
～主な内容～
喰桜まつり、海の森植樹祭のご案内・・・・・・・・・・・２
喰春のイベント情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
喰市民図書館職員募集　ほか・・・・・・・・・・・・・・・・４
喰エイブルに行ってみよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
喰みんなの安心介護保険　ほか・・・・・・・・・・・・・・６
喰情報掲示板ワイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７～１１
　ジェネリック医薬品、ごみ収集日の一部変更
　市の資産に有料広告を載せませんか　など
喰今すぐやろう温暖化対策　ほか・・・・・・・・・・・・・１２
喰こんなときこのひとこと　ほか・・・・・・・・・・・・・１３
喰トピックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４
喰情報掲示板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１５～１７
喰３月の健康・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８
喰３月の子育て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９
喰くらしの情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０

　利便性の向上と情報発信機能を充実させるため、干潟物

産館跡地に農林水産物直売所「千菜市」が装いも新たに草葺

民家風の木造建築で３月６日（土）１０時にオープンします。

　また、干潟展望館もトイレが改修され、ますます使いや

すくなります。国道２０７号をお通りの際は道の駅鹿島に

お立ち寄りください。（１４ページに関連記事）

写真
道の駅鹿島が生まれ変わります

市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい市の市の木木

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。

筋

芹

緊

菌
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鹿　島　市　民　憲　章
（昭和５４年４月１日制定）

平成２２年１月３１日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯７－人２５－世帯１０,５７１人３１,７５７

世帯８－人２２－世帯　５,１３９人１４,２８９鹿　　島

世帯２－人７－世帯　１,１６４人  ３,９１８能　古　見

世帯２－人８－世帯　　　９９０人  ３,２３１古　　枝

世帯２＋人３－世帯　１,０５６人  ３,２６３浜

世帯２＋人１１＋世帯　１,２２９人  ３,７６３北　鹿　島

世帯１＋人４＋世帯　　　９９３人  ３,２９３七　　浦

人７－人１４,９４１男

人１８－人１６,８１６女

No.9９No.9９５５
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３３月月２２５５日日（木）（木）～～４月４月４４日（日日（日））
ライトアップライトアップ　１８時～２２１８時～２２時時

桜桜まま つつ りり

歴史的公園１００選歴史的公園１００選！！

と　き　３月２１日（祝）　９時～１２時４０分（予定）

　　　　※雨天中止、態度決定は１９日夕方に行い、

　　　　　参加者へ連絡します。

集　合　市役所前に９時

ところ　平谷　本城国有林

　　　　※シャトルバスで現地まで移動

持参物　軍手、タオル、鍬（持っている人はご持参ください。）

その他　弁当や飲み物はこちらでご用意します。

植樹種　ヤマザクラ、ベニヤマザクラ、ケヤキ、

　　　　シラカシ、タブノキ、イチイカシ、モミジ、

　　　　カキ、ビワ（１,４７０本）

申込締切　３月１２日（金）

問合先　鹿島市環境衛生推進協議会事務局

　　　　（農林水産課林務水産係）　緯（６３）３４１３

旭 ヶ 岡 公旭　ヶ　岡　公　園園

※※桜の開花状況により、ライトアップ期間は変更すること桜の開花状況により、ライトアップ期間は変更することがが

あります　あります。。問合先 商工観光問合先　商工観光課課　緯緯（（６３）３４１２６３）３４１２

　市と市環境衛生推進協議会では、 豊饒 の海をとりもどす目的で、河川上流
ほ う じ ょ う

部に広葉樹を植樹する『第１６回海の森植樹祭』を開催します。奥平谷キャ

ンプ場奥の本城国有林内に、９種類１,４７０本の広葉樹を植樹します。

　植樹箇所は昨年のとなりになりますので、昨年参加された人は１年後の姿

をご覧になってはいかがでしょうか？　

　ご家族、お友達お誘いあわせの上、ぜひご参加ください！

『海の『海の森森　植樹祭植樹祭』』
ご参加くださいご参加ください！！３月３月２１２１日日（日）（日）はは

　さぁ、いよいよ桜の季節ですさぁ、いよいよ桜の季節です。。

　今年は、桜まつり期間中に北園忠治さ今年は、桜まつり期間中に北園忠治さんん（行成）に（行成）によよるる

『『カルメラ体験』と期間限定で『猿まわしカルメラ体験』と期間限定で『猿まわし』』をを開催します。開催します。

（（天候などによ天候などによりり日程、時間、内容が変更になることがあります日程、時間、内容が変更になることがあります。。））

『カルメラ体験』 無『カルメラ体験』　無料料

　桜まつり期間桜まつり期間中中の１１時～１７の１１時～１７時時

『猿まわし『猿まわし』』

　３３月月３３１１日（水）日（水）～～４月４日（日４月４日（日））の１１時～（数回の１１時～（数回））

ところ行事名
開始
時間

開催日

鹿島小・明倫小・市民球場桜まつり学童軟式野球大会　９:００１３・２０・２２

市民体育館県西部地区高校剣道大会　８:００１４（日）

陸上競技場サブグラウンド観桜少年サッカー大会　９:００２１（祝）

旭ヶ岡公園桜まつり少年相撲大会　９:００２５（木）

市民体育館ほか県下少女バレーボール観桜大会　８:３０２８（日）

西部中学校観桜中学女子ソフトボール　９:００２８（日）

北公園４地区鹿島観桜テニス大会　９:００２８（日）

ところ行事名
開始
時間

開催日

横田公民館観桜俳句大会１０:００３（土）

市民球場鹿島市近接中学軟式野球大会　９:００３・１０（土）

松陰神社境内桜まつり県下民踊大会１０:３０４（日）

市民武道館観桜弓道大会　９:００４（日）

鹿島高校観桜少年柔道大会　９:００４（日）

市民体育館観桜卓球大会　８:３０４（日）

西部中学校桜まつり少年剣道大会　８:００４（日）

横田公民館チャリティ桜まつり茶会１０:００４（日）

中川グラウンド観桜ゲートボール大会　８:３０５（月）

福祉会館観桜囲碁大会　９:００５（月）

桜まつり関連行事表

建３月開催分 建４月開催分
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建肥前浜宿　花と酒（咲け）まつり

建第４回　かしま発酵まつり

建春のほとめきまつり

今回も寒仕込みの新酒ができあがる３月に開催し

ます。

と　き　３月１４日（日）１０時～１６時

ところ　矢野酒造場酒蔵ほか

内　容　地元発酵食品のふるまい、体験教室受講

　　　　生が作った発酵食品の披露など

問合先　鹿島発酵研究会(鹿島商工会議所内)

　　　　緯（６３）３２３１

同日開催　蔵めぐりツアー参加者募集
発酵まつり当日、市内の酒造などをバスでめぐりま

す。　申込締切　３月５日（金）

ほとめき会は、鹿島市中心商店街の活性化を図ろ

うと発足した団体で、今春も道踊りなどの催し物

を企画して「春のほとめきまつり」を開催します。

と　き　３月１４日（日）１３時３０分～１６時

ところ　鹿島市中心商店街さくら通り（歩行者天国）

内　容　道踊り・歌・吹奏楽・もちつきなど

　　　　１５時３０分より無料もちふるまい！

問合先　折敷瀬敞子　緯（６３）４０２９

博多どんたくに参加しませんか?
ほとめき会では、「博多どんたく」に参加します！

ただ今、参加者募集中です！

酒処肥前浜宿の新酒の季節となりました。

新酒の香りと春の桜に酔いしれませんか?

と　き　３月2８日（日）　１０時～１６時

ところ　肥前浜宿酒蔵通り、庄金地区ほか

内　容　新酒販売、茶会、かしまんにわか、

　　　　大名行列、野畠面浮立など

その他　会場の肥前浜宿では、３月２６日（金）から　

　　　　２８日（日）までアートプロジェクトが開　

　　　　催されます。

問合先　肥前浜宿花と酒（咲け）まつり実行委員会

　　　　（浜公民館内）　緯（６２）２５３４

春のイベント 情報
　桜まつりのほか、市内各地でさまざまなイベントが開催されます。ぜひお出かけください。

　情報掲示板にもこれ以外のイベントを掲載しています。
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応　募　資　格勤務時間・形態勤　務　内　容

潤大学または大学院で日本史を専攻した人

潤古文書を取り扱った経験、学芸員資格を有す 

　ることが望ましい。

潤生涯学習及び図書館業務に興味があり、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証所有者および取得予定者

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２０日程度、週４０時間程度
［基本］
　８時３０分～１７時３０分
［遅出］
　１０時３０分～１９時３０分

※月曜・祝日の翌日休館
※土・日・祝日の交替勤務
　あり

潤古文書の解読や歴史資料の調査・研究

潤歴史展示・講座に関する企画

潤市民図書館に関する業務全般

　毅各種事業の企画、運営

　毅図書貸出し等の窓口接客業務

　毅施設維持管理業務

潤その他、かしま市民立楽修大学に関

　する業務

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　３月２日（火）～３月１２日（金）

　　　　　　　　　　［８日（月）の休館日を除きます］

募集人員　１人

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※３月１２日（金）必着）

試験日時　一次試験：３月１４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

鹿島市民図書館正規職員を募集します

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。

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４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　学習支援員事業

　　　　　　　（１人：４ヵ月未満）

　　　　　岳学校ごとに異なる諸事情に対処するため

　　　　　　に教員を補助し、児童生徒を支援する業務

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

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

恭悪質訪問販売にご注意！

　消防署員等を装い、消火器などを高い価格や無理強い販

　売する被害が多く発生していますので、ご注意ください。

　※消防署からの販売は行なっていません。　

恭住宅用火災警報器設置のお知らせ！

　平成１８年６月１日から一般住宅にも住宅用火災警報器

　の設置が義務化されています。

　(既存住宅については、平成２３年５月３１日までに設置し

　なければいけません。)火災の早期発見と火災からの

　逃げ遅れによる死者をなくす為、早めに設置し家族の

　命を守りましょう。 住宅用火災警報器を購入する時は

このマークが目印です。⇒

３月１日（月）～３月７日（日）は春の火災予防運動
　この時季は、空気が乾燥し、火災が発生しやすくなります。家庭や地域で火災予防に取り組み、大切な命や財産を

守りましょう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合先　鹿島消防署　緯（６３）１１１９

恭消火器の老朽化、チェックしましょう！

　明らかな容器の腐食・変形・破損等がみられるものは

　使用上危険ですので、廃棄処理してください。

　※消火器は一般のゴミとしては捨てられません。
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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、先行予約などが

　　　　受けられます。

問合先　かしま市民立楽修大学

　　　　緯（６３）２１３８

　今回は、ピアノに第６３回 全日本学生

音楽コンクール全国大会ピアノ部門 

高校生の部第３位入賞の古賀大路さん

（唐津市出身）、 箏 に東京芸術大学大学
こ と

院を修了し、多数のコンサートにも出

演されている、鹿島市出身の若手演奏

家 永池あかりさんを迎えてのジョイ

ントコンサートです。

［賛助出演］古賀小百合さん　東島美和子さん

と　き　３月２８日（日）

　　　　　開場１３時３０分　開演１４時

ところ　エイブルホール

料　金　一　般・・・・・・１５００円

　　　　楽修大学生・・１０００円

　　　　高校生以下・・・・８００円

　　　　　親子割引券（楽修大学のみで販売）

　　　　　　　隅大人１人と高校生以下１人のセット

　　　　　　　一般＋高校生以下・・・・・・・・２０００円

　　　　　楽修大学生＋高校生以下・・１５００円

その他　４歳児未満の入場はご遠慮く

　　　　ださい。

主催・問合先　かしま市民立楽修大学

　　　　　　　緯（６３）２１３８

 古賀  大路 ・
こ が  た い じ

 永池 あかりジョイントコンサート
ながいけ第８回　　　　　　

エイブル事業

に行ってみよう

プレイガイド

潤かしま市民立楽修大学潤ピオ

潤ララベル潤モリナガ鹿島店

潤Ｑ－ＢＯＸ潤ゆめタウン武雄

潤佐賀玉屋潤島村楽器佐賀イオン店

講　師　琉球國祭り太鼓の皆さん

と　き　３月５・１９日（金）

　　　　１９時３０分～２１時３０分

ところ　鹿島市民体育館

エイサー教室② 【定員２０人】

講　師　副田　ひろみ　さん

と　き　３月４・１８日（木）

　　　　１０時～１１時３０分

ところ　エイブル３階　研修室

読み聞かせ教室② 【定員２０人】
講　師　吉岡　千里　さん

と　き　３月３・２４日（水）

　　　　１０時～１２時

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】

エイブル倶楽部講座のお知らせ

講　師　小野原　トシミ　さん

と　き　３月３・１７日（水）

　　　　１９時３０分～２１時

ところ　エイブル２階　和室

ストレスケア教室② 【定員２０人】

　平成２１年７月に西岡紘一郎様よりご寄贈いただい

た、鹿島鍋島家に関する資料１６８点の内、鹿島藩主

に関する資料を公開します。

　今回の展示は、鹿島藩最後

の藩主鍋島 直彬 と明治政府高
な お よ し

官との関係をあらわす書簡を

はじめ、直彬のすばらしい書

や画など、豪華で見ごたえの

ある内容となっています。

西岡家寄贈資料展
～発見された鹿島鍋島家文書～

図　書　館

　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

講　師　迎　りつ子　さん

と　き　３月２６日（金）

　　　　１０時～１３時

ところ　エイブル２階　調理室

簡単パン作り教室 【定員２０人】

講　師　栗原　 慶安 　さん
よ し や す

と　き　３月４（木）・１９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】

　また、期間中２回にわたり、迎昭典さんによる説明

会も行います。詳細は次のとおりです。

　多数のご参加・ご来館をお待ちしています。

問合先　鹿島市民図書館　緯（６３）４３４３

潤資料展

床の間コーナー　　　３月２日（火）～４月３０日（金）

図書館展示コーナー　３月６日（土）～３月１４日（日）

潤説明会（申込不要）

①　３月６日（土）１４時～１６時　図書館内

②　３月１４日（日）１４時～１６時　エイブル３階研修室
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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

　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。

家庭での介護環境を整えたいときのサービス② 

福　祉　用　具　貸　与 介護予防や自立した生活に役立つ福祉用具を貸与します。

恭福祉用具貸与の対象品目 
　・手すり（工事をともなわないもの）★　　　・車いす　　　　　　・床ずれ防止用具

　・スロープ（工事をともなわないもの）★　　　・車いす付属品　　　・体位変換器

　・歩行器★　　　　　　　　　　　　　　　・特殊寝台　　　　　・認知症老人徘徊感知機器

　・歩行補助つえ★　　　　　　　　　　　　・特殊寝台付属品　　・移動用リフト（つり具を除く）

　　※要介護1および要支援1・2の人は、★印以外の用具は原則として保険給付の対象となりません。

　　※事業者ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されています。

恭サービス費用のめやす
実際に貸与に要した費用に応じて異なります。

恭特定福祉用具販売の対象品目
　　・腰掛け便座　　　・特殊尿器　　・移動用リフトのつり具

　　・入浴補助用具　　・簡易浴槽　　・入浴用介助ベルト

　　　※事前に指定された事業所で販売される特定福祉用具を購入した場合に限り、福祉用具の購入費が支給さ

　　　　れます。

　　　※事業者ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されています。

恭福祉用具を購入するときの心得
　購入には、支給限度額があります。必要性やモニタリング等について、

ケアマネージャーや福祉用具専門相談員などに必ず相談してアドバイ

スを受けましょう。

　また、できるだけ複数のカタログを集め、実物見本を試してから選び、

購入後の修理などアフターサービスについても確認しましょう。

特定福祉用具販売
（福祉用具購入費の支給）

入浴や排せつなどに使用する福祉用具の購入費を１年に

つき１０万円（保険給付は９万円）を上限に支給します。

水道の開始・中止には手続きが必要です
　引っ越しなどにより新しく水道を使用したいときや

使用をやめたいとき、使用者を変更したいときなどは、

事前に水道課への届け出が必要です。水道課窓口まで

お越しください。

　※土・日・祝日・年末年始は業務を行っていないため

事前に手続きが必要となります。平日に都合がつかれ

ない人は下記までお問い合わせください。

問合先　　水道課管理係　緯（６２）３７１８
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　転勤や進学などに伴い、住所

の異動が多い年度末と年度始め

に市民課では土・日曜日も手続

きを受け付けます。

と　き　３月２７日（土）・２８日（日）、

　　　　４月３日（土）・４日（日）の８時３０分～１２時

ところ　市民課窓口

内　容　以下の手続きについて受け付けます。

　　　　潤転入・転出などの住所異動届およびこれに伴

　　　　　う児童生徒異動届、国民健康保険および介護

　　　　　保険の手続き

　　　　潤出生・死亡・婚姻等の戸籍に関する届け出

　　　　※上記届け出の際は、本人確認のできる身分

　　　　　証明書（運転免許証等）をご持参ください。

問合先　市民課　緯（６３）２１１７

ご利用ください　休日開庁の市民課窓口
－年度末・年度始めの土曜・日曜も対応します－

～時間外交付制度のご利用を～

　左の期間でなくても、仕事などで平日に市役所に

来ることができない人のために、市民課と税務課で

は次のような証明書などについて電話予約をして、

休日や夜間に受け取ることができる『時間外交付』

を実施しています。予約や受け取りについての詳細

はお問い合わせください。

【市民課】

　住民票の写し、印鑑登録証明書、納税証明書、

　課税証明書、所得証明書

【税務課】

　資産証明書、評価証明書、名寄帳の写し、

　地籍図の写し

問合先　市民課　緯（６３）２１１７

　　　　税務課　緯（６３）２１１８

　今年も新緑の季節に奥平谷キャンプ場が、オープンします！大自然の雄大さに触

れながら、キャンプはもちろんのこと、バーベキューや山登り、川遊びもできます。

　あなたのスタイルにあった自然の楽しみ方を満喫してみませんか。

申込・問合先　商工観光課観光振興係　緯（６３）３４１２

申込開始日　４月１日（木）　８時３０分～

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

宿泊可能日　５月・・・・１日～４日、８日、１５日、２２日、２９日

　　　　　　７月・・・・３日、１０日、１７日、１８日、２２日～２４日、２９日～３１日

　　　　　　８月・・・・５日～７日、１２日～１４日、１９日～２１日、２６日～２８日

　　　　　　９月・・・・４日、１１日、１８日、１９日、２５日

　　　　　　※６月の利用はできません。４月１日（木）から、夏休み期間の予約も受け付けます。

奥平谷キャンプ場オープンは５月１日から

金額（円）備考（広さのめやす等）定員種類

１２,４３０２階建　和洋室　２０畳１０人
コテージ

１２,４３０平屋建　洋室　１３畳１０人

　２,２００４畳半６人

バンガロー
　２,５６０６畳半７人

　７,３５０2階建　８畳＋８畳２０人

１４,７００2階建　３１畳＋１４畳５０人

　　　３６０現地管理人指示－持込テント

金額（円）用品名金額（円）用品名

　４０

しゃもじザルなべ４００ファンヒーター

お玉まな板かま

１００

毛布

やかん包丁ボウルコンロ

フライ返し飯ごうひしゃく鉄板

たわし栓抜きさい箸金網

スプーン皿　６０ゴザ

恭料金表 恭レンタル用品

恭利用期間と申込方法
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　平成２１年６月から１０月までの間、ペットボトル

の月２回収集を試行したところ、収集日を増やしてほ

しいという要望が多くありましたので、平成２２年４

月からの収集日程を見直し、ペットボトル収集を月２

回に増やします。３月までは、従前どおりの収集日程で

すのでご注意ください。

　４月以降にごみを出される際は、３月下旬にお届けす

る『ごみ分別一覧表』で収集日を確認し、決められた日

に決められた出し方でごみを出していただきますよう

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

第２４回　鹿島市みんなの集いを開催

と　き　３月１４日（日）　１０時～１５時

ところ　鹿島市民会館

内　容　９時３０分～　喰青空市場、作品展示

　　　　１０時～　　　喰開会セレモニー、ステージ発表

　　　　１０時３０分～　喰医学講座「糖尿病について」　講師　織田病院医師　井手康史さん

　　　　１３時３０分～　喰記念講演「足元の宝・ふるさと料理」　講師　 藤 　
と う

 清光 さん（写真寓）
せ い こ う

その他　入場整理券５００円が必要です。（市役所２階生涯学習課で購入できます。）

問合先　鹿島市みんなの集い実行委員会（生涯学習課内）　緯（６３）２１２５

　市内で活動するさまざまな団体の活動発表や作品の展示・即売等を行います。今回は、テレビ等で活躍中の「ふる

さと料理人」 藤 　
と う

 清光 さんの博多弁を交えた講演があります。皆さん気軽にお越しください。
せ い こ う

平成２２年４月からごみ収集日を一部変更します

　市では、小学生および中学生の保護者で経済的に

困っておられる人のために、学用品費や給食費などの

経費の一部を補助する制度を設けています。

援助対象者　生活保護世帯およびこれに準じる程度に生活

　　　　が苦しく、学用品費や給食費などの負担が困

　　　　難な世帯

援助の種類　潤学用品費、通学用品費

　　　　潤医療費（学校保健安全法で定められた病気のみ）

　　　　潤校外活動費、修学旅行費　潤給食費

　　　　潤新入学児童生徒学用品費等

申請手続　申請の受付は、市役所２階の市教育委員会で

　　　　行っています。

持参品　潤印鑑

　　　　潤収入がわかる書類

　　　　　　（世帯で収入がある人について全員分）

　　　　　隅平成２１年分の源泉徴収票

　　　　　　　（確定申告をした人は、申告書の写し）

　　　　　隅昨年の勤め先と今の勤め先が違う場合は、

　　　　　　現在の勤め先の給料明細書

　　　　　　　（直近3カ月～６カ月程度）

問合先　市教育委員会教育総務課

　　　　緯（６３）２１０３

就　学　援　助　制　度　の　お　知　ら　せ

変更変更点点

①ペットボトルの収集日が月１回から２回になり①ペットボトルの収集日が月１回から２回になりまま

す　す。。

②午後１時からの回収時間がなくなり、市内全域午②午後１時からの回収時間がなくなり、市内全域午前前

８時からとなります　８時からとなります。。

③ペットボトルの収集日変更に伴い、地区によって③ペットボトルの収集日変更に伴い、地区によってはは

ほかのごみ袋の回収曜日が変更になっている場　ほかのごみ袋の回収曜日が変更になっている場合合

があります　があります。。
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市の資産に有料広告を載せませんか?

　市では、厳しい財政状況を改善するため、平成１８年度より、市の発行物や資産を広告媒体として活用し、民間企

業等の有料広告掲載事業を実施しています。

　今回、企業広告の媒体として広告掲載を行うものは、①市広報紙『広報かしま』、②市庁用車（マイクロバス）、③

市営駐車場フェンスです。現在、広告の募集を行っています。

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

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

①市広報紙『広報かしま』

③市営中央駐車場フェンス

②市庁用車（マイクロバス）

発行部数　１１,２００部

　　　　（約１万部を新聞折込みにより市内各戸に配

　　　　布。その他は各公共施設・団体へ配布）

掲載開始　平成１８年５月号より掲載しています。

概　要　毎月１日発行（年間１２号）、Ａ４版２０～３０ページ

広告枠　噛１号につき４枠

　　　　噛１枠＝縦５.５㎝×横１８㎝（Ａ４の約１／５）

募集方法　市と契約した代理業者による募集・広告作成

　　　　※平成２１年度は、松浦印刷（株）と契約。

　　　　広告掲載を市へ直接申し込まれた場合、上記

　　　　業者への広告作成等を紹介します。

問合先　企画課情報統計係　緯（６３）２１０１

掲載箇所　庁用車（マイクロバス）側面及び後面

面　積　それぞれ縦×横のサイズ

　側面（右側）・・５０cm×２００cm＝１㎡

　側面（左側）・・５０cm×１５０cm＝０.７５㎡

　後面・・・・・・・・４０cm×１３０cm＝０.５２㎡

掲載料金　１㎡当たり６０,０００円／年

問合先　財政課　緯（６３）２１１４

設置箇所　鹿島市営中央駐車場（駐車場フェンス）

設置方法　駐車場フェンスへの看板添架

※看板の作製、フェンスへの添架に要する経費は申込

　者が負担することになります。

規　格　それぞれ１区画当たりの縦×横のサイズ

　Ａ区画・・・・５０cm×２００cm

　Ｂ区画・・・・７５cm×２００cm

広告料　１㎡当たり５,０００円／年

問合先　商工観光課　緯（６３）３４１２

ここが広告掲載

のスペースです。

○Ａ 

○Ｂ 

○Ａ 

ここが看板添架

のスペースです。

ここが広告掲載

のスペースです。
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育児・介護休業法が改正されます
改正育児・介護休業法が平成２１年６月に成立し、平成２２年６月３０日より施行されます。

ジェネリック医薬品(後発医薬品)について正しく知ろう！

　患者さんの負担軽減を目的に、医療費抑制政策の一環としてジェネリック医薬品の使用促進が大きく取り上げら

れています。お薬は、患者さんの体質や他のお薬との組み合わせなどにより、患者さんの治療に適切なのか判断が難

しいこともあります。

ジェネリック医薬品について、少し学んでみませんか？

恭ジェネリック医薬品とは？

ジェネリック医薬品は、最初に作られたお薬（先発医薬品：新薬）の特許が切れた後に販売さ

れる医薬品です。

最初に作られたお薬（先発医薬品：新薬）と同等の有効成分・効能・効果をもつ医薬品ですが、

添加物が異なる場合等もあり、まったく同一というわけではありません。

恭すべてのお薬にジェネリック医薬品はあるの？

すべてのお薬にジェネリック医薬品があるとは限りません。

ジェネリック医薬品を希望される場合は、医師や薬剤師にご相談のうえ、ご使用ください。

恭どうして安くなるの？

新薬の開発には通常２００億～５００億円またはそれ以上の費用がかかると言われています。

ジェネリック医薬品は開発費がかからないため、安く提供できるのです。

恭どのくらいお薬代は安くなるの？

ジェネリック医薬品に替えると、薬剤料の負担が３割以上安くなるといわれています。

しかし、お薬代の負担軽減の程度は、自己負担の割合や、これまで処方されていたお薬の価格、処方される量、ジェ

ネリック医薬品の種類（銘柄）などによって異なりますので、思ったほど安くならない場合もあります。

恭注意点は？

ジェネリック医薬品の使用にあたっては、患者さんによって、予期せぬ副作用が起きる可能性や、期待する効果・効

能が得られない場合もあります。

ジェネリック医薬品の使用に関しては、医師に十分に相談し、指示に従って服用してください。

問合先　保険健康課国保係　緯(６３)２１２０　　　　　　　監修：佐賀県医師会／佐賀県歯科医師会／佐賀県薬剤師会

①３歳までの子を養育する労働者が希望すれば利用できる短時間勤務制度（１日６時間）を設けることが事業主の義

　務となります。

②３歳までの子を養育する労働者は、請求すれば所定外労働（残業）が免除されます。

③子の看護休暇の取得可能日数が、小学校就学前の子が１人であれば年５日、２人以上であれば年１０日になります。

④母（父）だけでなく父（母）も育児休業を取得する場合、休業可能期間が１歳２ヵ月に達するまでに延長されます。

⑤配偶者の出産後８週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、特別な事情がなくても再度の取得が

　可能となります。

⑥労使協定による専業主婦（夫）除外規定が廃止されます。

⑦労働者が申し出ることにより、要介護状態の対象家族が１人であれば年５日、２人以上であれば年１０日、介護休

　暇が取得できます。

改正育児・介護休業法の内容等、詳しくは　佐賀労働局雇用均等室まで　緯０９５２（３２）７２１８
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対　象　年　齢種　　目

男４０歳以上
女３５歳以上

マスターズ陸上△

少年：小学４年生以上
成年：２０歳以上

トランポリン△

男４０歳以上
女３０歳以上、親子

年齢別バドミントン
○●☆◇

男３０歳以上
女３０歳以上

ラージボール卓球○☆◇

４５歳以上年齢別ソフトテニス○●△

フリーリズムダンス

フリーハイキング

女３０歳以上女子ソフトボール

２０歳以上ゲートボール※

２０歳以上グラウンドゴルフ※

対　象　年　齢種　　目

４０歳以上壮年サッカー

４０歳以上ソフトバレーボール☆◇

２０歳以上ターゲットバードゴルフ

８人の合計年齢が２６０歳以上男女混合綱引き◇

３０歳以上年齢別テニス●△

２０歳以上バウンドテニス○●◇

２０歳以上ミニテニス○●

５０歳以上壮年ボウリング△●

２０歳以上インディアカ◇

フリーフォークダンス▲

フリーオリエンテーリング▲

２０歳以上ペタンク

フリー３Ｂ体操☆

フリーよさこい

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

　建情報掲示板ワイド

佐賀県高齢者大学鹿島校学生募集

潤学習内容　多くの実習・体験で、楽しみながら

　　　　　　地域活動に活かせる知識を学びます。

　　　　　　・基礎過程（１年次）　

　　　　　　　　基礎知識習得の学習　　　

　　　　　　・実践課程（２年次） 

　　　　　　　　実技や演習など実践活動

潤受講期間　２年間（平成２２年４月～平成２４年３月）

潤応募資格　昭和２５年４月１日以前生まれの人

潤募集人数　５５人

潤主な講義会場　エイブル（鹿島市生涯学習センター）

潤入　学　金　１０,０００円　　　　　　

潤受　講　料　４０,０００円（年額・教材費を含む）

潤申込方法　市保険健康課、各地区公民館にある

　　　　　　入学案内のなかの入学願書を高齢者　　

　　　　　　大学へ提出してください。（郵送可）

潤募集締切　３月１５日（月）

潤問　合　先　　佐賀県長寿社会振興財団

　　　　　　　緯０９５２（３１）４１６５　

　佐賀県高齢者大学鹿島校では平成２２年度からの新規入学生を募集しています。

　鹿島校は今まで、高齢者の生きがいの場として、また、交流の場としてたくさんの高齢者に

親しまれてきました。

　あなたも、生涯学習の機会を通じてこれからの生活をより豊かなものにしてみませんか。

県さわやかスポーツレクレーション祭

　グラウンド・ゴルフやゲートボールをはじめ２４の競技が開催され、また、ニュースポーツの体験コーナーもあり

ます。　

と　き　５月２３日（日）

ところ　鳥栖市・神埼市・三養基郡・神埼郡

参加費　１人８００円（選手・監督１人につき※保険料含む）

申込方法　４月１２日（月）までに生涯学習課に申し込ん

でください。実施要領・参加申込書も同場所にあります。

問 合 先　 生涯学習課スポーツ係　緯（６３）２１２５
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　今回は『冷蔵庫の電気代節約術』です。

　冷蔵庫は家庭の電気使用量の割合の中でエアコンについで２番目シェアを

占めています。

　でも、エコのテクニックを少し実践するだけで電気代を節約できます。

　冷蔵庫内を物でいっぱいに詰め込むと庫内の冷気が

行き渡りにくくなるし、物を出すのにも時間がかかり

ますね。

　食品は必要最小限に保管し出来るだけ使い切るよう

に心がけましょう。

　また、庫内の整理整頓も行えばＧＯＯＤです。

④　詰め込みすぎに注意

　冷蔵庫の設定温度を『強』のままにしていませんか？

室温が下がる冬場は『弱』でも十分に適正温度まで下

がります。

　年中『強』設定でなくこまめに切り替えましょう！

②　温度設定は適切に　無駄に開閉したり開けっ放しにすると庫内の温度が

上昇し、温度を下げるためにエネルギーを多く消費す

ることになります。

　冷蔵庫から物を取り出す時は手早く行いましょう！

①　開閉の回数を減らす

　冷蔵庫は庫内を冷やすためにいつも表面から放熱を

行っています。側面や背面が壁に密接していると熱交

換効率が悪くなり電気代がかかってしまいます。

　冷蔵庫の周囲は出来るだけ壁から離しましょう！

③　置き方に注意

　他にも冷蔵庫で実践できる節約方法はたくさんあり

ますので、色々試してみてください！

　エコで無駄な出費も抑えましょう！

問合先　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６

今今すすぐぐややろろうう温温暖暖化化対対策策 NNOO..88

　市では、差別のない明るい社会

をきずくため、市民を対象にさま

ざまな人権・同和問題に関する啓

発事業を毎年行っています。 そ

の主な事業について、１年間を振

り返ってみたいと思います。

　一つは、人権学習会の開催です。

　同和問題をはじめ女性・高齢

者・障害者・インターネット等の

人権問題について７回実施しまし

た。延べ３２４人の参加者があり、

昨年度より大幅な参加増となり盛

会の中での研修会となりました。

　二つ目は、８月の同和問題講演

会です。社会派の落語家、桂福車

さんの笑いあり納得ありの９０分

間でした。人間の心の奥底にある

ものについて話され、４６６人の

参加者の誰もが時間を忘れてしま

うほどのすばらしい講演でした。

　三つ目は、小中学生を対象にし

た人権作文・標語・マンガの作品

募集です。各学校で取り組まれた

作品の合計は４２００点を超え、

多くの子どもたちが応募してくれ

ました。その中から優れた作品を

市報２月号に掲載しています。

　四つ目は、部落に出向いての人

権・同和問題部落懇談会の開催で

す。今年度は北鹿島地区で実施し、

１０月から始めて２月までに終了

しました。各部落とも熱心に取り

組んでいただき多くの地域住民が

人権への関心と意識を高める機会

となっています。

　その他、「広報かしま」への人権

記事の掲載や要請に応じて各種団

体への人権講話等も行っています。

　これらの啓発事業を通して、市

民の人権問題への関心と人権意識

の向上をめざしていますが、研修

会等へ参加する人が限られるなど

の課題もあります。

人権が大切にされる

社会をめざして
～平成２１年度の人権啓発事業から～

噛ご意見等をお寄せください

　同和対策課　緯（６３）２１２６
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～Nobody's Perfect （みんな間違いをすることがある）～

今月のキーフレーズ

ドノヴァン先生

№５２

（ジョン）困ったよ。

（ジュディー）ん～どうしたの?

（ジョン）昨日の夜かなり遅くまで外にいたから、

　　　　仕事に９０分も遅れたんだ・・・

（ジュディー）まあ～それは遅いわね。でも間違いは

　　　　誰にでもあるわ。

　　　　大丈夫だと思うわ・・・多分・・・

John:
Judy:
John:

Judy:

I'm in trouble.
Hmm ? What happened ?
I got to work ９０ minutes late because
I stayed out too late last night....
Wow.... that's late. But, nobody's perfect.
I'm sure you'll be fine...maybe...

～第２回学習発表会～

寓１年生の学習発表

古枝小学校

校学 だ よ り

No.1５４ 　古枝小学校は、地域との連携を大

切にしていて、昨年から「古枝ふれ

あいまつり」と合同で「学習発表会」

を開催しています。

　今年度は、１２月６日（日）に林業

体育館において、これまでの学習の

成果を地域の方や保護者の皆様の前

で発表しました。発表内容は、１年

生は、音読劇「おとうとねずみチロ」。

　２年生は、「まつり」の朗読と祖父

母との「いもパーティ」の感想発表。

　３年生は、「古枝探検」をして分

かったことの発表。４年生は、「身

近な物の便利な活用法」についての

発表。５年生は、これからの農業に

ついての問題提起をニュース番組に

した「考えよう古枝の農業」の発表。

　６年生は、「自分たちでできる環

境問題解決」についてのパネルディ

スカッション。

　発表内容は様々でしたが、学習を

通して分かったこと、考えたことな

どを多くの人の前で発表し、大きな

拍手をいただけたことは、子どもた

ちの大きな自信になりました。

　昨年は、初めてということで試行

錯誤の連続でしたが、今年は準備も

練習もスムーズにいきました。

　来年度は、さらに充実した発表会

になるよう取り組んでいきたいと

思っています。

　よろしかったら、今年の１２月の

第１日曜日は、林業体育館へおでか

けください。

（ジェフ）まいったなあ～。このテスト完璧だと

　　　　思ったのに３問も間違ったよ。

（リ　サ）心配しないで。みんな間違いをするこ

　　　　とがあるわ。

Jeff:

Lisa:

Oh, no! I thought I got １００％ on this test,
but I missed ３ problems.

Don't worry about it. Nobody's perfect.
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
平成２１年度佐賀農業賞

　２月８日、意欲的に技術や経営の改善に取り組み、地域農業に貢献してい

る農業者や組織・集団を県が表彰する佐賀農業賞の表彰式が行われ、平成２１

年度の最優秀賞「農林水産大臣賞」に「鹿島地区 根域 制限
こ ん い き

 高畝 栽培研究会」
た か う ね

（会長　原田安芳さん）が選ばれました。

　研究会では、防根シートや防水シートを使ってみかんの木への水分供給を

コントロールし、農薬や化学肥料、労力の軽減にも積極的に取り組みながら

高品質なみかんを生産されています。

　市の基幹作物であるみかん生産の活性化のモデルとして、今後のさらなる

活躍を期待します。

高畝栽培研究で『農林水産大臣賞』を受賞

「千菜市」が一新！充実してオープン

　道の駅鹿島は、平成６年４月２６日、国道２０７号沿いに佐賀県第１号の

道の駅として産声をあげ、「干潟展望館」「干潟物産館」「千菜市」の３施設を核

に、鹿島ガタリンピックや干潟体験など有明海の干潟を活用した地域おこし

活動とともに１５年の歳月を歩んできました。

　この度、市内の土産物の展示販売、農林水産物直売所の機能を強化し、新

たな直売所「千菜市」をオープンします。ぜひ道の駅鹿島へお越しください。

建千菜市オープン

　３月６日（土）　１０時～　営業時間　９時～１７時３０分

運営団体　七浦地区振興会　問合先　道の駅鹿島　緯（６３）１７６８

新しくなった道の駅鹿島に行ってみよう!

青森「浪岡りんご」を市内福祉施設へ寄贈

　２月５日、（株）スーパーモリナガ様、（株）佐賀青果市場様、ＪＡ青森様か

ら、青森市（旧浪岡町）で収穫されたリンゴ約２０００個の贈呈式が市役所で

行われました。

　１５日に市内の保育所や幼稚園、老人福祉施設、障害者福祉施設など３０

施設に甘くておいしいリンゴが贈られました。

ご寄付ありがとうございます

　１月１９日、東京都で開催された「第５０回交通安全国民運動中央大会」で、交通栄誉章および交通安全優良団体

等の表彰式がありました。市内からは県交通安全協会の推薦を受けた２団体が受賞しました。［敬称略］

　潤優良団体　馬渡区　　　潤優良事業所　鹿島印刷株式会社

おめでとうございます　市内２団体を交通安全優良団体表彰
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　卒業、入学、就職など環境が変化す

るこの時期、青少年が犯罪の加害者

や被害者にならないよう、そして子

ども達の希望に満ちた新しいスター

トのために地域・学校・家庭が手をつ

なぎ、声をかけたり一緒に考えるな

ど、大人と子どもの信頼できる環境

をつくるようにしましょう。

　大人が変わることで、子ども達の

心が成長します。

問合先　鹿島市青少年育成市民会議

　　　　（生涯学習課内）

　　　　緯（６３）２１２５

おお知知ららせせ
３月は『春の青少年育成

強調月間』です

３月１日（月）　　　　　　開会、会期の決定、議案の一括上程（提案理由説明）

３月２日（火）　　　　　　休会（議案研究）

３月３日（水）～５日（金）　一般質問

３月６日（土）～７日（日）　休会

３月８日（月）　　　　　　調整日（一般質問）

３月９日（火）～１０日（水）　議案審議、質疑、討論、採決

３月１１日（木）　　　　　　調整日（議案審議）

３月１２日（金）　　　　　　新年度予算審査特別委員会（現地調査）

３月１３日（土）～１４日（日）　休会

３月１５日（月）～１８日（木）　新年度予算審査特別委員会

３月１９日（金）　　　　　　常任委員会（議案・請願）

３月２０日（土）～２５日（木）　休会

３月２６日（金）　　　　　　委員長報告、議案審議、質疑・討論・採決、閉会

開　議　１０時～　※１２日（金）、１９（金）は１３時～

問合先　議会事務局　緯（６３）２１０４

市議会３月定例会会期日程（案）
～傍聴にきてみませんか～

※一般質問の数などにより、議事日程を一部変更することがあります。

※一般質問の通告内容などは、鹿島市ホームページの『鹿島市議会』

　に掲載します。

※ケーブルテレビでは１２チャンネルで、議会を中継します。

　平成２２年１月分市長交際費の支出状況を公表します。

問合先　企画課秘書係　緯（６３）２１００

支出の相手方、行事名支出金額支出日・件数区　分

供花１件１５,０００円１月１８日弔　慰

鹿島商工会議所新年祝賀会３,０００円１月１５日
祝　儀

大字重ノ木協議会３,０００円１月２９日

鹿島市農業委員会交流会４,０００円１月１５日

会　費

鹿島青年会議所新年会５,０００円１月１６日

鹿島市チーム県内一周駅伝５０周年記念祝賀会７,０００円１月１７日

鹿島市交通安全指導員会意見交換会３,０００円１月１９日

鹿島・藤津三師会４,０００円１月２９日

七田辰巳氏叙勲祝賀会６,０００円１月３１日

５０,０００円合　計

平成２２年１月
市長交際費支出状況表

鹿島市長選挙の投票日は、

４月１８日（日）です
○告示日　　４月１１日（日）

○期日前投票４月１２日（月）～４月１７日（土）
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　平成２１年分の所得税と平成２２年度

の市・県民税の申告期限は３月１５日

（月）までとなっています。まだお済

みでない人は、下記の日程のうち、都

合のよい日に申告をお願いします。

会　場　鹿島市役所５階大会議室

時　間　９～１６時

問合先　税務課課税係緯（６３）２１１８

 

恭会員を募集しています（60歳以上）

　３月１８日（木）９時３０分～　入会説

明会をセンター2階で実施します。

恭刃物研ぎいたします

　毎月第３木曜日　８時３０分～

　「包丁」「のこ」「鎌」「チェンソー」など

恭作業の相談をお受けします。

　「命名札・席札」「犬の散歩」「薬取

り」「草取り」「農作業」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。

　使いやすい袋詰めやトラック

（バラ積み）で販売しています。

問合先　鹿島市シルバー人材センター

　　　　緯（６３）０９７０

確定申告は正しくお早めに
3月１５日まで

シルバー人材センターで
仲間と楽しく働きませんか

 

 

　昔から地元に伝わる本物の炭窯を

使って炭焼きを体験し、協働と宿泊

を通して自然環境を大切にする仲間

の輪を広げましょう。

集合受付　３月６日（土）　受付１３時～

　　　　自然の館「ひらたに」玄関に集合

ところ　自然の館「ひらたに」炭窯広場

対象者　山林作業体験に関心のある一般男女、

　　　　先着２０人（小中学生を除く）

参加費　６,０００円（宿泊費・食費・保険料含む）

申込方法　電話で申し込む

締切日　３月３日（水）

その他　参加者が極めて少ない場合は中止

問合・申込先　自然の館「ひらたに」

　　　　　　　緯（６４）２５７９

 

　七浦の野山で春の山菜を採って、

民宿「みんなの家」で山菜料理を味わ

ってみませんか？

期　日　３月２８日（日）　日帰り

スケジュール

［９時］道の駅鹿島集合⇒［９時３０分］

山菜採り体験⇒［１２時］昼食（山菜料理）

⇒［１４時］自由散策⇒［１６時］解散

参加料　大人（中学生以上）２,０００円

　　　　小学生以下１,０００円

　　　　（体験料・昼食代・保険料を含む）

その他　集合場所までの交通費は自己負担、

　　　　汚れても良い服装で参加

募集人数　２０人

申込締切　３月２３日（火）

問合・申込先

　　七浦ニューツーリズム活動推進

　　協議会事務局緯（６８）０００７ 

イイベベンントト
森林作業と炭焼きに挑戦しませんか！
－ひらたに自然塾・体験希望者募集－

春の山菜採り体験
－参加者を募集－

 

よらんね内で開催するイベントです。

恭和紙ちぎり絵教室［３回目］

と　き　３月１５日（月）１０時～１２時

参加費　無料

　　　　（材料代別途１０００円程度）

恭元気ハツラツ頭の健康教室

と　き　毎週木曜日　１０時～１１時

参加費　１回２００円（資料・茶菓子代）

恭松尾晴美　趣味悠々遺作展

　趣味に生きがいを見出した晩年の

作品を展示します。

　陶芸、染色、金工、和紙の小物、

古布リメーク手芸、隷書、俳句など

と　き　３月２７日（土）～４月３日（土）

恭『おはなしの国～読みかたり』

と　き　３月６日（土）、４月１７日（土）

　　　　１４時～１４時半に開催

主　催　ことじ保育園

恭鍋帽子講習会参加者募集（５月予定）

問合先　なかいけ庵よらんね　井上

　　　緯０５０（３４３２）９７１１

 

　市内の若者たちで、やる気をもっ

たメンバーが集まった心の風車実行

委員会。「社会貢献・文化の発信・地域

発展」を目的に、約９０人のメンバー

が集まって今回初めてイベントを開

催します。昼は家族向けのイベント

を主に開催し、夜は大人向けの企画

を考えています。

と　き　３月２８日（日）１１時～２３時

ところ　シグマ（肥前七浦駅前）

チケット　１,１００円

内　容　弾き語り、バンド演奏、演劇、

　　　　お笑い、物産展など

問合先　島崎緯０９０（９７９３）１４４８

なかいけ庵よらんね
イベント案内

若者主催の初イベント
「心の風車」

３月の申告相談日と対象地区

高津原１日（月）

中牟田・横田２日（火）

西牟田３日（水）

城内・東町・大手・新町４日（木）

若殿分・末光・馬渡５日（金）

納富分・井手分８日（月）

行成・執行分９日（火）

小舟津・犬王袋・世間・重ノ木１０日（水）

１１日（木）１２日（金）１５日（月）の３日間

は市内全域となります。
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と　き　３月１３日（土）

　　　　イルミネーション点灯式　１８時～

　　　　ナイトウォーク　１８時３０分～２０時３０分

ところ　空の広場（イルミネーション点灯式）

　　　　中心商店街

同時開催　一店逸品フェア

　　　　期間　３月１３日～２３日

問合先　鹿島商工会議所まちづくり室

　　　　緯（６８）０００３

 

 

　平成２２年度の国家公務員採用試

験が行われます。詳細は人事院九州

事務局までお問い合わせください。

　また、試験情報は下記ホームペー

ジにもあります。

試験名

　国家公務員採用英種・衛種、　国税

　専門官、労働基準監督官、法務教官

受験案内の請求

　返信用封筒（角形２号、１４０円分

　〔国税専門官は１２０円分の切手〕

　を貼付し、宛先、請求する試験名

　を明記）を同封した封筒に、請求

　する試験名を朱書きし、問合先へ

　送付してください。

問合先　〒８１２－００１３

　　　　福岡市博多区博多駅東２－１１－１

　　　　人事院九州事務局第二課試験係

　　　　緯０９２（４３１）７７３３

　　　　http://www.jinji.go.jp/

　※国税専門官については、武雄税

　　務署緯０９５４（２３）２１２７

　　でも資料請求ができます。　

イルミネーションを見ながら
中心市街地を歩きましょう

試試験験・・採採用用
国家公務員（大学卒業等程度）

採用試験

 

 

　雇用・能力開発機構佐賀センター

では、就職や職業生活に不安や悩み

を持つ人を対象とした若者自立支援

事業を実施しています。３月は次の

日程で無料セミナーを開催します。

とき・内容

　鴨３月１８日（木）　１４時～１６時

　　職業ふれあいセミナー『ＩＴ業界』

　　講師　木村　隆夫さん

　鴨３月２５日（木）　１４時～１６時

　　自分みがきセミナー

　　『幸せの基準と仕事との関わり方』

　　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

 

　内閣府では、平成２２年度に実施す

る国際交流事業（「国際青年育成交

流」「日本・中国青年親善交流」「日本・

韓国青年親善交流」「青年社会活動コ

アリーダー育成プログラム」「世界青

年の船」「東南アジア青年の船」）の参

加青年を募集しています。

募集期間　３月１日（月）～３１日（水）

応募資格　１８歳以上３０歳以下

　　　　（平成２２年４月１日現在）

　　　　※「青年社会活動コアリーダー育成プログ

　　　　ラム」のみ、23歳以上40歳以下

説明会　と　き　３月１４日（日）１０～１２時

　　　　ところ　アバンセ 第２研修室Ａ

問合先　県こども未来課青少年健全育成担当

　　　　緯０９５２（２５）７３８１

募募 集集
若者自立支援セミナーの
受講生を募集します

青年国際交流事業に
参加しませんか？

 

　消費生活に関心のある人、鹿島市

消費者グループに入りませんか？

　消費生活に関する情報交換・リサ

イクル用品の制作・地産地消クッキ

ングなど、くらしに役立ち、楽しく

活動しているグループです。

　多数の応募、お待ちしています。

問合先　協議会事務局（商工観光課内）

　　　　緯（６３）３４１２

 

 

　趣味を通した生きがいづくりに

『陶芸』をしてみませんか。

と　き　毎週金・土曜日　９時３０分～１６時

ところ　陶芸作業所（福祉会館横）

対象者　市内在住で６０歳以上の人

　　　　（初心者から優先します。）

期　間　３年間

費　用　３,０００円程度／月（材料費等）

定　員　１５人（先着順）

開講式　４月中旬予定

問合先　保険健康課長寿社会係

　　　　緯（６３）２１２０

鹿島市消費者グループ
協議会会員募集

講講習習会会・・教教室室
高齢者のための
陶芸教室受講生募集

介護保険料・

市税集合徴収分の

第１０期の口座振替日は

３月３１日（水）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）
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新型インフルエンザの予防接種について

　１月２１日より希望される方はどなたでも新型インフルエンザの予防接種を受けることができるようになりました。

　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予防接種費用の全額免除を

実施していますので、それぞれ以下のとおりご相談ください。

　潤生活保護世帯の人覚福祉事務所へ相談

　潤市民税非課税世帯の人覚鹿島市保健センターへ相談

　※身分を証明できる運転免許証や保険証等が必要です。

　　接種の際に必要となる証明書の発行手続きを行い、

　　専用の予診票をお渡しします。

３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）３３７３３月の健康

麻しん風しん混合予防接種は

お済みですか?
　年長児、中学１年生、高校３年生相当年齢の人、麻

しん風しん混合予防接種はお済みですか。接種期間

も残りあと１カ月となりました。

　今年度対象となる人でまだ接種が済んでいない人

は体調のよいときに早めに接種しましょう。

対　象　者　１９ページの第１期～４期に該当する人

　　　　　※対象者には個別に通知しています。

接種場所　県内の予防接種実施医療機関

　　　　　※希望されるところへ事前に直接予約し

　　　　　　てください。

接種時期　３月末まで

　　　　　※曜日等の指定がある医療機関もありま

　　　　　すのでご注意ください。

接種回数　１回

【健康講座のご案内】

いきいきナイスミディ講座
　４０歳を過ぎてから「のぼせ」「息切れ」「イライラ」

などさまざまな体の不調を感じたら、それは更年期障

害かもしれません。多方面からお話を聞けるチャン

スですので、ぜひご参加ください。

と　き　３月９日（火）　１３時～１５時３０分予定

ところ　エイブル　3階研修室

対象者　興味のある女性ならどなたでも参加できます

参加費　無料

内　容　潤産婦人科の女医さんのおはなし

　　　　潤骨量アップ試食、お口の健康コーナー

　　　　潤ハンドフットセラピーマッサージの実技

その他　準備がありますので、参加希望の方は

　　　　３月５日（金）までにご連絡ください。

土・日に子どもの予防接種が受けられます

　３月１日～３月７日は、『子ども予防接種週間』です。

　下記医療機関で、土曜日または日曜日の接種が実施さ

れます。母子健康手帳の確認をし、対象となるお子さん

はこの機会にぜひ接種しましょう！

対象者　三種混合・麻しん風しんの予防接種がまだ済

　　　　んでいない子ども

　　　　※予防接種の詳細は１９ページをご覧ください。

【土・日曜日市内実施医療機関】　※予約が必要です。

稲富小児科医院　緯（６３）３９１４

　　隅３月６日（土）９時～１２時

村山小児科医院　緯（６３）１１５８

　　隅３月６日（土）１３時～１３時３０分

薬師寺医院　緯（６３）５２８１

★中学１年生・高校３年生相当年齢の麻しん風しん予防接種のみ実施

　　隅３月６日（土）８時３０分～１２時

田中医院　緯（６３）４０８０

　　隅３月６日（土）９時～１２時

※その他、鹿島市外でも土・日曜日に実施できる医療

機関があります。

　直接、希望する医療機関へお問い合わせください。 【イベントのご案内】

第５回食育推進全国大会

鹿島市食育プレイベント
　来る６月１２・１３日に開催される、第５回食育推進全

国大会に向け、市では、食育推進に関するプレイベン

トを開催します。（参加無料）

と　き　３月６日（土）　１０時～１５時

ところ　エイブル2階 調理実習室・和室

内　容　ピザパイ作り体験（鹿島産小麦粉１００%使用）

　　　　①１０時～②１２時～③１４時～

　　　　各２０人（開始時間３０分前に先着順受付）　　

　　　　※生地は事前に用意します。

　　　　※小学校低学年以下のお子さんは保護者同

　　　　　伴でお願いします。

持参品　『エプロン、三角巾、マスク』

その他　潤『つんきぃだご汁、』の試食（１１時～エイブル前駐車場）

　　　　潤『豆腐ドーナツ』『有明産のり』の配布

　　　　　※試食、配布物は数に限りがあります。

　　　　潤市内小・中学生食育ポスター、食育パネル展示

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。

　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。

申請期限　平成２２年３月３１日
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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）３３７３３月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成１８年８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

１１日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２０年８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１１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

恭のびのびサークル
　　　　対　象　１歳７ヵ月児～４歳と保護者

『救急学習会☆』

救急救命士より、安全についての大
切な事を学びます竃
奮ってご参加ください。

繰会場繰
エイブル

１０日（水） 『２１年度閉じ会竃』

それぞれの子育てを川柳に託して・・・
その後はあたたかなティータイム
のひとときを過ごします♪

繰会場繰
楠　風　館

２６日（金）
のびのび・よちよち合同サークル のびのび・よちよち合同サークル

マタニティースクール

受付　１３：３０～１３：５０
内容　赤ちゃんのお風呂他

対象　妊婦

４日（木）
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３月

 弥生 
やよい

（３月分）
６・１３・２０・２７日（土）
７・１４・２８日（日）
２１日（祝）、２２日（振）
※一部休日開庁あり（７ページ参照）

市役所
保健センター

１・８・１５・２９日（月）
２３日（火）、２５日（木）

市民図書館
※平日は１９時まで開館

１・８・１５・２９日（月）
２３日（火）

生涯学習センター
（エイブル）

２・９・１６・２３・３０日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

１日（月）　脳が活性化する生活をおくるために

　　　　　　　　　　　　　鹿島公民館　１３時３０分～

６日（土）～１４日（日）　第８回エイブル祭り

　　　　　　　　　　　　　　　　エイブル　９時～

７日（日）　消防団春季訓練　市内6か所　

７日（日）　『ゆずり葉』映画上映会（２回上映）

　　　　　　　　エイブル　①１０時３０分～　②１４時～

１２日（金）　市内中学校卒業式

１３日（土）　イルミネーション点灯式（詳細は１７ページ）

１４日（日）　鹿島市みんなの集い（詳細は８ページ）

１４日（日）　第４回発酵まつり（詳細は３ページ）

１４日（日）　春のほとめきまつり（詳細は３ページ）

１９日（金）　市内小学校卒業式

２１日（祝）　『海の森　植樹祭』（詳細は２ページ）

２４日（水）　市内小中学校修了式

２５日（木）　桜まつり少年相撲大会

　　　　　　　　　　　　旭ヶ岡公園相撲場　９時～

２５日（木）～４月４日（日）　旭ヶ岡公園桜まつり

２８日（日）　肥前浜宿　花と酒（咲け）まつり（詳細は３ページ）

２８日（日）　古賀大路・永池あかりジョイントコンサート

　　　　　（詳細は５ページ）

２８日（日）　心の風車（詳細は１６ページ）

愚無料法律相談　
　１１日（木）　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・２９日（月）、１２・１９・２６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　
　１０日（水）　事前予約制　　　保健センター

　ＮＰＯ法人それいゆ（県委託先）　緯０９０（６２９５）３３５０
愚こころの健康相談　老人福祉センター相談室
　２・１６日（火）　１０時～１２時（要予約：福祉事務所緯（６３）２１１９）
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・３１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

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
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

　６日（土）
　７日（日）
１３日（土）
１４日（日）
２０日（土）
２１日（祝）

２２日（振）
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

前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０７日（日）

アルナ鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７１４日（日）

ミズ北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６２１日（祝）

アルナ浜店薬師寺医院　緯（６３）５２８１２２日（振）

おおぞら薬局田中医院　緯（６３）４０８０２８日（日）
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広報かしま原稿締切日

５月号４月号
４月２日３月３日

献血にご協力ください
　と　き　３月９日（火）　１２時３０分～１６時

　ところ　鹿島市民会館


