けれ

どそこの学校ではとても専門的な知

識を得ることができます。だからど

うしても僕はその学校に行きたいで

す。でも正直今の学力では行けるか

どうか分かりません。だから勉強も

がんばっています。

　家１軒建てるのは建築士１人では、

もちろんできません。大工さん、佐

官さんなど様々な人々の協力がなけ

ればなりません。つまり家を建てる

のにもたくさんの人々の協力が必要

になるわけです。その協力を得るた

めには、誰にでも認められ、信頼さ

れる人にならなければいけないと思

います。さらにその信頼を得るため

には、色々な人とコミュニケーショ

ンを取ることが必要だと思うのです。

コミュニケーション力というのは沢

山の人と出会い、話をしたり、協力

したりすることでつくと思います。

　もうじき僕は中学を卒業します。

これまで出会ったたくさんの人々と、

これから出会う様々な人々も大切に

していきたいと思います。

『僕の夢』
　

　　　　東部中学校３年

　　　　小野　琢磨
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　能古見保育園の園児や保護者に「食と農」に関心を持ってもらおうと、県

の事業に取り組む能古見地区農産物加工直売所「能美の郷」が主催して、

１１月２４日には園児らが７月に植えた「大豆の収穫」、１２月４日にはこ

の大豆を使っての「味噌づくり」を行いました。

　この味噌は、３ヵ月間園で保管し、卒業式に卒

園児へプレゼントされる予定です。

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
育てた大豆で『味噌づくり』を体験したよ 県“食と農”絆づくりプロジェクト活動支援事業状況報告

ご寄附ありがとうございます 鹿島自動車学校校友会　様　㈱スーパーモリナガ　様

寓たくさん味噌ができました

　１１月２５日、今年結成４５周年を迎えた鹿島自動車学校校友会様（折敷

瀬敞子会長）より、チャリティーショー収益の一部３０万円のご寄附があり

ました。

　市では、校友会様の意向により交通安全対策に活用させていただきます。

（写真左）

　１２月１日、（株）スーパーモリナガ様（堤浩一代表取締役社長）より、２０

万円のご寄附がありました。

　『自社の営業上、避けては通れない廃棄物や環境への負荷の課題に対し、

少しでも役立てて欲しい』というお気持ちから始まったご寄附ですが、今回

で１２回目になります。

　市では、今回のご寄附を環境保全対策に活用させていただきます。

（写真右）

『ナイスわが街』が１冊の本になりました 織田正人様ご寄贈ありがとうございます

　昭和５７年から平成１２年までの約１８年にわたり発行された鹿島のミ

ニコミ紙「ナイスわが街」の編集者であった織田さんが、思い出の記事を

抜粋しつつ、新たに商店街の今昔写真を加えて１冊の本として出版。１２

月２日、市に寄贈されました。

　「未来へ残し伝えたい人と街」と題し、子や孫

に語り継がれる読み物になってほしいと願う織田

さん。

　図書館でこの本を貸し出しています。

　　　経済産業大臣表彰　　　

　　　　　下田サチ子さん（八宿）

　下田さんは、工業統計調査の調査員を通算１９回にわたり従事された功

績が認められ、この度経済産業大臣表彰を受けられました。

　１２月１日、同表彰伝達式を市役所応接室で行いました。

受賞おめでとうございます
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　お正月を迎えこたつでゆっくり…とお過ごしの方も多いと思いますが、

こたつも使い方ひとつで、電気代の無駄を防ぐことができます。

　今回は、こたつの電気代節約術をご紹介します。

こたつの電気代節約術教えます。

～皆さんは無駄な電気を使ってませんか～

今今すすぐぐややろろうう温温暖暖化化対対策策 NNoo..７７

　１２月２５日から大阪市で開催される第２３回全国都道府県対抗中学バ

レーボール大会に佐賀県選抜チーム（選手１２人）として出場する監督、選

手らが１２月１７日、市役所を訪れ、小野原教育長に全国大会に向けた意

気込みを語りました。（写真左）

　潤植松千明（東部中３年）・・・・選抜チーム　キャプテン［中央］

　潤山口詩織（東部中３年）・・・・選抜チーム　リベロ［左］

　潤川﨑智幸（東部中教諭）・・・・選抜チーム　監　督

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
祝　全国大会出場 敬称略でご紹介します

問合先　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６

　こたつは、下半身を温めるものですが、人間は下半

身を温めると血液が全身を循環し上半身も温まって

きます。それでも上半身は寒さを感じるので重ね着

して対処しましょう。

　他の暖房器具を併用するとき設定を低くしても十

分温まります。

③他の暖房器具の設定は低めに

　こたつに入っているとついつい気持ちよくなって

寝てしまうことはありませんか？

　④にも書いたとおり電気代の無駄です。

　また、脱水症状や低温やけどの原因にもなります。

　やっぱり、寝るときは布団で寝ましょう！

⑤こたつで寝ない

　ついつい付けっぱなしにしまいがちですが、やはり

電気代の無駄です。

　１時間当り約３～４円の電気代を消費します。

　こまめにスイッチOFFを！

④付けっぱなしに注意！

　外が寒いからといつも強の設定にしていません

か？こたつは中でも十分温かくなります。

　設定を強から中にすれば、電気使用量が20%～

30%減り年間で約1,100円ほど節約できます。

②設定温度は強から中へ
　こたつには掛け布団だけでなく敷布団もセットで
使用します。布団出入り時のすきま風の侵入や床へ

の放熱が防げるので保温効果が高まります。掛け布

団だけの場合と比較すると10%～15%の電気代が節

約できます。

※掛け布団は３～１０cm位の厚みがあれば十分です。

①上掛け布団＆敷布団をつかう

　１２月２０日、京都市で開催された第２１回全国高等学校駅伝競走大会

（女子）に県代表として２年ぶりに出場した鹿島実業高等学校（１３回目）が

都大路を駆け抜けました。（写真右、下）

　　　　　　　　　　潤１区　釘尾　実来（３年）　　

　　潤２区　中島　遥子（２年）　　

　　　　　　　　　潤３区　古賀　悠華（１年）　　

　　潤４区　栗山千絵美（１年）　　

　　　　　　　　　潤５区　古賀　晴香（２年）　　

　潤監督　山崎　博司　　　　　



16 Ｈ２２(２０１０).１.１　広報かしま

　平成２２年２月２８日に任期満了となる、鹿島市農業委員

会委員選挙の日程が次のとおり決定されました。

恭選挙区・定数

　第１区（鹿島、北鹿島地区）　　４人

　第２区（能古見、古枝地区）　　６人

　第３区（浜、七浦地区）　　　　４人

恭立候補予定者説明会

　と　き　　２月１０日（水）　９時から

　ところ　　市民会館３階　大会議室

恭立候補届出受付

　と　き　　２月１８日（木）　８時３０分から１７時まで

　ところ　　市民会館３階　大会議室

　提出書類　　立候補者届出書、宣誓書、戸籍個人事項

　　　　　　証明書（抄本）等

恭投票日

　と　き　２月２５日（木）　７時から１６時まで

　平成２２年５月１１日に任期満了となる、鹿島市長選挙

の日程が次のとおり決定されました。

恭立候補予定者説明会

　と　き　３月１日（月）　１３時３０分から

　ところ　市民会館３階　大会議室

恭立候補届出受付

　と　き　４月１１日（日）　８時３０分から１７時まで

　ところ　市役所５階　大会議室

恭投票日

　と　き　４月１８日（日）　７時から２０時まで

問合先　　市選挙管理委員会　緯（６３）３４１８

市選挙管理委員会からのお知らせ

市農業委員会委員選挙、市長選挙の日程を決定

高額医療・高額介護合算療養費制度が始まりました

　同じ世帯（同じ医療保険）で医療費と介護サービス費

の両方の自己負担が高額になった場合は、両方の自己

負担限度額を適用した上で、それぞれの年間の自己負

担を合算し、所得に応じた限度額（年額）を超えた分が

医療保険から「高額介護合算療養費」、介護保険から「高

額医療合算介護サービス費」として支給されます。

問合先　基準日（今年度は平成２１年７月３１日）に加入し

　　　　ていた医療保険者へお尋ねください。

勧奨通知　基準日に鹿島市国保および佐賀県後期高齢

　　　　　者医療制度に加入していて、この対象になる

　　　　　可能性が高い人には、勧奨通知を発送します。

　　　　　ただし、平成２０年４月２日～平成２１年７月３１

　　　　　日の間に転入又は医療保険を変更した人に

　　　　　は、勧奨通知が出せないことがありますので、

　　　　　市保険健康課国保係（緯６３－２１２０）へ

　　　　　お問い合わせください。

住民基本台帳カードを作りませんか？

　市では「住民基本台帳カード」を発行しています。

　住民基本台帳カードは、運転免許証やパスポートと

同じように、公的な身分証明書として利用ができます。

　また、住民基本台帳カードは電子申請などに必要な

電子証明書（別途、手数料５００円が必要）も保存でき、

この機能を利用して所得税の確定申告をｅ-Ｔａｘ

（電子申告）で行うこともできます。

※電子証明書および住民基本台帳カードの発行には、

申請後１０日前後を要します。

問合・申請先　市民課市民年金係　緯(６３)２１１７

交付申請に必要なもの

　潤手数料（５００円）　潤印鑑

　潤写真（市役所窓口で撮影することも可能です）

　潤本人確認書類（運転免許証、健康保険証、年金証書など）

▽▽▽▽　TEL:○○○○-△△-□□□□

鹿島市大字高津原◇◇◇◇番地

住基　花子
昭和**年**月**日　性別　女

佐賀県

鹿島市

　建情報掲示板ワイド
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国保税の支払方法が選択できます

　右の条件に合致する人の国保税の納税方法は、原則

年金からの徴収となりますが、過去２年間国保税を完

納している人は、申請により口座振替での納付に替える

ことができます。口座振替を希望される人は、申請書

の提出をお願いします。

※新たに特別徴収になられる人へは、その都度通知を

　お送りします。

申請場所　税務課（申請書は窓口にあります。）

持　参　品　印鑑、被保険者証

　　　　　今回、口座を登録される人は、金融機関で

　　　　　登録された口座振替依頼書の本人控え

締　切　日　年金支払月の３ヵ月前までに申請が必要で

　　　　　す。例えば、４月の年金天引を中止するには、

　　　　　１月２８日（木）までの申請完了が必要です。

問　合　先　税務課課税係　緯（６３）２１１８

武雄税務署による

平成２１年分所得税・消費税の確定申告出張受付日程

　武雄税務署では、平成２１年分の所得税・消費税の確定

申告の出張受付を次の期間に行います。

　確定申告や消費税申告をする人は、混雑して長い待ち

時間が予想される市役所主催の申告相談日を避け、こち

らでの申告をお勧めします。

と　き　①２月２日（火）～２月５日（金）

　　　　②２月２４日（水）～２月２６日（金）

　　　　受付時間はともに９時３０分～１５時３０分

ところ　鹿島市役所５階大会議室

問合先　武雄税務署

　　　　緯０９５４（２３）２１２７

※税務職員を装った『振込め詐欺』にご注意ください。

－確定申告耳寄り情報－

潤還付を受けるための申告は、税務署で１月から

受け付けます。岳還付を受けるための申告書を早

めに提出されますと、税金の還付も早くなります。

潤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』を利用すれば、ご自分で

簡単に確定申告書を作成できます。

潤ｅ－Ｔａｘを利用すれば、税務署に行かずに申

告ができます。利用するには、電子証明書の取得

（１６ページ参照）や税務署へ事前に開始届出を行う

などの手続きが必要です。

国保税特別徴収該当者
［次の要件をすべて満たす人］

①世帯主が国保の被保険者となっていること

②世帯内の国保加入者全員が６５歳以上７５歳未満 で

　あること

③特別徴収の対象となる年金年額が１８万円以上で

　あり、国保税が介護保険料と合算して、年金受

　給額の２分の１を超えないこと

　１１０番通報は、県内のどこからか

けても警察本部（佐賀市）の通信指令

室で受理しています。指令室では、あ

なたからの１１０番を受けながら、同

時に他の係員が事件等の発生地を受

け持つ警察署や近くのパトカーなど

に手配し、現場に急行させます。

　１１０番通報は、警察への最も早い

緊急通報手段です。１１０番の際は、

あわてずに、落ち着いて

　潤何があったのか（事件か・事故か）

　潤現場はどこか

　潤犯人の特徴は（人相や服装など）

　潤被害の状況・程度は

　潤住所、氏名、連絡先は

などを正しくハッキリ話してください。

問合先　鹿島警察署

　　　　緯（６３）１１１１

１月１０日は『１１０番の日』です

　建情報掲示板ワイド

市役所５階大会議室にｅ－Ｔａｘ（国税電子申告・納

税システム）コーナーを設置しますので、ぜひご利用

ください。

　設置期間（土日を除く）

　２月２日～５日、２月２４日～３月１５日

あわ
てず
に

落ち
着い
て
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　鹿島市統計グラフコンクールに市内の小学校から多くの作品

が寄せられました。入賞者は次のとおりです。

　写真は１１月２７日に行われた表彰式（特選・準特選入賞者表彰）

のときものです。

　なお、入賞作品は、次の期間エイブル１階エントランスロ

ビーで展示しますので、子どもたちの力作をぜひご覧ください。

　　　展示期間　１２月２４日（木）～１月６日（水）

問合先　企画課情報統計係　緯（６３）２１０１

作　品　名氏名（学校・学年）賞　名部　門

わたしのくちへようこそ！本村凜子（能古見小１年）準特選第１部

てんきよほうとほんとうのてんき峰松勇太（浜小１年）努力賞（小学１～２年）

みんなの視力大丈夫?原　昂平（鹿島小４年）特　選

第２部
（小学３～４年）

少子化って、なんだろう!?
子どもの数は、本当にへってるの!?植松　香（古枝小４年）準特選

まかせんしゃい
～本当はお手伝い大好きなんだよ～山口修平（鹿島小３年）準特選

新聞チラシ調べ山口里奈（古枝小４年）入　選

子ども達は１年間に何の本をよんでいるか。
大人は、小学校のころどんな本をよんでいた?小川瑞葵（古枝小４年）努力賞

新型インフルエンザ大流行!!
～感染予防はしてますか?～原　菜緒佳（鹿島小６年）特　選

第３部
（小学５～６年）

新型インフルエンザがやって来た！岡　京汰（浜小５年）準特選

もっと知りたい祐徳神社森　香菜・小池未玖（古枝小６年）入　選

古枝の住人に聞きました吉村萌花・井上愛佳・山口玲奈（古枝小５年）入　選

夏休みの図書館利用者数山岡百花・三原梨奈・八田美咲（古枝小５年）努力賞

ハイブリッドカーとエコカーはちがうの?光武奈那子・竹口和沙・嬉野　葵（古枝小５年）努力賞

詳しく調べたよ、工夫したよ!

鹿島市統計グラフコンクール入賞結果

　ふな市は､二十日正月に出す郷土
料理『ふなんこぐい』の材料『鮒』
を売る市のことです。
　昔、二十日正月には商家や醸造元、
網元などが奉公人や蔵男達の労を
ねぎらうためにごちそうを振舞う
習わしでした。この時、普通は鯛料
理が出されるのですが､有明海では
あまり捕れず高価だったので、鯛に
似た鮒を代用していたようです。
このため、佐賀平野のクリークなど
で捕れた鮒を売る市がその前日の
１９日に始まったと言われていま
す。
　浜町酒蔵通り会場へお車でお越
しの場合は、浜小学校グラウンドを
ご利用ください。

　ふなんこぐいは、鮒を昆布で巻い
て、野菜などと一緒に、骨まで食べ
られるほど長時間煮込む保存の効
く健康食品です。その分手間がか
かるためか、最近は家で調理する人
も少なくなってきました。
　この日は鮒の販売だけでなく、ふ
なんこぐいの試食や販売、また楽し
いイベントもたくさん用意されて
います。ちょっと早起きして、『ふ
な市』に出かけてみませんか。
　『ふなの販売』は売り切れ次第終
了しますので、購入される皆さんは
お早めにお越しください。

関連イベント

浜町酒蔵通り（１９日６時～）

　潤もちまき　潤ふなんこぐい試食
　潤海童保育園児によるマーチング
　潤共生保育園児による面浮立
　潤うどん販売
　潤大抽選会（チケット１枚２００円）
　問合先　浜公民館　緯（６２）２５３４
新天町さくら通り（１９日６時～）

　潤鯉こくふるまい　ほか
　問合先　鹿島商工会議所

　　　　　緯（６３）３２３１

とき１月１９日（火）早朝

ふな市
ところ　浜町酒蔵通り　６時～１２時［交通規制有］

　　　　新天町さくら通り　６時～

　建情報掲示板ワイド



広報かしま　Ｈ２２(２０１０).1.119

地デジ説明会を開催!お近くの会場にお越しください

　それぞれの説明会では、可能な限り個別の相談にも応じます。

午　後午　前開催日客席数説明会会場会　場

１５時～１１時～

１月８日（金）８０人　　２階大会議室　古枝公民館

１月１３日（水）５０人　　２階大会議室　北鹿島公民館

１月１５日（金）１００人　　大会議室　鹿島公民館

１月１６日（土）５０人　　２階大会議室　浜公民館

１月１８日（月）１００人　　情報学習室　のごみふれあい楽習館

１月１９日（火）１００人　　２階大会議室　七浦公民館

潤お住まいの地区会場以外の説明会にもご参加いただけます。事前の申込みは必要ありません。

潤上記日程は都合により変更・中止となる場合があります。

問合先　佐賀県テレビ受信者支援センター（デジサポ佐賀）　緯０９５２（４１）８８３３

　　　　平日１０時～１８時（１２月２９日～１月３日は除く）

－　統計調査実施のお知らせ　－

２０１０年世界農林業センサスにご協力ください
　２月１日を基準日に農家や林家をはじめ、すべての農林業関係者を対象に世

界農林業センサスが実施されます。この調査は農林業の生産構造、就業構造を

明らかにするとともに、農山村の実態を総合的に把握することを目的としてい

ます。

　調査内容を他に漏らしたり、統計以外の目的に使用したりすることは法律で

固く禁止されていますので、安心してありのままをご記入ください。

　1月下旬に調査員が調査票の配布のため、

　　　　　農家や林家等を訪問しますのでご協力をお願いします。

問合先　企画課情報統計係　緯（６３）２１０１

　建情報掲示板ワイド

　２０１０年のスタートです。２１世紀

に入り、早いものでもう１０年目を

迎えることになります。

　さて、「２１世紀は環境の世紀や人

権の世紀です。」ということを聞か

れた方も多いかと思いますが、こ

れは、「２１世紀には様々な環境問題

が解決し、人権が守られるような

社会になります。」ということを

言っているのではありません。

　ご存知のように、環境問題は、地

球温暖化の問題、資源の浪費によ

る危機、生態系の危機など今世紀

に人類が直面する最大の課題だと

いわれています。今、きちんと対応

しないと、私たちの住む地球が大

変になるという意味での｢環境の

世紀｣という表現であると思います。

　そのように考えると、｢人権の世

紀｣という意味は、｢一人一人の人

権を守ることは、環境問題と同じ

ように、21世紀の大きな課題でも

あり大事な問題です。だから、全て

の人が力を合わせて人権を守って

いくことが必要ですよ。｣という

メッセージであると思います。

　今日なお、同和問題や高齢者、障

害者の問題をはじめ様々な人権問

題が発生しています。近年は、特に、

ドメスティック・バイオレンス（Ｄ

Ｖ）や児童虐待、さらに、インター

ネットの匿名性を悪用した人権侵

害等が多発しています。

　この中のいくつかの問題は、

きっとみなさんの身近なところで

も起きていることではないかと思

いますし、起こりうる問題だと思

います。新年を迎え、まずは家族の

中で、そして職場や地域の中で、一

人一人の人権が大事にされること

につながる、「小さな取り組み」を

はじめてみられませんか。

人権が大事にされる新しい年に！

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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平成２２年度　杵藤地区広域市町村圏組合

介護保険事務所　嘱託職員募集

募集人員　２人

応募資格　①杵藤地区広域圏内に居住していること

　　　　　②保健師、看護師、准看護師、介護支援専門　

　　　　　　員のいずれかの資格を有する者（資格取得

　　　　　　後３年以上の実務経験がある者）で、普通

　　　　　　自動車運転免許を有する者

　　　　　③パソコンが実務レベルで利用できる者

採用期間　平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日

　　　　　※5年を限度として更新あり

職務内容　介護保険認定事務および認定調査

勤務時間　８時３０分～１７時１５分

勤　務　地　杵藤地区広域市町村圏組合　介護保険事務所（鹿島市）

応募方法　市販の履歴書に記入の上、下記宛郵送か持　

　　　　　参してください。

受付期間　１月１５日（金）～２月１５日（月）当日消印有効

選考方法　面接試験により選考します。

　　　　　面接日は、受付締切り後連絡します。

問合・応募先　杵藤地区広域市町村圏組合事務局　総務課

　　　　　緯０９５４（２３）５１４２

　　　　　〒８４３-００２３

　　　　　武雄市武雄町大字昭和１番地２

　建情報掲示板ワイド

連絡先　九州電力（株）武雄営業所

緯０１２０（９８６）３０４（通話料無料）

　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。

　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。

被保険者区分

潤第１号被保険者岳自営業者、学生など

潤第２号被保険者岳サラリーマン、公務員

潤第３号被保険者岳第２号被保険者に扶養されている

　　　　　　　　　配偶者

『万一』もサポート

　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

潤第１号被保険者岳市区町村役場

潤第２号被保険者岳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。

潤第３号被保険者岳配偶者の勤め先などを経由して行

　　　　　　　　　ないます。

保険料の猶予・免除

　学生である場合など、収入が少ないために国民年金

保険料の納付ができない場合は、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。この申請を行わないまま保険料が未納と

なっていると、年金が受取れない場合がありますので、

ご注意ください。詳しくはお尋ねください。

問合先　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２１

新成人の皆さん　国民年金の加入手続きをしましょう
－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－

寓 １１月１７日　七浦保育園 寓 １１月１９日　保育所みどり園

　勤労感謝の日を前に、市内２保育園

の園児が市役所を訪れ、感謝の言葉と

花束をいただきました。

園児さん　
　ありがとう！
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（Ｍ）ねぇジェン！新年に何かするつもり？

（Ｊ）ううん.まだ何の予定もないの.

（Ｍ）ぼくもさ.何かをしようよ！

（Ｊ）いいわね.神社に行くのはどうかしら？

（Ｍ）それはいいね.

Mike:

Jen:

Mike:

Jen:

Mike:

Hey, Jen. Are you doing anything for New
 Year's ?

No, I still don't have any plans.

I don't either. We should go do something.

Good idea! How about we go to a temple?

Great!

　10月29日、東部中学校では文化庁の

支援を受けて「東京ニューシティー管弦

楽団」（６５人）を招き素晴らしい管弦楽

の演奏をしていただきました。

　当日はプロのオーケストラによる本物

の演奏を本校体育館で聴けるばかりでは

なく、バイオリンなどの楽器の体験、

オーケストラを動かす指揮の体験、そし

て生徒も参加し一体となったボディー

パーカッションやオーケストラの演奏で

本校校歌を歌うなど、夢のような体験が

できました。

　本事業の目的は「子どもたちの芸術を

愛する心を育て、豊かな情操を養うこ

と」とあります。その目的は十分に達成

されたようです。

 【生徒の感想】

・私は、とても貴重な指揮の体験をしま

した。私にオーケストラの人が合わせて

くれて緊張したけど体験してとても良

かったと思いました。オペラ歌手の人は

あんな歌聞いたことがなかったので、

びっくりしました。一人であんな音（声）

を出すなんてすごすぎます。今日は本当

によかったです。

・オーケストラでこんなに感動するなん

て思っていませんでした。楽器はいろい

ろとあり、多様な音色を聞けていろんな

ものを生で見たのがすごかったです。指

揮者もあんなに汗ぶるぶるになってでも

僕たちに曲を聴かせようと必死だったの

が、僕たちにも伝わりました。

～　本物の舞台芸術体験　～

東部中学校

No.１５２

校学 だ よ り

寓 オーケストラ演奏とテノール独唱に感動

ドノヴァン先生

№５０

　今月のキーフレーズは”We should go do something.”（何かをしよう！）

です。会話で次のように使います。

（Ｊ）おいケヴィン！土曜日は君の誕生日だろ

う？

（Ｋ）そうだよ.でも特に何もしたくないなぁ～

（Ｊ）え～　１年に１度だよ.

　　誕生日に何かしようよ！

（Ｋ）そうだね！土曜日に集まろうか！

（Ｊ）わかった！他の人も何人か連れてくるよ.

Jeff:

 
Kevin:

 
 

Jeff:
 

 
Kevin:

 
Jeff:

Hey, Kevin. Isn't it your birthday on
 Saturday?
 
Yes, it is, but I don't want to do anything
 special.
 
What? It only happens once a year. We
should go do something for your birthday.
 
I guess you're right. Let's get together on
 Saturday.
 
Alright. I'll bring some other people too.
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　　１月の保険料の納付日は次のとおりとなりますので、

　お忘れのないようにお願いします。

　　なお、口座振替の方は残高不足にならないようにご　

　注意ください。

　問合先　杵藤地区介護保険事務所　緯（６９）８２２２

施設に入居している人が
　　　　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）
２０３円　～　４６９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）
５７１円　～　８５１円
（要介護１）　　　（要介護５）

特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入居している高齢者に、日常生活

上の支援や介護を提供します。

【主なサービス内容】

・食事、入浴、排せつの介助

・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

　

有料老人ホームなどに入居した人が、

生活支援を受けたいときに

介護保険料納付日のお知らせ
口座振替の

口座引落日

納付書払いの

納期限
納　付　日

１月２９日（金）２月１日（月）８期（１月）

メルマガ読者大募メルマガ読者大募集集メルマガ読者大募メルマガ読者大募集集
　観光協会では、鹿島市観光メールマガジンを配信してい
ます。info@kashima-kankou.comあてにメルマガ希望と書
いて送信してください。ケータイからの登録は右側の二次
元コードを読み取り、空メールを送信してください。問合先　鹿島市観光協会　観光戦略推進室　緯（６８）０００７

　　１、２月で６５歳になられる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気軽にご出席ください。

　　と　き　１月２１日（木）　１４時～

　　ところ　市民会館１階第４会議室

　　問合先　杵藤地区介護保険事務所　緯（６９）８２２２

介護保険制度説明会を開催

※　有料老人ホームには、サービス利用料とは別に入居費用が必要となりますので、ご注意ください。
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　佐賀県では県内の消費拡大を推進

し地域経済の活性化を図るとともに

県・市町の税収増につなげるため、

“Ｂｕｙさがん県民運動”を展開して

います。参加加盟店ではスタンプ

カードを設置しており、スタンプが

貯まると抽選会に参加できます。

　詳しくは佐賀県、鹿島市、鹿島商

工会議所のＨＰをご覧ください。

問合先　商工観光課

　　　　緯（６３）３４１２

 

　今年の県内一周駅伝は、５０回の記

念大会として開催されます。この間

鹿島市チームは延べ２５０名余りの

選手が栄誉をかけ疾走しました。

　５０周年を機に鹿島市チームが一層

活躍できるよう記念祝賀会を開催し

ます。松尾正雄さんの記念講演もあ

ります。

と　き　１月１７日（日）受付１４時３０分～

ところ　市内「家督屋鹿島店」

会　費　７,０００円

問合先　林　０９０－４４８０－８９９８

おお知知ららせせ
「がＢＵＹさがん運動２００９」
にご協力ください

鹿島市チーム県内一周駅伝
５０周年記念祝賀会を開催

 

　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、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。

　１２月下旬に税務課から送付された

申告書に、平成２２年１月１日現在、

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、申告していただ

きますようお願いします。

問合・提出先　税務課課税係　

　　　　　　　緯（６３）２１１８

 

　市民球場・蟻尾山公園グラウンド・

ゴルフ場は芝生の養生などのため、

２月２８日まで休場しています。　

　日頃ご利用いただいております皆

さんにはご迷惑をおかけしますが、

ご協力をお願いします。

問合先　鹿島市体育協会

　　　　緯（６２）３３７９

償却資産の申告書は２月１日（月）
までにご提出ください。

市民球場・グラウンド・ゴルフ場
休場のお知らせ

 

　私たち鹿島市桜樹保存会は、昭和

６０年に旭ヶ岡公園の桜の保存と育成

を目的に発足しました。今日まで、市

内に約４００本の桜を植樹し、また、生

育調査を行い、より良い桜の環境づ

くりを目指しています。

　今年は２月１４日に旭ヶ岡公園での

植樹祭を予定しています。市民の皆

さんもぜひご参加ください。

　また、当保存会では、皆さんからの

植樹のための寄付を募集しています。

　皆さんのあたたかいご支援をよろ

しくお願いします。

問合先　鹿島市桜樹保存会事務局

　　　　（鹿島青年会議所内）竹田

　　　　緯（６２）５６５６

 

　記念品、お土産、プレゼントとして

お買い求めください。

金　額　１個　１，０００円

販売所　鹿島観光物産センター

　　　　（肥前鹿島駅構内）

問合先　鹿島城赤門２００年記念事業実行委員会事務局

　　　　（市商工観光課）緯 （６３）３４１２

桜の植樹祭を行います

「赤門携帯ストラップ」
残りわずかとなりました

　平成２１年１１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１１月１６日弔　慰
琴路神社獅子舞３,０００円１１月２日

祝　儀
第１７回のごみふれあいまつり３,０００円１１月８日
鹿島市交通安全指導員会意見交換会３,０００円１１月２６日会　費
名刺印刷代（市長用）７,８７５円１１月２日その他

３１,８７５円合　計

平成２１年１１月
市長交際費支出状況表
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　鹿島市シルバー人材センターの会

員は、市内の各分野で生き生きと働

いています。高齢者が元気だと、家

庭も地域も明るくなりますし、自身

もなお、はつらつとしてきます。

　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共に楽

しく仕事をしてみませんか。

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。

恭刃物研ぎ（包丁、のこ、鎌、チェンソーなど）

　毎月第3木曜日8時３０分～

恭作業の相談をお受けします。

　「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」

「倉庫の片付け」など

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。

　トラック［バラ積み］でも購入できます。

恭暖房用に割った 薪 もあります。
たきぎ

問合先　鹿島市シルバー人材センター

　　　　緯（６３）０９７０

シルバーの力で
「鹿島のまち」を明るくしましょう  

　「さが若者サイト」（通称さがサイト）

は佐賀の若者をメインターゲットに

した若者の自立を応援する総合的な

参加型Ｗｅｂサイトです。

　 http://www.saga-wakamono.jp

潤主なコンテンツ

・若者を支援している様々な機関、

　団体等の情報収集・ブログの閲覧

・キャリアカウンセリング

・ムービー配信　など

問合先　県こども未来課

　　　　緯０９５２（２５）７３８１

 

　経理記帳、給料計算、会議資料の作

成、名刺や顧客データの整理、催し物

ポスターの作成、ホームページの立

ち上げ、更新、通販への参入などお考

えの事業主の皆さまへ

　県が運営する「さがＳＯＨＯネッ

トワーク」登録者にご依頼ください。

　ご連絡いただければ、説明に伺い

ます。

問合先

県委託先（受託者担当）田栗、江口

緯０９５４（２３）１１１８

ご存知ですか?
「さが若者サイト」

「さがSOHOネットワーク」を
ご利用ください

 

 

　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

　◇１月２１日（木）　１４時～１６時

　　職業ふれあいセミナー『電気工事業』

　　講師　堤　和之さん

　◇１月２８日（木）　１４時～１６時

　　自分みがきセミナー

　　『面接突破には、第一印象が勝負』

　　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

 

 

　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　１月１５日（金）１０時～１４時

ところ　のごみふれあい楽習館

演　題　「脳性まひという障害と

　　　　どう向き合ってきたか」

講　師　島田乃梨子さん

　　　　（九州大学大学院生）

その他　託児室あります

　　　　午後からは島田さんを囲んでの

　　　　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

募募 集集
若者自立支援セミナー

受講生募集

講講 演演 会会
２１年度佐賀県協働提案型
家庭教育講座（４回目）

【地域別】　　　　　　　　　　　　　　　[１時間]　　　[効力発生日]

　佐賀県（地域別）最低賃金　　　　　　６２９円　　平成２１年１０月１日

【特定（産業別）】

　一般機械器具製造業関係最低賃金　　７４５円　　平成２１年１２月１８日

　電機機械器具製造業関係最低賃金　　７０３円　　平成２１年１２月２０日

　陶磁器・同関連製品製造業最低賃金　６３２円　　平成２１年１２月２５日

　なお、精皆勤手当、通勤手当、家族手当及び時間外手当は算入されません。

問合先　佐賀労働局　労働基準部賃金室　緯０９５２（３２）７１７９

佐賀県の最低賃金が改正されました
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　１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　事前に電話で申し込む。

申込・問合先

　　　　　スポーツライフ・鹿島

　　　　　緯（６２）３３７９

 

　新春岩屋路ハイキングに家族や友

人、知人などを誘って、今年１年健

康でありますように、体力づくり、

健康づくりにぜひご参加ください。

と　き　１月１０日（日）

集　合　１０時までに能古見貝瀬バス

　　　　停前に集合

参加費　５００円／１人（保険料含む）

持参品　弁当、水筒など

問合先　井上　緯（６２）５８０２

イイベベンントト
新春！三社参りウォーキング

参加者募集

新春岩屋路ハイキング
に参加しませんか

 

　今年も恒例の『クロカンフェスタ』

『祐徳ロードレース』の季節がやっ

てきました。健脚自慢の皆さん、ぜ

ひご参加ください！

【クロカンフェスタinかしま】

　愛好会や職場の仲間を誘ってみん

なで参加しませんか。

と　き　１月２３日（土）：小学生駅伝

　　　　１月２４日（日）：中学生・一般駅伝

締　切　１月１５日（金）必着

【公認鹿島祐徳ロードレース】

　気軽に参加できる２娃の部は参加

費無料です。ぜひご参加ください。

と　き　２月２８日（日）

種　目　ハーフマラソン、１０・３・２㎞

締　切　１月１５日（金）必着

申込先　鹿島市体育協会

　　　　緯（６２）３３７９

　　　http://www.asunet.ne.jp/~taikyou/

 

　開館５周年記念特別展「近代との

遭遇-世界を見る・日本を創る-」を佐

賀県立美術館で開催します。

　本展では、幕末から明治にかけ海

外へ渡った佐賀の人々が見た世界と、

彼らが学んだ知識や技術によって創

り出された近代日本の姿を、歴史と

美術の視点で紹介します。

期　間　１月１日（祝）～２月１４日（日）

会　場　佐賀県立美術館

開館時間　９時３０分～１８時

観覧料　一　般　１０００円　

　　　　大学生　　８００円

　　　　※高校生以下は無料

問合先　佐賀城本丸歴史館

　　　　緯０９５２（４１）７５５０

『クロカンフェスタinかしま』
『公認鹿島祐徳ロードレース』　参加者募集！

佐賀城本丸歴史館
特別展「近代との遭遇」

 

 

潤遺言、離婚、成年後見に関する相談

潤不動産などの登記に関する相談

潤戸籍の届出や国籍に関する相談

潤供託や人権に関する相談

などの法務局の業務全般について、

公証人、司法書士、土地家屋調査士、

人権擁護委員、法務局職員がお答え

します。（相談無料　秘密厳守）

　気軽にご相談ください。

と　き　１月３１日（日）　１０～１６時

ところ　佐賀市立図書館　２階

　　　　多目的ホール（どんどんどんの森）

問合先

　　　佐賀地方法務局総務課

　　　　緯０９５２（２６）２１４９

 

 

　将来の水産業を担う、後継者育成

のため研修生を募集します。詳しく

はお問い合わせください。

対　象　者　原則１８歳以上

募集人員　２０人程度

募集コース　本科（１年間）

研修科目　水産の基礎及び専門研修

　　　　　各種免許取得講習

願書受付　１月１２日（火）～２月２６日（金）

願書請求先　県高等水産講習所または

　　　　　漁業協同組合

試　験　日　３月１２日（金）

　　　　　簡単な筆記試験と面接有

問　合　先　県高等水産講習所

　　　　緯０９５５（７２）２５６５

相相 談談
法務局なんでも相談所
－あなたの相談にお答えします－

試試験験・・採採用用
県高等水産講習所
研修生募集

市税集合徴収分の
第８期の口座振替日は

１月２９日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）
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　鹿島史談会では郷土の歴史につい

て、会員や外部講師により毎月発表

や見学を行っています。

　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　１３時３０分～１５時

ところ　田澤記念館

資料代　２００円（入場無料）

潤１月７日（木）

　演題　『酒見家文書について』

　講師　坂本武一郎さん

　　　　（当史談会名誉顧問）

潤２月４日（木）

　演題　『伊能忠敬～長崎街道測量等』

　講師　松尾紀成さん

　　　　（当史談会理事）

潤３月４日（木）

　演題　『 横澤城 の戦い』
よ こ ぞ う じ ょ う

　講師　迎　昭典さん

　　　　（当史談会会長）

問合先　鹿島史談会事務局　永石　

　　　　緯（６２）６６３４

 

　家計簿のつけ方の勉強会を毎月１

回開催しています。興味のある人は

お出かけください。

と　き　１月２８日（木）１０時～１２時

　　　　２月２５日（木）１０時～１２時

　　　　３月２５日（木）１０時～１２時

ところ　のごみふれあい楽習館

持参品　筆記用具、家計簿、領収書、

　　　　電卓（そろばん）　など

問合先　鹿島友の会　下村　　　　

　　　　緯（６２）５９３０

講講習習会会・・教教室室
鹿島史談会
鹿島の歴史講座

鹿島友の会
家計簿のつけ方勉強会

募集人員　15人程度

　　　　　（一般・社会人合わせて）

入試区分　①一般入試②社会人入試

受験資格

　①中学校卒業（見込み）以上の者

　②高等学校を平成20年3月以前

　　に卒業の者

入試日程

潤出願期限　１月２５日（月）まで

潤入試日　　１月２７日（水）

潤合格発表　１月２９日（金）

試験科目

①国語・数学・面接

②一般常識的な筆記試験・面接

願書請求

問合先の窓口で直接受け取るか、住

所・氏名・連絡先を記入し、返信用切

手120円分を同封し郵送で請求（返

信用封筒不要）または、ホームページ

よりご請求ください。

携帯電話から簡単アクセス ▼

鹿島看護学校
平成２２年度２次生徒募集

　鹿島看護学校では、平成２２年度の生徒を募集します。

　出願手続き等の詳細はお問い合わせください。

問合先　〒８４９－１３１１　鹿島市大字高津原８１３

　　　　鹿島藤津地区医師会立看護高等専修学校　緯（６３）３９６９

　　　　http://www.kf-med.or.jp/

第３弾　料理教室＆家事のお話

　～ひとり暮らしも応援!!～

　進学・就職・婚活･･･自立生活に向

けての講座を開催します。

　春からひとり暮らしをはじめる人、

婚活をやりたいと思っている人、育

児休業をとろうかと迷っている人、

迷わず自立への一歩を踏み出してみ

ましょう！

　３児の父であり、２回の育児休業

を経験した、家庭科教育学の先生と

いっしょに料理を作ります。

　食事の後は、「男にもできる家事･

育児」の話もあります。

　気軽にご参加ください。

講　師　佐賀大学　准教授

　　　　中西雪夫さん

と　き　１月２３日（土）

　　　　　　　　１０時～１３時３０分

ところ　エイブル　調理室

対象者　講座に興味のある方

　　　　（未婚・既婚・性別は不問）

参加料　５００円

申込先　市生涯学習課

　　　　緯（６３）２１２５

「家事するあなたはカッコイイ!!」講座参加者を募集
―　平成21年度鹿島市男女共同参画推進事業　―　
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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）３３７３１月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成１８年６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

１４日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２０年６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）

２８日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２１年９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 

２７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

６・１３・２０・２７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

６・２０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

１９日（火）

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

『の～んびりポカポカ』

年末年始でつかれたママへ甘～い

ひととき竃（おやつ代１家族１００円）
繰会場繰
楠風館

２８日（木）

『お正月の楽しみ♪』

ママが作った羽子板で
ポーンポーン

繰会場繰
エイブル

１２日（火）

　恭のびのびサークル
　　　　対　象　１歳７ヵ月児～４歳と保護者

『あたたかなひととき』

心も体も美味しさいっぱい竃

（おやつ代１家族１００円）
繰会場繰
楠風館

２２日（金）

『お正月の遊び♪』

簡単にできる羽子板を作って遊び
ます

繰会場繰
エイブル

８日（金）

潤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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１月

 睦月 
むつき

８日（金）　市内小中学校３学期始業式
９日（土）　鹿島市消防出初め式
　　　　　　　　　　　中川グラウンド　９時３０分～
１０日（日）　鹿島市成人式　　　市民会館　１４時～
１５日（金）　コーヒーの入れ方講座　エイブル１３時～
１９日（火）　ふな市（詳細は１８ページ）
２３日（土）　料理教室と家事のお話（詳細は２６ページ）
２３日（土）　クロカンフェスタin鹿島（小学生駅伝）　陸上競技場　９時３０分～
２４日（日）　　　　〃　　　　（中学生・一般駅伝）
　　　　　　　　　　　　　陸上競技場　９時３０分～
２４日（日）　文化財防火訓練（浜地区）　　　　　１０時～
２４日（日）　宗次郎オカリナ・コンサート
　　　　　　　　　　　　　エイブルホール　１６時～

『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

（１月分）
１日（祝）～３日（日）
９・１６・２３・３０日（土）、１１日（祝）
１０・１７・２４・３１日（日）、

市役所
保健センター

１日（祝）～４日（月）、１２日（火）
１８・２５日（月）、２８日（木）

市民図書館

１日（祝）～４日（月）
１８・２５日（月）、１２日（火）

生涯学習センター
（エイブル）

１日（祝）～４日（月）市民会館

１日（祝）～３日（日）
５・１２・１９・２６日（火）

陸上競技場、
社会体育館

※市民球場と蟻尾山グラウンド・ゴルフ場は、芝の養生の
　ため２月２８日まで休場です。

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

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）

前山薬局稲富小児科　緯（６３）３９１４１０日（日）

祐信堂薬局田中医院　緯（６３）４０８０１１日（祝）

オダ薬局ピオ店森田医院　緯（６３）３９５６１７日（日）

アルナ浜店薬師寺医院　緯（６３）５２８１２４日（日）

ミズ北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６３１日（日）

　　　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

広報かしま原稿締切日

３月号２月号
１月２９日１２月２８日

愚無料法律相談
　１４日（木）　市民会館１階

　　　　受付１３時～１４時　（先着１０人）　１３時３０分開始

　２８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

愚成人健康相談　保健センター
　６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
　４・１８・２５日（月）、８・１５・２２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　
　13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
愚厚生年金・国民年金相談　市民会館１階サロン（要予約）
　５・１９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
　６・１３・２０・２７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

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

　１日（祝）
　２日（土）

　３日（日）
　９日（土）
１０日（日）
１１日（祝）
１６日（土）
１７日（日）
２３日（土）
２４日（日）
３０日（土）
３１日（日）


