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　１月１０日、市民会館で『第５６回鹿島市成人式』を

開催しました。今年は新たに３６４人の若者が大人の仲

間入りを果たしました。

　式典では、凛々しいスーツ姿や、艶やかな振り袖姿の

新成人に対し、たくさんの来賓の皆さんから祝いや激励

の言葉が贈られました。

写真　２０歳の門出

平成２１年１２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

　これに応え、新成人代表の中山裕太さん

が、これからの社会を担う若い世代とし

て、ユーモアを交えながら力強く決意の

言葉を述べました。

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯７＋人１＋世帯１０,５７８人３１,７８２

世帯８＋人２０＋世帯　５,１４７人１４,３１１鹿　　島

世帯１－人５－世帯　１,１６６人  ３,９２５能　古　見

世帯０人２－世帯　　　９９２人  ３,２３９古　　枝

世帯３－人１１－世帯　１,０５４人  ３,２６６浜

世帯２＋人７＋世帯　１,２２７人  ３,７５２北　鹿　島

世帯１＋人８－世帯　　　９９２人  ３,２８９七　　浦

人５＋人１４,９４８男

人４－人１６,８３４女

No.９９No.９９４４
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３月の申告相談日程【時間９～１６時】２月の申告相談日程【時間９～１６時】

会　場対象地区曜日会　場対　象　地　区曜日

市役所５階
大会議室

高津原月１
市役所５階
大会議室

鹿島地区以外の人で還付申告か公的年金のみの申告をされる人水10

中牟田・横田火２鹿島地区の人で還付申告か公的年金のみの申告をされる人金１２

西牟田水３市内全域　※ただし、事業（農業・営業等）所得を含まない人のみ月１５

城内・東町・大手・新町木４
古枝公民館

大村方・上古枝・下古枝・久保山・奥山・七開午前
火１６

若殿分・末光・馬渡金５鮒越・中尾・竹ノ木庭・平仁田開拓・矢答午後

納富分・井手分月８の　ご　み
ふれあい
楽　習　館

伏原・下浅浦・中浅浦・上浅浦・大木庭・広平・貝瀬・土穴水１７

行成・執行分火９東三河内・西三河内・中川内・早ノ瀬・大野・本城・中木庭木１８

小舟津・犬王袋・世間・重ノ木水１０南川・筒口・大殿分・川内・山浦・白鳥尾・山浦開拓・番在開拓金１９

市内全域

木１１
浜公民館

新方・庄金・南舟津・中町・浜新町午前
月２２

金１２湯ノ峰・野畠・北舟津・八宿午後

月１５

七浦公民館

江福・飯田午前
火２３

※市が行う申告相談期間中は、混雑が予想

されますので、できるだけ指定日にお越し

ください。

龍宿浦・嘉瀬浦・音成午後

大宮田尾・母ヶ浦・西塩屋午前
水２４

小宮道・東塩屋・西葉午後

北鹿島公民館
本町・乙丸・中村・森・土井丸木２５

井手・三部・新籠・常広・古城・組方金２６

　平成２１年分の所得税と平成２２年度の市・県民税の申告

の時期となりました。

　申告書の送付を受けた人はもちろん、申告書が送られてき

ていない人でも、申告が必要な人は申告をしてください。

（申告が必要かわからない人は、３ページの税の申告早わかり

図で確認するか、お問い合わせください。）

　申告に関する相談を下記の期間行いますので、日時と場所

を確認してご来場ください。（土、日曜を除きます。）

問合先　市役所税務課　緯（６３）２１１８

　皆さんの申告内容に合わせてご準備ください。

　①申告書・印鑑

　②事業所得の計算に関する書類（※収支内訳書・帳簿・領収書等）

　③源泉徴収票・支払調書・家賃・地代・配当など収入金額が分かるもの

　④社会保険料・生命保険料・地震保険料の領収書か証明書

　⑤医療費・雑損・寄付金などの控除が必要な人は、その領収書か証明書

　⑥所得税の還付を受ける人は、自分名義の預金通帳

　⑦障害者の人は、戦傷・障害者手帳または福祉事務所長の認定通知書

恭申告に必要なものは？

恭鹿島市申告相談日程

恭武雄税務署申告相談日程（２月のみ実施）

２月の申告相談日程【時間９時３０分～１５時３０分】

対象者会　場曜日

潤青色申告、還付申告、営業・農業収支内
訳書作成、住宅借入金特別控除等確定申告
が必要な人
潤消費税申告が必要な人

　　　　問合先　武雄税務署
　　　　緯０９５４（２３）２１２７

市役所５階
大会議室

火２

水３

木４

金５

水２４

木２５

金２６

 申告は正しくお早めに！

怯医療費控除を受けるには?
　あなたやあなたと生計を一にする親族

のために平成２１年中に支払った医療費が

ある場合、計算した金額を医療費控除と

して所得から差し引くことができます。

　領収書から個人別・病院別に計算をし

て申告してください。

※差額ベッド料・文書作成料・予防接種等

は医療費に含まれません。

パソコンを利用する人は、国税庁ホームページの『確定申告書

等作成コーナー』で確定申告書の作成ができます。

【お願い】『収支内訳書』がないと手続きに時間がかかります。

事前に『領収書』や『帳簿』で収支内訳書を作成しておいてください。

申告をしないと・・・・
　申告が必要な人が申告をしていないと、所

得税では延滞税や加算税などが課せられます。

　これ以外にも、国民健康保険税の軽減措置

を受けられなかったり、保育所入所・公営住宅

入居・事業資金の融資などに必要な所得証明

書などが発行できなかったりしますので、ご

注意ください。
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　地方税改正に伴い、平成２２年度から個人住民税に係る制度が一部変更になりました。

恭税の申告早わかり図

恭個人住民税改正のポイント

怯住宅ローン特別控除が拡充されました

　潤対象者

　岳所得税の住宅ローン控除の適用者

　　　　　　　(平成２１年から平成２５年までの入居者)

　潤控除される額

　岳所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額

　　について、所得税における税額控除額と同額(最高

　　９７,５００円)を限度に翌年の住民税から控除されます。

　潤実施時期

　岳平成22年度住民税から(平成21年分所得税から)

　※税源移譲の実施に伴う住宅ローン特別控除(平成１１

　年から平成１８年までに入居した人が対象)も引き続き

　実施します。なお、昨年までの『住宅借入金等特別税額

　控除申告書』の提出は、確定申告や年末調整で住宅　

　ローン控除を申告される人については、申告不要とな

　りますのでご注意ください。

怯証券税制が変わります

　上場株式等の配当・譲渡益に対する軽減税率の延長が

　なされました。

　潤延長期間

　岳平成２１年１月１日～平成２３年１２月３１日

　　　　　　　　　　　　(平成２４年度の住民税まで)

　潤軽減税率

　岳住民税３％(所得税７％)

　※上場株式等の譲渡益と配当等との間の損益通算の

　仕組みが導入されています。特定口座を活用して損

　益通算を行う方法については、平成２２年１月からの

　適用可能とされており、平成２１年分の損益通算にあ

　たっては、確定申告が必要となります。

　　詳細は税務署等にお問合せください。
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　鹿島市国民健康保険特別会計は、平成１５年度から単年度収支が赤字に陥り、平成２０年度末で３億

１７９１万円の累積赤字を抱えています。

　赤字の主な原因としましては、

①加入者の高齢化に伴う医療費の増

②不況や加入者の減に伴い、増大する医療費に見合った国保税収が確保できていない

などがあげられます。　

　そのため、平成１９年度から段階的に国保税率の

改定（値上げ）を行い、医療費適正化（特定健診・保健

指導など）に取り組んだ結果、平成２０年度には単年

度収支が黒字になりました。

　しかし、これまでの累積赤字が残っています。

　特別会計の趣旨を考えると累積赤字は加入者の負

担で解消するのが本来の姿ですが、この赤字額が多

額であることから、特例的な措置として、一般会計

からの一部赤字補てんを平成２１年１２月市議会定

例会に提案し、全会一致で可決されました。

　赤字補てん額は、市民皆さんが国保加入者ではあ

りませんので、国保税率の改定（値上げ）を開始する

前の平成１８年度末の累積赤字額（２億３６８７万

円）に対し、市民の国保加入者率（４３.８６%）・加入

世帯率（６１.１９%）などを用いて計算した１億

２０４３万６千円としました。

　これで 平成２１年度末の累積赤字を約１億

５６００万円と見込んでいます。

　現在の国保税率では約４０００万円の単年度黒字

が見込めますので、あと４年ほどで累積赤字が解消

できると想定しています。

　一部赤字補てんのため一般会計からの特別な繰り

入れを行うことについて、市民の皆様のご理解をよ

ろしくお願いします。

問合先　保険健康課国保係 緯（６３）２１２０

国保会計の赤字補てんについて

図２）単年度赤字と累積赤字

図１）保険給付費と国保税額

図３）平成２０年度　決算状況

※平成21年度の収支は見込みです。
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イ　ベ　ン　ト

舞　台　発　表

ところ　エイブル１階　図書館地域資料コーナー

　　　　エイブル２階　床の間コーナー

※迎　昭典さんによる説明会を開催します。

　詳しくは広報かしま３月号をご覧ください。

西岡家寄贈資料展－散逸した鍋島家文書がここに－

と　き　３月９日（火）　

　　　　建健美体操・・・・・・・・・・・・・・・・１０時～１１時３０分

　　　　建フット＆ハンドセラピー・・１１時３０分～１５時

ところ　エイブル1階　いきいきルーム

健美体操・フット＆ハンドセラピー体験会

と　き　３月１３日（土）　９時～１６時

　　　　雨天時は１４日（日）に延期

ところ　エイブル前駐車場

フリーマーケット

※変更になる場合があります。

第 ８ 回 エ イブ ル 祭 り

－各種団体活動報告－

生け花・革工芸・書道・水彩画・絵画・絵

手紙・陶芸・鹿島錦・写真・アクセサリー

類・グラスアート・浮立面・飾り彫刻・篆

刻・鏝絵・手芸品・俳句・和紙ちぎり絵・

押し花など

ところ　エイブル

　　　　１階エントランスロビー

　　　　２階交流プラザ

　　　　３階生活工房

展　示　発　表

３月６日（土）～ １４日（日）

と　き　３月９日（火）　１０時～１５時

ところ　エイブル２階　和室

チャリティー茶会

と　き　３月６日（土）　①１０時～ ②１２時～③１４時～

ところ　エイブル２階　調理実習室

問合先　保健センター緯（６３）３３７３

ピザづくり－鹿島市食育イベント－【先着各２０人無料】

と　き　３月６日（土）　

　　　　建影絵・・・・・・・・・・・・開場１０時　１０時３０分開演

　　　　建ワークショップ・・開場１３時～１３時３０分開始

ところ　エイブル1階　いきいきルーム

問合先　市民図書館緯（６３）４３４３

影　絵（歌とお話と）－ちいさなまつぼっくり劇場－

３月７日（日）
『映画「ゆずり葉」上映会』①１０時３０分～②１４時 ～

隅「ゆずり葉」鹿島上映実行委員会・楽修大学

問合先

かしま市民立楽修大学

　　緯（６３）２１３８

３月６日（土）　９時１５分 ～１５時３０分
嫌開会セレモニー
『読み聞かせ』隅読み聞かせ教室(楽修大学)
『民謡、歌謡曲、尺八、三味線』
　隅カラオケ教室（楽修大学）・吉岡ちさと民謡教室合同

３月１０日（水）　１０時 ～ １４時３０分
『民謡、尺八、吟詠、民舞』
　隅七郷海会・ひがたが丘・七浦民舞会 
『よさこい』隅よさこい教室（楽修大学）
『クラシックギター合奏』
　隅かしまギターフレンズ（楽大ｻーｸﾙ）

３月１１日（木）　１3時 ～ 20時３０分
『吟　詠』隅高齢者大学１４期生詩吟同好会
『吟　詠』隅吟詠部（吟祐会・佐賀岳翠会、佐賀岳誠会）
『オカリナ演奏』隅“オーロラ”（楽大ｻーｸﾙ）
『ゴスペル』隅ゴスペルコーラスRing凛（楽大ｻーｸﾙ）
『サックス合奏』
　隅サクソフォンアンサンブル（楽大ｻーｸﾙ）

３月１２日（金）　９時 ～ ２１時２０分
『カラオケ発表会』隅健康カラオケ愛好会
『童謡唱歌』隅童謡・唱歌教室（楽修大学）
『ハーモニカ演奏』
　隅ハーモニカ愛好会「ふきのとう」（楽大ｻーｸﾙ）
『フルート演奏』隅Ｔ・Ｆフル－トクラブ（楽大ｻーｸﾙ）　
『二胡演奏』隅二胡二胡クラブ（楽大ｻーｸﾙ）
『オカリナ演奏』
　隅楽しいオカリナあんだんて（楽大ｻーｸﾙ）

３月１３日（土）　10時３０ 分 ～ 20時
『よさこい』隅飯田保育園
『社交ダンス』隅０５'サクラの会
『大正琴演奏』隅鹿島ブルースカイ、琴野会、琴耕会
『太極拳』隅鹿島太極拳倶楽部
『民　舞』隅東　会（楽大ｻーｸﾙ）
『バイオリン演奏（独奏、二重奏、三重奏、全員合奏）』
　隅バイオリンアンサンブル
『オカリナ演奏』隅フレンディー（楽大ｻーｸﾙ）
『童謡唱歌』隅みんなで歌う会

３月１４日（日）　10時 ～ １６時
『ウクレレ演奏』隅鹿島モアナハワイアンズ（楽大ｻーｸﾙ）
『ウクレレ演奏、歌、フラダンス』隅ハワイアン愛好会
『エイサー』隅エイサー教室（楽修大学）
『ジャズ演奏』隅朝永元輔バンド
『日本舞踊』隅社協 趣味づくり健康づくり教室
『フラダンス』隅HuIa AIoha
『歌とダンスのステージ』隅劇団ヤマト
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　市では毎年、１２月の人権週間啓発活動の取り組みとし

て市内小中学生を対象に人権作文・標語・マンガの募集を

行っています。今年も人権や思いやりの心の大切さなどを

表現した作品が多く寄せられました。ここに特選作品を紹

介します。

　ご家庭でもぜひ一緒に、人権について話し合いをもって

いただければと思います。

問合先　同和対策課　緯（６３）２１２６

小中学生人権作文・標語・
マンガコンクール

－　特選作品の紹介　－

　この広いちきゅうには、いろいろ

な人がいます。

たとえば、からだにしょうがいがあ

る人、あるけない人、いろいろな人

がいっしょうけんめい生きています。

わたしのクラスにもしょうがいを

もった人がいます。

　名まえは、たいきくんです。たい

きくんは、みんなとべんきょうでき

るようにいっしょうけんめいがん

ばっています。

　からだにしょうがいをもった人た

ちは、さいしょしにたいほどつら

かったでしょう。でもそのつらさを

のりこえてきています。そんなから

だにしょうがいをもった人、

「がんばってください。」

といいたいくらいです。

　だから、わたしたちがまけていて

はなりません。

　たいちゃんは、本を読むことがい

ちばんすきなことかもしれません。

きゅうしょく時間のとき、たいちゃ

んはじ分とだけして、すわっていま

す。だからわたしが、

「たいちゃん。もう２年生だから、

お友だちの分もしようね。」

と言うとしてくれるようになりまし

た。たいちゃんのお母さんは、この

めいりんしょうがっこうにいかせた

わけは、たいちゃんのおかあさんが

そばにいない時にともだちがいれば

たすけあっていけるからです。

　たいちゃんは、大きな音がきらい

です。だから、そんな音をきいたら、

耳をおさえてなきます。そんなとき、

ともだちがなぐさめます。そうしな

がら、こういいます。

「たいちゃん、だいじょうぶだよ。

　みんながいるから。」

といいます。そしたらなきやみます。

　たいちゃんも、２の２のともだち

にひるやすみ、

「きょう、あそぶ。」

といいます。ときどき、あそんでや

ります。

　そして、あそんでるときになかよ

しさアップします。

　たいちゃんは、わがままなところ

もあるけど、少しずつせいちょうし

ているので、わたしもたのしみです。

いのちのつながり

はらぐち　まゆ　さん
（明倫小２年）

平成２１年度

人権作文

　

　わたしは、お母さんから、

「友だちを大切にしなさい。まわり

から、友だちがいなくなるよ。」

と言われています。なるべく、友だ

ちのいやなことをいわないようにし

ています。だから、お母さんのおか

げで友だちがいっぱいいます。

　わたしは友だちが大好きです。や

さしい友だち、元気な友だち、おも

しろい友だち、まわりにはたくさん

たくさんいます。

　でも、ときどきけんかもしてしま

います。そしたら次の日には、そん

なこと気にせず、ケロッとわすれて

けんかした子ともあそんでいます。

　まだおぼえているときは、

「きのうは、ごめんね。」

といってなかなおりします。

　土曜日、日曜日は友だちとあそぶ

やくそくでいつもうまっています。

　とくになかがいいのは○○ちゃん、

□□ちゃん、△△ちゃんなどなどた

くさんいます。わたしは、友だちを

大切にするだけでなく、やさしくす

る、あまりしゃべらない人にもやさ

しくしゃべりかけてあげる、わるぐ

ちをいわない、だれとでもなかよく

するをしたらとてもいいなと思いま

す。なんでも、したりしゃべったり

するときは、いつも先生がいうよう

に考えてしようと思います。先生の

おかげでよくわかりました。

　友だちは大切です。今までなかよ

くしてくれた友だちにかんしゃです。

まだずーっとなかよくしてほしいで

す。今までいじょうにちがう友だち

をつくっていきたいと思います。そ

して世界一友だちがいる人になりた

いです。今は３年生の中で３０人か

ら５５人くらい友だちがいます。女

の子の友だちがやっぱり多いです。

　わたしはあくしゅをしたら、日本

だけでなく世界中の人となかよくな

るとおもいます。あくしゅはとても

いいもの、思いやりは友だちのこと

をよくしるため、友だちを大切にす

る心は、もっと友だちをつくる。友

だちをつくれば自分もうれしくなる、

自分がうれしくなればみんなもうれ

しくなる、わたしはそう思います。

早田　花凛　さん
（明倫小３年）

友だちを大切にする
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　わたしは友だちのことをたすけあ

うことが大切だと思います。

　わたしがけしゴムをわすれたとき

に○○ちゃんが、

「いっしょにつかっていいよ。」

と言ってくれたのでわたしは、

（やっぱり友だちっていいなぁ。も

のをかしてくれる友だちってうれし

いなぁ。）

と思います。だから、わたしにこん

な友だちがいると思ったら、心が

あったかくなります。

　２つ目に思うのは、あそんでくれ

る友だちです。わたしが一番うれし

かったことがあります。１年生のと

きに、１人であそんでいました。そ

のときに□□ちゃんが、

「あそぼう。」

と言ってくれたことがとってもとっ

てもうれしかったです。１年生のと

きは１人で読書などしていたけど、

今は友だちと外であそんでいます。

　いままでいっしょにあそんでくれ

たり、なにかわすれものをしてかし

てくれたりした友だちがいちばんの

友だちだとおもいます。

　わたしには、わすれものをかして

くれる、いっしょにあそんでくれる

友だちがいるからとってもとっても

うれしいです。

　１年生のとき、友だちをつくるゆ

う気がなかったけど、友だちに

「ゆう気をだせばだいじょうぶ。」

といわれました。だからたくさんの

友だちができました。だからわたし

は、

（友だちとはげましあうのもだいじ

なんだ）

と思いました。

大切な友だち

高田　ことね　さん
（鹿島小３年）

　

　私の弟は、生まれてきたときから

心ぞう病を持っていました。私が、

まだ小さい頃だったのであんまりわ

かりません。でも、病院の先生は、

「助からないでしょう。」と言いまし

た。みんな悲しがっていました。

　おばあちゃんは、おそう式のじゅ

んびをもうしていました。お母さん

とお父さんは、もうしゃべってくれ

なかったです。私は、小さかったの

でわかりませんでした。いつ死んで

もあたり前なのでみんなびっくりし

てました。お母さんとお父さんの顔

から笑顔がなくなりました。私は、

「どうしたの、なんでそんな暗い顔

してんの」と聞きました。お母さん

は、「・・・」。私の弟は、苦しそう

にうなってました。鼻からは、細長

いものを器械につないで、注射を

いっぱいうっていました。私は、こ

う思いました。「苦しそう、何であ

んなに苦しそうなの。」私は、小さ

かったので元気の病院には行けませ

んでした。だから、写真やビデオな

どでしか見てませんでした。私は、

おばあちゃんといっしょにいました。

　いっときお母さんと会ってないの

でちょっと悲しかったです。おばあ

ちゃんは、私の気をひこうといつも

楽しそうにしていました。本や元気

のビデオを見てました。

　お母さんが病院に行くときは、い

つも泣いてて、おばあちゃんが引き

ずって私をおばあちゃんの部屋につ

れて行きました。お父さんには妹の

「ゆかりちゃん」がいます。私は、

お姉ちゃんと言っています。大姉も、

たまに病院に行ってました。

　その時、急に病院から電話がきま

した。それは、「元気さんは、じゅん

ちょうに回復してきて、元気になっ

ています。命にべつじょうはないで

しょう。」そうきいたとたん、おばあ

ちゃんの顔がパァーと明るくなって、

涙をながしました。お母さんとお父

さんが、私に、「真矢！あのね、心ぞ

う病で生き残った人は、元気あわせ

て７人しかいないのよ。」とうれしそ

うに泣きながら言いました。私は、

「よかったね。」と言いました。

　残念ながら、元気の友だちだった

心ぞう病の子は、亡くなってしまい

ました。ただ、元気一人ががんばっ

たのかわからないけど助かりました。

でも、弟のむねとむねの間には、

ぽっこりと骨があります。何才まで

かわからないけど、さんそ吸入器を

つけていました。それと、薬のせい

かほっぺたがぷーとふくらんでおす

もうさんと言われてました。

　私の弟の名前、なぜ、元気なのか

すぐ分かりました。「元気」が元気に

なってくれるようお母さんとお父さ

んが付けた名前だと。重い病気を

持っていてもがんばれば大丈夫。

弟の命

惟任　真矢　さん
（明倫小４年）

　北方領土問題に関する国民の理解と関心をさらに深

め、北方領土返還要求運動の全国的な盛り上がりを図

るために、昭和５６年１月の閣議了解により、毎年２

月７日を「北方領土の日」としています。

　国民の長年の願いである北方領土返還を実現させま

しょう。

恭北方領土返還要求佐賀県民集会

と　き　３月６日（土）１３時３０分～１６時

ところ　上峰町民センター（上峰町坊所）

内　容　講演など

問合先　北方領土返還要求運動佐賀県民会議

　　　　緯０９５２（３１）１０７４

２月７日は北方領土の日です！　－北方領土返還要求佐賀県民集会を開催－
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　平成１６年、私の弟は生まれまし

た。産声もなく生まれたそうです。

　私の弟は、「ダウン症」という障害

を持っています。初めて「ダウン症」

という言葉を聞いたとき、何の障害

なのかさっぱり分かりませんでした。

お母さんに聞いたら、私の弟は、生

まれつき体が弱く発育も遅くゆっく

り成長するのだそうです。

　また、弟は、生まれつき心臓に穴

があいていました。自然に心臓はふ

さがったけれど、生後８ヶ月のころ

肺炎で入院をしました。入院したと

き、ちょうど、私の小学校の入学式

の日で両親は大変困ったそうです。

　でも、入学式には、両親そろって

来てくれたのを覚えています。

　弟は、生後３ヶ月から保育園に

通っています。お母さんも仕事をし

ながら無我夢中で弟を育てたことで

しょう。弟は、今では保育園の人気

者で友だちを笑わせているようです。

　おどりが好きで、毎日家でおどっ

て見せて家族を楽しませています。

　弟がいるだけで、その場が和みま

す。弟が生まれてから、障害という

言葉に興味を持ち、生まれつき耳が

聞こえない、目が見えない子ども達

の本を読むようになりました。耳が

聞こえない、目が見えない子ども達

は、ハンディを乗り越え自分ができ

ること、やりたいことを一生懸命さ

がして生きています。私は、弟と違

い、五体満足で健康に生まれてきま

した。それを考えると、とても甘え

ているように思います。

　お母さんが、とても嬉しそうに

言っていたことがあります。保育園

の先生から、「弟がいてくれてクラ

スの子がとてもやさしくなれた。友

だちを思う気持ちがもてるように

なった。」と言われたそうです。弟に

は、そんな不思議な力があります。

　勉強やスポーツはできなくても、

人を思いやる気持ちを教えてくれま

す。世の中に必要でない子どもは、

生まれません。なにか、意味があっ

て生まれてくるのだと思います。弟

もそうです。よく、いじめに悩んで

自分の命を絶ってしまう人がいます

が、その前に私の弟にあわせたいで

す。

　弟は、ハンディがありながら毎日

一生懸命生きています。勉強も得意

で、ことわざや私が知らない国旗の

名前も言えます。スーパー弟です。

世の中には、色々なことで悩んでい

る人がたくさんいると思いますが、

弟のように障害があっても必要とさ

れていることを私は伝えたいです。

境　優里　さん
（鹿島小５年）

スーパー弟

　

　今年も、８月１５日がやってきた。

テレビでは、｢火垂るの墓｣が放映さ

れ、ニュースでは靖国神社の問題が

取り上げられ、戦争体験者の話が特

集で放送された。

「二度と戦争を起こしてはならな

い。」と、涙を流しながら語る戦争

体験者の言葉は、戦争の悲惨な写真

などと重なって強く心に訴えてくる。

　あるテレビ番組で、見るからに人

の良さそうな優しげな顔をしたおじ

いさんが、

「目の前に敵が現れたら、殺さな

きゃならん。戦争やから。」

と言っていた。どこにでもいる普通

の人の口から、そんな言葉が出てく

ることに怖さを感じた。そしてまた

別のおじいさんは、

「戦争は、人が人でなくなる。」

と、声を詰まらせながら言っていた。

　とことん追いつめられた時、優し

かった人も人を押しのけ、思いやり

のある人も自分のことで精一杯にな

り、自分だけでも助かろうと、人間

のみにくい部分を表に出す。

　私たちが、今こうして｢人権｣とい

うものについて考えることができる

のは、自分たちが戦争のない時代に

生まれ育ってきたからに過ぎない。

　いや、今でも世界中のあちらこち

らで戦争が起きているから、戦争の

ない国にいるからこそ、こうして人

権について考えることができるので

あろう。

　戦争がないだけでも幸せ、戦争に

苦しむ人たちはそう言うかもしれな

いが、私たちにはそんな意識はない。

戦争がないのが当たり前で、自由に

自分の権利について要求するのが当

然と思い込んでいる。それをありが

たいことと思ったことはないし、幸

せなことだと思ったこともない。

　しかし、毎年８月のこの時期にな

ると、わずか６０年余り前の日本が、

戦争の真っ只中にあったことに気付

かされる。いつもはそんなことを考

えることさえないのだが、この時期

になると、今の自分たちが戦争のな

い時代に生まれ育っていることを幸

運なことに思う。

　自分自身の権利を主張することに

ついて、いろんな考えを持つ人がい

るだろう。自己主張という人もいれ

ば、自己中心的という人もいるだろ

う。しかし私は、どんな考え方も、

戦争のない世の中だからこそ成り

立っているということを忘れてはな

らないと思う。

　「喉もと過ぎれば熱さを忘れる」と

か｢雨やんで人傘を忘る｣ということ

わざがあるように、人は過ぎ去った

ことを忘れがちだが、決して忘れて

はならないこともある。私自身も偉

そうなことは言えない。それくらい

日頃は思いもしていないのだから。

だからこそ、この時期に忘れてしま

いそうになる自分を戒め、改めて戦

争のない世界の尊さを自覚しなけれ

ばならないと思う。

　人権の基本は、戦争のない、落ち

着いた社会があってこそなのだ。忘

れがちなことだが、決して忘れては

ならないことだと思う。

中村　香澄　さん
（東部中３年）

「戦争」
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　今、世界には恵まれない子ども達

がたくさんいる。今日も、この地球

のどこかで栄養失調や、今の医学だ

と本当は治せるはずの病気によって、

命を落としている子どももいるだろ

う。

　以前、わたしはテレビで、｢ゴミの

山で働く少女｣を見た。その少女は、

わたしより２歳年下の１３歳。父親

は殺され、母親は病気でずっと寝た

きりのため、幼い少女が大人たちに

まじってゴミの山で働かなければな

らなかった。お金になりそうなゴミ

を集めて、それをお米などに換えて

生活していたが、どんなに頑張って

も少女一人で集められる量はわずか

なため、お米を雨水でふかして食べ

ていた。だが、少女のお腹や母親の

お腹を満足させることはとうていで

きなかった。

　わたしは、このテレビを見て胸が

痛んだ。飲み物や食べ物もなく、お

腹を満足に満たせないまま毎日を過

ごす人がいるなんて…。今の自分に

は、考えられなかった。毎日学校に

行き、給食を食べ、友達と遊び、家

に帰って夕食を食べる。それが当た

り前のように感じていた。だからこ

そ、余計に悲しかった。

　だけど、その少女は文句も言わず、

必死に働いていた。母親のために。

　しかし、少女の住む地域のすぐ外

は、にぎわう商店街となっていた。

商店街の人達は、少女のようにゴミ

の山で生活している人達がいること

を、皆知っている。それなのに、食

べる物も飲む物もだれも分け与えよ

うとしない。理由は、「くさい、汚

い。」だけど、わたしが思う一番の理

由は、みなが無知だから。本当にそ

の少女たちのことを考えているなら、

見て見ぬふりなんて絶対できない。

　｢同じ地球に生まれた同じ人間な

のに、こんなに差があっていいのだ

ろうか。｣と考えたとき、昨日母が、

｢冷蔵庫に置いていても誰も食べな

いから。｣と言って、捨てた夕食の

残りをふと思い出した。わたしの家

では、たまに残飯が出る。だが考え

てみれば、コンビニやスーパーでは、

毎日かなりの食べ物が捨てられてい

るだろう。そのこと自体がかなり

もったいない。その捨てられている

食べ物と同じものが、少女のような

恵まれない子供達のもとにいくなら

どんなにいいだろうか。

　今のわたしのできることは、食べ

物を大事にし、もっと周りに目を向

け、できれば募金活動などに積極的

に参加すること。それと、毎日学校

に行き、勉強をがんばること。

　世界には、学校に行って勉強した

くてもできない子どもたちがたくさ

んいる。だからわたしは、その子ど

もたちの分まで勉強をがんばり、将

来はきちんと働いて、お金をかせぎ、

世界の子どもたちのために募金をし

ていきたい。そして、世界中の子ど

もたちが笑顔の絶えない日々を送れ

るように、わたしは自分にできるこ

とを精一杯がんばりたい。

森田　栄子　さん
（西部中３年）

「今の私にできること」

　

　皆さんは、目の前に、障害があっ

て人と少し違っている人がいたらど

うしますか。

　私には、５つ上の兄がいます。兄

は、とても明るく元気な高校生です。

そんな兄ですが、３歳の頃に交通事

故にあいました。意識は、病院に

行ってから数日後にもどったそうで

す。でも、退院してからは厳しいリ

ハビリがあったそうです。

　私が兄の事故について知ったのは、

小学校３年生の時でした。そんなこ

とを知ったのは、私が１年生の頃の

ことです。兄は、同じクラスの男の

子からいつもいじめられていました。

　私もふくめて誰も兄を助けてあげ

ることは出来ませんでした。しかし、

兄は決して負けず、いつも一人で

じっと耐えがんばっていました。そ

して、兄が中学生になる頃にはいじ

める人は誰もいなくなりました。

　ある日、いつものように私がピア

ノを弾いていると、兄が横に来て一

緒に弾きはじめました。その時、初

めて気づきました。兄が指を自由に

動かすことが出来ないことを。近く

でよく見ても、やっぱり自由に動か

すことが出来ないのです。私は、ど

うしても指が気になって母に、「な

んで、お兄ちゃんは指を自由に動か

すことが出来ないの。」とたずねてみ

ました。すると、母は真剣な表情に

なり、兄が３歳のころ交通事故にあ

い数日間意識が戻らなかったこと、

体が動かない部分があったので、厳

しいリハビリをがんばったことなど

を、ゆっくりていねいに教えてくれ

ました。その時、私はよそ見もせず

に真剣に聞きました。

　私は話を聞いた後、もし、兄が交

通事故にあっていなかったら、どう

なっていただろうと思いました。も

しかしたら、いじめられて怖い目に

あうことは、なかったのではないで

しょうか。きっと、兄は体が思うよ

うに動かないという点で、人と少し

違うからそのことでいじめられたの

ではないでしょうか。なぜ、自分と

ほんのちょっと違っているだけで、

いじめられなければならないので

しょうか。誰もが好きでそうなった

のではないのに。

　病気で体が弱い人や障害を持った

人の、心を絶対に傷つけるようなこ

とはしてはいけません。人と少し違

うことで仲間外しにすることは絶対

間違っています。幸い私の兄は、と

ても強い人で決していじめに負けま

せんでした。そんな兄のことを誇ら

しく思います。そして、他の人に自

慢したいです。

　兄のように、自分ではどうするこ

とができないような理由でいじめら

れている人はたくさんいます。私は、

一日でも早く今の世の中からいじめ

がなくなってしまうことを心から

願っています。

森　結花　さん
（古枝小６年）

もしも

事故にあわなかったら
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　人には寿命というものがあって、

その長さは一人一人違い誰にも分か

りません。昨日まで笑っていたのに

今はもういないとか、病気や事故、

事件に巻き込まれることもあります。

そういったことで人の人生は終わっ

てしまうのです。

　こうやって、私が命について考え

るようになったのは、あることが

あったからです。

　私が小学６年生の時に、祖父が亡

くなりました。もともと、大腸がん

で余命宣告もされていたそうです。

私は、このことを祖父が亡くなって

一週間後に知りました。このことを

知ったとき、私は涙が止まりません

でした。それは…。

　幼い頃からずっと祖父が大好きで、

まるで金魚のフンのように祖父の後

をついて回っていました。それなの

に、母が、

｢お見舞いに行くよ。｣

といった時、ちょうど好きなテレビ

番組があっていて、祖父の所に行か

なかったのです。その時までの祖父

は、本当に病気かというくらい元気

だったので、別にいいかという気持

ちでした。それから何日後かに突然、

｢祖父ともう話ができなくなるかも。｣

と言われて、急いで病院へ行きまし

た。でも、話すことはできませんで

した。

　この日から何日か後に、祖父との

別れがやってきました。朝早く起こ

された時のことを、今でも鮮明に覚

えています。朝早かったのに、なぜ

かわたしの目は完全に覚めていたの

です。病院にかけつけた時は、祖父

は危篤状態でベッドに寝ていました。

　そして、家族が見守る中祖父は亡

くなりました。お葬式には、２００

人をこえる方々に来てもらいました。

　その時に、親戚のお姉さんに、

「最後までおじいちゃんは、詠子の

ことを話していたよ。」

と言われました。その話していた言

葉が、祖父の最後の言葉だったそう

です。

　祖父の死後、私は、｢死｣というも

のが急に怖くなって、

｢死ぬとの怖か。お母さん死なんで

ね。｣

と、泣きながら言ったことを覚えて

います。すると母は、｢死というも

のは、いずれ来るものだから、それ

までの間に、どれだけ人に優しくし

て幸せになれるかで、自分の死を受

け入れられるかじゃないのかなって、

おじいちゃんに教えてもらった気が

する。子どもは、親より早く死んだ

らダメ。｣

と言いました。この言葉は、ずっと

忘れません。

　人に優しくすると、幸せになれる。

私は祖父が亡くなったことで、命の

大切さや、人に優しくすることを知

りました。私は、これからも誰にで

も親切で、優しく、笑顔で素敵だっ

た祖父を尊敬して、私も祖父のよう

な人になりたいです。

富永　詠子　さん
（西部中３年）

命の大切さ

いじめる子　止めるゆう気と　思いやり

しだ　かなみさん（明倫小２年）

いじめはね　ひとのあかるさ　うばうこと

なかしま　りょうさん（浜小１年）

ごめんねと　言えたあなたが　すてきだよ

溝上　真里奈さん（能古見小５年）

友だちは　私の心の　お医者さん

亀井　千鶴さん（明倫小６年）

一人じゃない　みんなのえがおと　わらいごえ

もりた　かいとさん（明倫小２年）

じょうだんで　やっても相手は　本気だよ

吉村　隆志さん（東部中１年）

「障害」は　一人一人の　個性です

西　優夏さん（西部中１年）

思いやり　つらい心への　処方箋

富永　秀明さん（西部中２年）

いっしょだよ　命の重さ　だれだって

峰松　莉奈さん（浜小６年）

人権標語



広報かしま　Ｈ２２(２０１０).２.111

タイトル　タバコのけむりが人の命をうばう

作　　者　藤家　真琴さん

　　　　　　（明倫小５年）

タイトル　思いやりの言葉

作　　者　馬場　瑞歩さん

　　　　　（能古見小５年）

タイトル　みんなともだち

作　　者　中島　遼太郎さん

　　　　　（明倫小６年）

人権マンガ

第２回【北鹿島の「こころ」をいただく会】

を終えて　～１２月２２日～

　北鹿島産の新米（さがびより）と有明海

産の新海苔をいただき全児童でおにぎり

をつくっておいしくほおばりました。一

人で７個も食べた子もいました。

　北鹿島地区に踏ん張って生きて、農業

・漁業にたずさわる人々のあたたかいこ

ころ・はげましのこころなどたくさんの

応援をかみしめました。

　農協や漁協の代表者をお招きしての

「感謝の会」でしたが、児童の体験活動は、

ＰＴＡをはじめ多くの住民の皆様にご支

援をいただいています。

　「子育ては北鹿島全体で！」のこころを

絆として学校はその中の一部を担ってい

ます。当日はＰＴＡの母親部・おばあ

ちゃんの加勢とそれぞれのお家自慢の漬

け物の持ち寄りにより、おいしく食して

「北鹿島のこころ」を味わいました。

　満足感・満腹感の一日でした。

　北鹿島小学校は、今年も「地域の学校」

として命をひびかせます。

～地域に根ざす学校づくり～

北鹿島小学校

No.１５３

校学 だ よ り

寓 北鹿島のこころを味わう子どもたち
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応募資格
（欄内の条件をすべて満たしていること）

報酬勤務時間勤務内容雇用期間
募　集
人　員

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
潤社会教育または学校教育に関する経験を有する人
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

月額（現行）
128,400円

週２４時間程度

幼児・小中学生・

高齢者（65歳以

上）・女性に関す

る各種施策の取

り組み

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。）

１人
程度

応募方法　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※２月１２日（金）消印有効）

募集期間　２月１日（月）～２月１２日（金）（土・日曜日および祝祭日を除く）

試験日時　一次試験：２月２１日（日）９時５０分集合

そ　の　他　詳しくは採用試験実施要領をご覧ください。

問　合　先　市教育委員会教育総務課管理係　緯（６３）２１０３

応　募
資　格

勤務時間・形態勤務内容
募　集
人　員

募集区分

潤市内在住者（一時的に
転出している人を含む）

潤生涯学習に興味があり、
楽修大学への寄与に意欲

があり、接客業務が好き

な人

潤パソコンが実務レベル
で使用できる人

潤自動車の普通免許所有者
潤その他採用試験実施要
領に定める要件を満たし

ている人

［基本］８時３０分～１７時３０分
［遅出］１３時～２２時
※土・日・祝日の交替勤務あり

･楽修大学に関する業務全般

･各種事業の企画・運営

･その他必要に応じた業務

　　
１人

楽修大学事務局員
【正規職員】

［火～金曜］１３時～２２時

･楽修大学に関する業務全般
･施設貸出事務等の窓口業務
･施設維持管理業務
･その他必要に応じた業務

　　
１人

楽修大学パート職員
（平日遅出）

［火～金曜］１９時～２２時

［土・日・祝日交替勤務］
８時３０分～１７時３０分

　　
２人

楽修大学パート職員
（夜間・土日）

潤ホール等の舞台音響、
照明、設営業務経験者

潤自動車の普通免許所有者
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人

月３２時間程度
※土・日・祝および夜間勤務
あり

エイブル及び市民会館での舞
台音響、照明、設営業務の助手

　　
１人

ホール登録技師

雇用期間　平成22年4月1日～平成23年3月31日
　　　　　（ただし、６ヵ月間は試用期間とします。）
　　　　　※人事評価により更新があります。

募集期間　２月２日（火）～２月２５日（木）

　　　　　　　　　　　　　 休館日（月曜・祝日の翌日）

応募方法　専用履歴書または鹿島市民図書館のホーム

　　　　　ページで配布する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※２月２５日（木）必着）

試験日時　一次試験：２月２８日（日）９時４５分集合

そ　の　他　詳しくは採用試験実施要領をご覧ください。

問　合　先　かしま市民立楽修大学　緯（６３）２１３８

かしま市民立楽修大学職員を募集します

市教育委員会社会教育指導員を募集します

皐　採用情報　皐 

専用履歴書、採用試験実施要領の備付

場所および履歴書の提出先（郵送先）

〒８４９－１３９１（住所の記入不要）

　市教育委員会教育総務課管理係

　※市役所２階にあります。

専用履歴書、採用試験実施要領の備付

場所および履歴書の提出先（郵送先）

〒８４９-１３１２　鹿島市大字納富分２７００-１

　かしま市民立楽修大学

　※エイブル２階にあります。

（生涯学習担当）
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募集期間　２月１日（月）～２月１５日（月）（土・日曜日および祝祭日を除く）

選考方法　募集締切後に面接を実施し、採用者を決定します。

応募方法　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※２月１５日（月）消印有効）

問　合　先　保険健康課　地域包括支援センター（長寿社会係）

　　　　　緯（６３）２１２０

地域包括支援センター嘱託職員を募集します

応募資格
（欄内の条件をすべて満たしていること）

報酬月額勤務時間勤務内容雇用期間
募　集
人　員

潤平成元年４月１日以前生まれ
潤介護支援専門員の資格を有する者
潤自動車の普通免許所持者

２０２,０００円
９時～１７時まで
（１日７時間程度）

市内の６５歳以上

の方への訪問・

相談業務および

介護予防プラン

の作成

平成２２年４月１日～

平成２３年３月３１日

（勤務成績が良好な場

合は雇用契約を更新す

ることがあります。）

１人

　平成２２年度に就業を希望する人の登録を受け付けま

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）、

　　　　　給食配送運転手、土木等　

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　

　　　　　　も可

応募方法　市役所３階総務課や市のホームページで配

　　　　　布する専用の『登録申請書』に必要事項を記

　　　　　入して、総務課に提出してください。

問　合　先　総務課職員係　緯（６３）２１１３

市では、雇用および就業機会の創出を図るため、緊急に

国の「緊急雇用創出基金事業」に取り組んでいます。そ

の中でも３月以降に開始する事業について、市教育委員

会が直接雇用する日日雇用職員を次のとおり募集しま

す。

募集事業　特別支援教育等支援員事業

　　　　　（若干名：５ヵ月未満）

　　　　　岳特別の支援を要する児童生徒に対する支

　　　　　　援業務

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　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、下記の問合先またはハ

　　　　　　ローワークにお問合せください。

問　合　先　教育総務課管理係　緯（６３）２１０３

市役所日日雇用職員の登録を受け付けます

日日雇用職員を募集します緊急雇用創出基金事業による

　
申込締切　２月１９日（金）

採用予定　３人［平成２３年４月採用］予定

そ　の　他　まずは書類選考を行い、教養試験・論文試験や面接試験などを行います。

問　合　先　佐賀県人事委員会事務局　緯０９５２（２５）７２９５

専用履歴書の備付場所および履歴書の

提出先（郵送先）

〒８４９－１３９１（住所の記入不要）

　保険健康課　地域包括支援センター

　※市役所１階にあります。

佐賀県職員採用試験（大学卒業程度）〔行政特別枠〕
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
平成２１年度佐賀県教育センター教育論文

　この賞は、学校教育全般のテーマの中から、今日求められて

いる教育課題を追求した校内研究の優秀な教育実践校に対して

贈られるもので、この度、浜小学校が最高賞となる優秀賞を受

賞しました。

　浜小学校樋口校長先生は、「思いがけない受賞ですが、これ

も６年間にわたって地道に、そして熱意あふれる研究と指導を

続けた職員のつながりの結果だと深く感謝しています。これか

らも浜っ子がますます輝くような取り組みを続けていきます。」

と受賞の喜びと今後の抱負を述べられました。

浜小学校　研究論文で佐賀県ナンバーワン

寓浜小学校の授業風景

研究主題

　「思いや考えを豊かに伝えあう子どもの育成」

　－国語科を中心とした話し合い活動を通して－

鹿島市消防団出初め式、文化財防火訓練

　１月９日、恒例の鹿島市消防出初め式が中川グラウンドで行

われました。

　市内６地区から集結した４７０人の団員の皆さんは、『安心・

安全なまちづくり』推進のため、決意を新たにしました。

　２４日には、文化財防火

デー（１月２６日）を前に文

化財防火訓練が浜町泰智寺

一帯で行われ、地元消防団

員が訓練を通して文化財を

大切にする意識を新たにし

ました。

火災や災害がない１年を願って

寓出初式

　１月２３日から２４日にかけて鹿島市陸上競技場で開催され

た２０１０クロカンフェスタin鹿島は、地元勢の優勝を逃した

ものの、市内外の選手約１６００人が出場、力強い走りでタス

キをつなぎました。

【大会結果】

　潤学童女子の部・・・・参加３６チーム［優勝］立石ランナーズA

　潤学童男子の部・・・・参加５８チーム［優勝］立石ランナーズA

　潤中学女子の部・・・・参加１５チーム［優勝］白石中学校

　潤中学男子の部・・・・参加３７チーム［優勝］白石中学校

　潤一般駅伝の部・・・・参加３９チーム［優勝］嬉野陸協

クロカンで力走!! クロカンフェスタin鹿島　入賞結果

寓文化財防火訓練

寓学童男子１区の先頭集団

寓中学男子のスタート
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トピックス
TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

　現在、鹿島市では、平成２３年度から１０年間のまちづくりの目標を掲げた「第5次鹿島市総合計画」をつくる作業をし

ています。未来の鹿島市民である子どもたちからもまちづくりの意見を聞くために、小学生には作文の募集、中・高・大

学生にはまちづくり懇談会を実施しました。

　「こんな鹿島になったらいいな」をテーマにした作文には、159点の応募があ

り、審査の結果、３人の小学生が入賞しました。（総合計画に掲載予定）

　潤特　選　松尾　華さん（古枝小６年）　［写真：右］

　潤準特選　松浦　美貴さん（明倫小５年）［写真：中央］

　潤入　選　樋渡　 仁志 さん（明倫小５年）［写真：左］
ま さ と

　西部中、東部中、高校生、大学生ごとに開催したまちづくり懇談会では、将来の

まちづくりについて、さまざまな意見を出していただき、総合計画をつくる上で

とても参考になりました。ご協力いただき、ありがとうございました。

　担当課　企画課企画係　緯（６３）２１０１

子どもたちの意見も活かした『まちづくり』へ 第5次鹿島市総合計画を策定中

　１日１９日、浜町酒蔵通りと新天町さくら通りを会場に恒例

の『ふな市』が開催されました。

　この日は早朝から、活きのいい鮒の販売、『ふなんこぐい』の

試食、もちつきやイベントなどが催され、たくさんの人でにぎ

わいました。

通りは早朝から活気あふれて

寓酒蔵通りに並んだ市

冬の風物詩『ふな市』を開催

　１２月１２日、鹿島市林業体育館で鹿島市や武雄県税事務所

など６団体が参加して差押財産合同公売会を開催しました。

　当日は、税金滞納者から差し押さえた家財道具など３４６点

が出品され、入札方式により物品の購入が行われました。

　購入代金は各団体の税金に充当されます。

　市では、税負担の公平性を保ち滞納の解消を図るため、文書

催告など徴収率の向上に努めていますが、悪質な滞納者に対し

ては、止むを得ず差し押さえを行う場合があります。

　差し押さえた財産は、合同公売会やインターネットによる公

売を通して税金に充当しています。

　税金は、市民の暮らしを支える大切な財源です。

　市税の納付は期限内にお願いします。

問合先　税務課納税相談係　緯（６３）２１１８

県内自治体合同で税収アップを図っています 差押財産合同公売会を開催

寓まちづくり懇談会［東部中］

寓ふなんこぐい
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　平成２年から始まったこの交付金制度は、地域のイ

ベントや伝承芸能の保存活動、特産品の開発などの事

業に活用されています。あなたの活動で「ふるさと鹿

島」を盛り上げてみませんか？

潤対象事業

　鹿島の自然・歴史・文化・産業等を活かした地域づ

　くりを行う事業

潤応募要件

　実施主体が市内の団体・個人

　事業実施期間内（Ｈ２２年４月～９月）に終了する事業

　であること

潤交付額

　対象事業費の７０％以内で予算の範囲内

潤申請方法

　申請書に必要事項を記入して、企画課まで提出して

　ください。

　※申請書は市役所３階企画課にあります。

潤締切

　２月１９日（金）１７時まで（厳守）

潤選考方法

　書類選考の上、後日実施する面接で決定します。

　※面接日は直接申請者に連絡します。

潤交付決定

　４月初旬に申請者に連絡します。

問合先　企画課企画係　緯（６３）２１０１

平成２２年度前期『ふるさとづくり交付金』

ふるさとへの思いを形にしてみませんか！

　建情報掲示板ワイド

潤加入できる人

　鹿島市に住民登録をしている人、または外国人登録の

　済んでいる人です。

潤掛け金

　１人５００円（年額）で、加入は１人一口です。

　中途加入の掛金も１人５００円です。

潤共済期間

　共済期間は４月1日から翌年３月３１日までです。

　４月1日以降に加入申し込みをされますと、翌日から

　共済対象となります。

潤加入申込

　市内の「ゆうちょ銀行・郵便局窓口」でできます。

　申込書も備えてあります。

潤交通災害の対象

　図のような走行中の交通

　事故による人身事故が対

　象となります。

潤その他

　災害見舞金の請求や詳しいことは、気軽にお尋ねくだ

　さい。

問合先　市民課　緯（６３）２１１７ 

平成２２年度交通災害共済の加入申込は２月１日から

恭親子で楽しむ人形劇

　１２月の開催を延期した『人形劇団いちごじゃむ』によ

る人形劇の公演を２月に行います。今回はどんなお話

でしょうか？

　図書館から子ども達へ、プレゼントもあります！

と　き　２月１１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

対　象　幼児～小学生低学年とその保護者

参加費　無料（申込不要）

恭パパが作るスイーツ教室

　男性向けスイーツ教室です。お菓子作りが好きな方や

挑戦してみたい方、食べるのが好きな方大歓迎！

と　き　２月２１日（日）　１３時３０分～１６時３０分

ところ　エイブル２階調理室

講　師　迎りつ子　さん

対　象　１８歳以上の男性（小学生以上のお子さんと親子

　　　　での参加可）

定　員　１５人（組）　先着順で締切

申込受付　２月７日（日）８時３０分より受け付けます。

参加費　無　料

持参品　エプロン・三角巾・手を拭くタオル

問合先　鹿島市民図書館　緯（６３）４３４３

鹿島市民図書館２月のイベント案内

　新型インフルエンザ感染拡大の状況に応じ、中止す

る場合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。
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道路、公有水面占用の更新手続きをお願いします

第５９回　公認鹿島祐徳ロードレース大会

　建情報掲示板ワイド

　平成２２年３月３１日に占用の許可期限が切れる方々に

対して、更新手続きの書類を郵送します。

　更新期間は５年間で、引き続き占用される場合は、更

新期間ごとにこの手続きが必要になってきます。

　該当される方は、内容の確認、必要個所の記入・捺印

の上、期限内にご提出ください。

更新、届け出等の問合先

まちなみ建設課　施設管理係　緯（６３）３４１５

こんな場合は届け出が必要です!
潤水路に通行用の橋を架けた。または、架けてあっ

た橋が不要になり取り外した。

潤道路の敷地を工事した。

　道路や水路は公共の施設です。そのため道路や水

路を占用して使用する場合には、届け出の上、占用の

許可が必要になります。

交通規制のお知らせと
ご協力のお願い

　公認鹿島祐徳ロードレース大会

　２月２８日(日)   

１０時～１４時

　※今回大会より『３キロの部』の折り返し

　　地点が変更になっています。

　

　選手の走路と交差する道路は、右図の時間

帯で交通規制が行われますので、ご協力をお

願いします。

【問合先】　鹿島祐徳ロードレース大会事務局　

　　　　　（鹿島市体育協会内）

　　　　　緯（６２）３３７９
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　建情報掲示板ワイド

社会体育施設の使用予約を受け付けます

電話予約受付施　設　名

（６３）２１２５生涯学習課北公園テニスコート

（６３）２１３８

かしま市民立

楽修大学

（エイブル内）

祐徳運動広場Ａ・Ｂ

中川グラウンド

横田グラウンド

市民体育館、市民武道館

直接お申し込み

ください。

能古見公民館のごみふれあい楽習館体育館

古枝公民館林業体育館

浜公民館臥竜ヶ岡体育館

北鹿島公民館北鹿島体育館

七浦公民館七浦海浜スポーツ公園体育館

（６２）３３７９
陸上競技場内

市体育協会

陸上競技場、サブグラウンド 

市民球場

　平成２２年度の社会体育施設の予約受け付けを

開始します。

予約開始日　３月１６日（火）

予約受付月　４～６月までの予約を受け付けます。

※７月以降の予約は、通常通り２ヵ月前からの予

　約となります。

※北公園テニスコートは、大会の予約のみ受け付

　けます。

問合先　生涯学習課　緯（６３）２１２５

No.８６

　今回は、最近問い合わせが多い、家庭用パソコンのリサイクルに

ついてご紹介します。

　パソコンの部品には、ガラス・プラスチック・鉄などのほか金や

銀などの希少金属が含まれており、限りある資源を無駄にしないた

めにもリサイクルが必要なのです。

恭リサイクルの対象となるもの
　デスクトップ型パソコン（本体）、ノートパソコン

　潤ディスプレイ一体型パソコン

　潤ブラウン管型ディスプレイ、液晶型ディスプレイ

　潤マウス、キーボード、ケーブルなどの購入した時の標準添付品

恭使用済みパソコンをリサイクルするには？
　ＰＣリサイクルマークがついているかどうか確認します。

　平成１５年１０月以降に購入したパソコンで、販売価格に「回収・リサイクル料金」が含まれてい

るものには、ＰＣリサイクルマークがついています。

　なお、このマークのついていないパソコンのリサイクルには「回収・リサイクル料金」が必要

です。 

マークがついている場合
　岳回収・リサイクル費用は一切かかりません。

１メーカーに申し込みます。

２メーカーから「エコゆうパック伝票」が送られ　

　てきます。

３パソコンを梱包し、「エコゆうパック伝票」を貼　

　付してメーカーに郵送してください。

４メーカーでリサイクルされます。

マークがついていない場合
　岳回収・リサイクル料金が必要です。

１メーカーに申し込みます。 

２メーカーから送られてくる振込用紙で料金を支

　払います。 

３メーカーから「エコゆうパック伝票」が送られて

　きます。

４パソコンを梱包し、「エコゆうパック伝票」を貼付

　してメーカーに郵送してください。

５メーカーでリサイクルされます。
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　新しい農地制度は、「所有」から「利用」へ

　　①農地の減少を食い止め、農地の確保を図ります。

　　②農地を貸しやすく・借りやすくします。

　　③農地の効率的な利用を図ります。

問合先　　鹿島市農業委員会　緯（６３）３４１７

　農地を貸したいんだけど　覚　農地の貸借規制が緩和されます！
　　潤農地の借受者の範囲の拡大（一定の要件必要）　農業生産法人以外の法人も可

　　潤市町村等が農地所有者から委任を受け代理して担い手に貸付け等を行う事業が新設

　耕作しないでいると　覚　遊休農地に対する指導が強化されます！
　　潤農業委員会が年１回農地の利用状況を調査し、所有者等に対して指導勧告などを行う

　許可なく転用してしまうと　覚　違反転用に対する罰則が強化されます！
　　潤都道府県知事等による行政代執行制度が創設

　　潤違反転用罰則強化　法人：３００万円→１億円

　農地を相続する場合は　覚　農業委員会への届出が必要になります！
　　潤届出をしなかったり虚偽の届出をすると過料あり

　　潤耕作できない場合は、農業委員会から貸借り等のあっせんを受けられる

これらにより、わが国の食料の安定供給の確保をめざし

ています。}

　農地制度が変わりました!
－平成２１年１２月改正農地法が施行－　

家庭での介護環境を整えたいときのサービス①

住宅改修費支給
　手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をした際、２０万円（保険給付は１８万円）

を上限に費用を支給します。

　恭住宅改修を利用できる人

　　岳要支援（１・２）、要介護（１～５）の認定を受けていて、在宅で生活をしている人

　恭介護保険でできる住宅改修の例 

　　潤廊下や階段、浴室やトイレなどへの「手すりの設置」　潤「段差解消」のためのスロープ設置など

　　潤滑らないための「床または通路面の材料の変更」　　　潤開き戸から引き戸などへの「扉の取り替え」

　　潤洋式便座などへの「便器の取り替え」　　　　　　　　潤その他住宅改修に付帯して必要となる改修

～ 住宅改修工事着工前に必ず事前申請を行い、承認を受けることが必要です ～

　　要介護・要支援の認定開始前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。

　恭利用するには

　　まず、申請書などをお住まいの市町の

　介護保険担当窓口に提出してください。

　※改修前に介護支援専門員（ケアマネージャー）

　　または市保険健康課にご相談ください。

問合先　杵藤地区広域市町村圏組合介護保険事務所　緯（６９）８２２２

　　　　市保険健康課長寿社会係　緯（６３）２１２０　

申請に必要なもの
　潤事前承認申請書
　潤住宅改修が必要な理由書
　潤改修予定箇所の写真
　潤平面図（改修前後の状態がわかるもの）
　潤工事見積書　など
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№５１

　今月のフレーズは『Let me know』です。

　このフレーズは何か、はっきりしたら「知らせてね。」という意味で、

“me”が“you”にかわると「知らせるよ。」という意味になります。

トゥリーサ先生

（Ａ）明日会えるかな？

（Ｂ）わからないよ。

　　予定がはいるかもしれないから…。

（Ａ）わかった。はっきりしたら知らせてよ。

A:
B:
A:

Can  we  meet up tomorrow ?

I'm not sure , I may have plans. 

Ok. Just let me know. 

（Ａ）来週　私達と映画に行くのでしょ？

（Ｂ）まだわからないわ。

　　でもはっきりしたら明日知らせるね。

A:

B:

Are you going to the movie with us next
week? 
I'm not sure yet , but I'll let  you  know
 tomorrow.

オカリナが歌い、声が奏でるShana歌伝えコンサート

“愛し・まなざし”

～童謡‘赤とんぼ’から‘コンドルは飛んでいる’まで～

と　き　２月１９日（金）１９時開演

ところ　エイブルホール

入場料　大人１０００円　子ども５００円

前売り　かしま市民立楽修大学、Q－ＢＯＸ、ラ・ポムほか

主催・問合先　童謡の郷づくり実行委員会　緯（６２）５８０１

介護保険制度説明会を開催

　３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。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　２月１８日（木）　１４時～

　　ところ　鹿島市役所　５階大会議室

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
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　調査票への記入・回収に際しまし

ては、お忙しいところご協力いただ

きありがとうございました。

　経済産業省で集計の後、平成２２年

９月下旬（予定）に速報が公表されま

す。調査結果はこれからの工業関係

の様々な計画や施策の基礎資料とし

て利用されます。

問合先　企画課情報統計係

　　　　緯（６３）２１０１

 

　障害を持ちながら育児中の方、こ

れからお子さんをお考えの方へ。

　障害者自立支援法上の「育児支援」

の対象範囲が拡充されました。

潤今までは

　子どものいる障害者自身への支援

潤これからは

　障害者自身への支援に加え、障害

者の子どものための支援（例えば、子

ども分の洗濯や調理、子どもの通院・

通園の付き添い等）も含まれます。

問合先　福祉事務所　障害者総合相談窓口

　　　　緯（６３）２１１９

おお知知ららせせ
平成２１年工業統計への

ご協力ありがとうございました

障害者の子育てを
支援します

 

　平成２１年度明るい選挙啓発ポス

ターコンクール鹿島市入賞作品を展

示します。力作ぞろいの入賞作品を

ご覧ください。

期　間　２月１５日（月）～１９日（金）

　　　　８時３０分～１７時

　　　　※最終日は１５時まで

ところ　市役所　市民課ホール

問合先　市選挙管理委員会

　　　　緯（６３）３４１８

 

と　き　２月３日（水）　受付１３時～

　　　　講演１４時～１６時

ところ　エイブル３階研修室

講　師　西九州大学健康福祉学部

　　　　社会福祉学科　教授　

　　　　古賀靖之さん

参加対象者　住民の心の悩み相談を支援

　　　　している人（職種不問）

参加費　無料

申込・問合先　福祉事務所

　　　　　　　緯（６３）２１１９

明るい選挙啓発ポスター
コンクール入賞作品を展示

市民の心の悩みを支援する
従事者のための研修会

 

　４月１８日執行予定の鹿島市長選挙

の立候補予定者説明会を開催します。

と　き　３月１日（月）　１３時３０分～

ところ　市民会館３階　大会議室

問合先　市選挙管理委員会

　　　　緯（６３）３４１８

 

　任期満了による鹿島市農業委員会

委員選挙が行われます。

潤選挙期日の告示

　２月１８日（木）

潤立候補届出書提出日

　と　き　２月１８日（木）

　　　　　　　　８時３０分～１７時

　ところ　市民会館３階　大会議室

潤投票日

　と　き　２月２５日（木）

　　　　　　　　　７時～１６時

問合先　市選挙管理委員会

　　　　緯（６３）３４１８

市長選挙立候補予定者
説明会を開催

市農業委員会委員
選挙について

　平成２１年１２月分市長交際費の支出状況を公表します。

問合先　企画課秘書係　緯（６３）２１００

支出の相手方、行事名支出金額支出日・件数区　分
供花１５,０００円１２月８日弔　慰
県営経営体育成基盤整備事業起工式５,０００円１２月１９日祝　儀
鹿島実業高校女子全国高校駅伝競走大会出場５０,０００円１２月９日餞　別
鹿島市消防団意見交換会　３,０００円１２月４日

会　費 鹿島市文化連盟受賞・表彰祝賀会５,０００円１２月２１日
フォーラム鹿島忘年会４,０００円１２月２５日

８２,０００円合　計

平成２１年１２月
市長交際費支出状況表
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　平成２０年夏、鹿島市を中心にロケ

の行われた、島田洋七監督の佐賀の

がばいばあちゃん。この作品がつい

にＤＶＤ化され、全国で好評販売中

です。エキストラで出演いただいた

方、映画館に行けなかった方、ぜひ

お買い求めください。

　ＤＶＤ　定価３９８０円

［市内書店等で取扱中］

問合先　鹿島市ロケ支援実行委員会

　　　　事務局（商工観光課内）

　　　　緯（６３）３４１２

 

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～

　「包丁」「のこ」「鎌」「チェンソー」

など当日都合の悪い方は前日までに

ご持参ください。

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

映画「島田洋七の佐賀のがばい
ばあちゃん」DVD販売中！

市シルバー人材センター
からのお知らせ

 

　佐賀県内の住宅で、新規に住宅用

太陽光発電設備と省エネ設備を複合

的に導入する方を対象に補助します。

補助金額

　設置に要する経費から国の補助金

を差し引いた自己負担額の１０％

　上限３０万円（千円未満切捨て）

問　合　先　佐賀県地球温暖化対策課

　　　　緯０９５２（２５）７４７４

 

 

　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た鹿島市桜

樹保存会では、今日まで約４００本

の桜を植樹し、また、桜の生育調査

を行うなど、より良い桜の環境づく

りを目指しています。

　今年も下記の通り植樹祭を開催し、

市民の皆さんと共に桜の木を植樹い

たします。ぜひご参加ください。

と　き　２月１４日（日）　１０時～

ところ　旭ヶ岡公園

※ご寄付についても、随時受け付け

　ております。皆様のご支援よろし

　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）

　　　　緯（６２）５６５６

住宅用太陽光発電と省エネ設備を合わせ
て設置する方への県補助制度がスタート

イイベベンントト
鹿島市桜樹保存会

植樹祭

 

　冬の有明海でしか体験できない

『磯辺がきうち』や『伝統漁法』などを

体験し、獲れた魚介類を食べたり、

地元の人とふれあったりする１泊２

日の体験に参加してみませんか？

と　き　２月１３日（土）１４日（日）

　　　　※１３日道の駅鹿島に１３時集合

宿泊先　民泊「みんなの家」（飯田）

募集人員　２０人（最少催行人員１０人）

参加費　大人（中学生以上）１０,０００円

　　　　子ども６,０００円

　　　　※集合場所までの交通費は各自負担

申込締切　２月５日（金）

申込・問合先

七浦ニューツーリズム活動推進協議会事務局

（市観光協会内）　緯（６８）０００７

 

　

 

募集団地　鹿島市・武雄市・大町町

　　　　　地区の１１団地

申込書配布　２月２日（火）～

申込受付　２月４日（木）～１２日（金）

　　　　　９時～１８時（日曜を除く）

公開抽選　２月２２日（月）

申込・問合先

［指定管理者］川原建設㈱武雄管理室

　　　　武雄市武雄町昭和２６５番地

　　　　緯０９５４（２６）０５２２

冬の有明海まるごと体験

募募 集集
平成２２年２月

県営住宅入居予備者募集

　２月１日現在で「２０１０年世界農林業センサス」を実施します。

　農林業の現状を知り、未来へつなげる大切な調査です。

　ご協力をお願いします。

　問合先　企画課情報統計係　緯（６３）２１０１
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　雇用・能力開発機構佐賀センター

では、平成２２年４月期の受講生を募

集しています。

※ほかに委託訓練もあります。

入所日　４月２日（金）

時　間　月～金曜日

　　　　９時３０分～１５時４０分

　　　　機械加工技術科のみ９時３０

　　　　分～１６時３５分授業の日あり

期　間　６ヵ月

締　切　３月２日（火）

応募資格　雇用保険受給資格者等の離

　　　　職者および求職者で、再就

　　　　職のために技能習得を必要

　　　　とする人

手続き　受講を希望する人は、最寄

　　　　りの公共職業安定所または

　　　　同センターでご相談の上、

　　　　応募書類を提出してください。

　　　　気毎月職業訓練説明会を実

　　　　　施しています。

問合先　同センター

　　　　緯０９５２（２６）９５１６

職業訓練
受講生募集  

　雇用・能力開発機構佐賀センター

では、就職や職業生活に不安や悩み

を持つ人を対象とした若者自立支援

事業を実施しています。

とき・内容

　◇２月１８日（木）　１４時～１６時

　　職業ふれあいセミナー

　　『農業で地域貢献』

　　講師　秋吉義孝さん

　◇２月２５日（木）　１４時～１６時

　　自分みがきセミナー

　　『おさらい！ビジネスマナー』

　　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

 

 

　１８歳以上で知的障害をお持ちで

ある人に関するあらゆる相談を、更

生相談所がお受けします。また、療育

手帳の再判定も行います。相談を希

望される人は事前に市福祉事務所へ

予約をしてください。

と　き　２月９日（火）

※時間は予約受付後、ご本人へ連絡します。

ところ　塩田保健センター

問合先　市福祉事務所社会福祉係

　　　　緯（６３）２１１９

若者自立支援セミナーの
受講生を募集

相相 談談
知的障害者更生相談所

巡回相談

 

　佐賀県司法書士会では、『県下一

斉無料法律相談会』を開催します。

　不動産の相続・売買・贈与などの

登記、供託、債務整理、成年後見、

各種裁判手続きなど司法書士全般に

関するいろいろなご相談をお受けし

ます。

と　き　２月１３日（土）　１０時～１５時

ところ　鹿島市民会館１階第４会議室

その他　当日は電話相談も受け付けます。

　　　≪専用ダイヤル≫

　　　　緯０９５２（２９）０６６５

　　　　緯０９５２（２９）０６３５

問合先　佐賀県司法書士会

　　　　緯０９５２（２９）０６２６

 

 

　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　２月５日（金）１０時～１４時

ところ　のごみふれあい楽習館

演　題　「スクールカウンセラーをめざして

　　　　～障がいのある子どもを持つ保護

　　　　者と支援者へのメッセージ」

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

司法書士による
県下一斉無料法律相談会

講講 演演 会会
２１年度佐賀県協働提案型
家庭教育講座（５回目）

介護保険料および
市税集合徴収分の
第９期の口座振替日は

２月２６日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

定員募集訓練科

１８　テクニカルオペレーション科

１２　機械加工技術科

１８　金属加工科

１８　電気設備科

１８　住宅リフォーム技術科

２４　建築CAD科
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恭新型インフルエンザワクチン予防接種の費用負担が軽減（無料）されます
　

　市では生活保護世帯の人および市民税非課税世帯の人について、新型インフルエンザワクチン予防接種費用の

全額免除を実施していますので、ご相談ください。

潤必要な手続き　岳　次のどちらかの証明書が必要です。また、専用の予診票をお渡しします。

　　手順１覚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を行います。

　　　　　　※身分を証明できる運転免許証や保険証等が必要です。

　　手順２覚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）

　　手順３覚接種を受ける医療機関に非課税世帯証明書を提出し、接種を受けます。（無料）

　　手順１覚福祉事務所の窓口で生活保護証明書の申請をし、発行してもらいます。（無料）

　　手順２覚鹿島市保健センター窓口で専用の予診票をもらい説明を受けます。

　　手順３覚接種を受ける医療機関に生活保護世帯証明書を提示し、接種を受けます。（無料）

恭平成２２年４月に小学校入学予定のお子さんの予防接種はお済ですか?
　

　お子さんの健康を守るために、いろいろな予防接種がありますが、法律で定められている定

期の予防接種はすでにお済でしょうか？

　母子健康手帳を確認して、済んでいない予防接種があればご入学前に接種を済ませておき

ましょう。

　定期の予防接種が済んでいないと、感染の危険性が高くなるだけでなく、小学校での予防接

種（二種混合）の効果が期待できなかったり、海外渡航の際に接種が必要になったりします。

　また、麻しん風しん予防接種は３月までが期限となっています。済んでいないお子さんは体

調の良いときに早めに接種を済ませましょう。

　詳しくは、２５ページの『２月の子育て』をご覧ください。

恭『成分献血』にご協力ください
　

　市では『成分献血』にご協力いただける皆さんを募集

しています。献血にはいくつかの条件があります。

　詳しくはお問い合わせください。

と　き　２月２５日（木）

　　　　９時～１２時、１３時～１６時のどちらか　

ところ　佐賀県赤十字血液センター（佐賀市）※送迎あり

条　件　鴨１８歳～６９歳の人で

　　　　噛男性は体重４５kg以上の人

　　　　噛女性は体重４０kg以上の人　

非課税世帯証明書の発行

生活保護証明書の発行

　接種費用の負担軽減対象者で既に、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・済証と印鑑、振込

先のわかるものを持って保健センターにお越しください。

　お越しいただいた際に上記の手続きをお願いします。

申請期限　平成２２年３月３１日

２月の健康に関する問合先

鹿島市保健センター予防係　緯（６３）３３７３２月の健康

難病医療相談をご利用ください

　杵藤保健福祉事務所では、体の不調や症状で

悩んでいらっしゃる方や難病と診断された方

等の医療に関する相談を受けています。

と　き　２月１７日（水）１４時～１５時３０分

ところ　エイブル２階

相談医　長崎川棚医療センター　神経内科医

その他　相談を希望される方は、２月１２日（金）

　　　　までに下記までご連絡ください。

問合・申込先

　　　　杵藤保健福祉事務所　難病担当

　　　　緯０９５４（２２）２１０５
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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）３３７３２月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成１８年７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

４日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２０年７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）

２５日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２１年１０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 

２４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

３・１０・１７・２４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

３・１７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

１６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

『心も体もあったまろう♪』

手作りおやつでホットタイム

（おやつ代１家族１００円）
繰会場繰
楠風館

２６日（金）

『おいしさ竃初体験』

食べ始める大切な時期！学んで実
習します（エプロン持参）

繰会場繰
エイブル

９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

『寒さに負けずホッとなひととき』

手作りおやつのティータイム

（おやつ代１家族１００円）
繰会場繰
楠風館

１９日（金）

『カミカミ竃もぐもぐ美味しいな』

食育の先生による「食のお話」の後
調理実習をします（エプロン持参）

繰会場繰
エイブル

３日（水）

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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（２月分）

１日（月）　祐徳稲荷神社初午祭（郷土芸能奉納）
　　　　　　　　　　　　祐徳稲荷神社　９時３０分～
３日（水）　心の悩みを支援する従事者のための研修会
　　　　　（詳細は２１ページ）　エイブル　１３時３０分～
７日（日）　６５歳盛年の集い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エイブル　１３時３０分～
１３日（土）　県下一斉無料法律相談会（詳細は２３ページ）
　　　　　　　　市民会館第４会議室　１０時～１５時
１４日（日）　桜樹保存会植樹祭（詳細は２２ページ）
　　　　　　　　　　　　　　　旭ヶ岡公園　１０時～
２２日（月）～２６日（金）　市民課ホール
　　　　　男性の家事川柳・フォトコンテスト入賞作品展
　　　　　８時３０分～１７時１５分　※２６日は１４時まで
２８日（日）　公認祐徳ロードレース大会
　　　　　　　　林業体育館前スタート　１０時～

２月

 如月 
きさらぎ

愚人権相談　市民会館２階
　２日（火）　１０時～１５時

愚無料法律相談　
　８日（月）　市民会館２階

　　受付１３時～１４時（先着１０人）　１３時３０分開始

　２５日（木）　市民会館２階

　　受付９時３０分～１０時３０分（先着６人）　１０時開始

愚成人健康相談　保健センター
　３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
　１・８・１５・２２日（月）、５・１２・１９・２６日（金）

　９時３０分～１２時、１３時～１６時３０分

愚障害児地域療育等支援巡回相談（言語訓練）　
　２５日（木）　１３時３０分～１６時　福祉事務所相談室

愚発達障害児（者）専門相談　
　１０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（要予約：市民課緯（６３）２１１７）
　２・１６日（火）　市民会館１階サロン　１０時～１２時、１３時～１５時

愚心の健康相談　老人福祉センター相談室
　１０・２４日（水）　１０時～１２時　心理士、看護師対応

　（要予約：福祉事務所緯（６３）２１１９）
愚行政・人権・心配ごと相談　老人福祉センター相談室
　３・１０・１７・２４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　社会福祉協議会　緯（６２）２４４７
　月曜日～金曜日　９時～１７時

６・１３・２０・２７日（土）、
７・１４・２１・２８日（日）、１１日（祝）

市役所
保健センター

１・８・１５・２２日（月）、
１２日（金）、２５日（木）

市民図書館

１・８・１５・２２日（月）、１２日（金）
生涯学習センター
（エイブル）

２・９・１６・２３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。
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広報かしま原稿締切日

４月号３月号
３月３日１月２９日

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

　６日（土）
　７日（日）
１１日（祝）
１３日（土）
１４日（日）
２０日（土）
２１日（日）
２７日（土）
２８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）３２７５７日（日）

おおぞら薬局森田医院　緯（６３）３９５６１１日（祝）

アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８１４日（日）

前山薬局吉田病院　緯（６２）３２０３２１日（日）

西牟田薬局中村医院　緯（６３）９２３４２８日（日）


