
　１２月８日、祐徳稲荷神社で新嘗祭の夜の神事「お火たき」が

行われます。春の祭によって山から田へお降り願った神霊に、

秋の収穫と共にその働きを終え、再び山へお昇り願うための

感謝の祭であり、また鎮魂の祭でもあります。

　病気の人は御神火にあたると癒され、また、その１年にあ

ったことの反省を御神火の前で行えば来年は良いことがある

と言い伝えられています。点火は２０時頃。

写真

祐徳稲荷神社　お火たき

平成２２年１０月３１日現在

市の市の木木 市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯３＋人２０＋世帯１０,５９９人３１,５９５

世帯５＋人１９＋世帯　５,２０１人１４,３０２鹿　　島

世帯１＋人３－世帯　１,１６４人  ３,８８１能　古　見

世帯０人８－世帯　　　９８４人  ３,１９９古　　枝

世帯３－人２－世帯　１,０５０人  ３,２２６浜

世帯１＋人７＋世帯　１,２１５人  ３,７３３北　鹿　島

世帯１－人７＋世帯　　　９８５人  ３,２５４七　　浦

人１２＋人１４,８２６男

人８＋人１６,７６９女
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国勢調査へのご回答、
ありがとうございました。

皆さまからご提出いただいた調

査票の集計結果は、私たちの暮

らしのさまざまな分野で役立て

られます。
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　１１月４日、地方自治や社会福祉、教育

文化体育、保健衛生の各分野で、市政に

功労のあった方に対する鹿島市表彰式が

市庁舎大会議室で行われ、１０人が表彰さ

れました。

－　鹿島市表彰　受賞者の紹介　－

市政功労者を

表彰

自治功労 橋爪　敏さん（貝　瀬）

鹿島市議会議員として、地方自治

の発展と住民福祉の向上に貢献。

自治功労 坂本　征司さん（中木庭）

鹿島市嘱託員として、地方自治の

発展と住民福祉の向上に貢献。

社会福祉功労 中島　德明さん（西　葉）

七浦地区の民生委員・児童委員と

して社会福祉の向上に貢献。

保健衛生功労 井手　英善さん（常　広）

鹿島市保険鍼灸師会の会長として、

市民の保健衛生の向上に貢献。

自治功労 井手　常道さん（飯　田）

鹿島市議会議員として、地方自治

の発展と住民福祉の向上に貢献。

社会福祉功労 宮﨑　忠雄さん（湯ノ峰）

鹿島市遺族会の会長として、社会

福祉の向上に貢献。

教育文化体育功労 久富　晴子さん（高津原）

鹿島書の会評議員として、社会教

育の向上に貢献。

自治功労 寺山　富子さん（西牟田）

平成３年４月３０日から平成１９年３

月３０日までの４期１６年間にわたり、

鹿島市議会議員として地方自治の

発展と住民福祉の向上に貢献。

教

市 自治功労

社会体育スポーツ 岡本　祥八さん（城内）

第６５回国民体育大会

レスリング競技 少年男子

グレコローマンスタイル５５kg級

第３位

教

市 教育文化体育功労

自治功労 寺山　富子さん（西牟田）

平成３年４月３０日から平成１９年３

月３０日までの４期１６年間にわたり、

鹿島市議会議員として地方自治の

発展と住民福祉の向上に貢献。

教

市 自治功労

社会体育スポーツ 中村　百次郎さん（西牟田）

第６５回国民体育大会

レスリング競技 少年男子

グレコローマンスタイル６０kg級

第３位

教

市 教育文化体育功労市

市

市

市

市

市

市

市

おめ 

ござ 

Ｗ
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　１０月２１日、市の教育に関する分野に功

績のあった方に対する市教育委員会表彰

式が、市庁舎大会議室で行われ、１１人と

１団体が表彰されました。

－　市教育委員会表彰　受賞者の紹介　－

市の教育に
関する貢献を
たたえて

学校教育 浜田　良秋さん（高津原）

家庭相談員やスクールソーシャ

ルワーカーとして豊かな心を育

む教育の推進に貢献。

教

学術・文化財 吉永　久子さん（佐賀市）

鹿島市文化財保護審議会委員と

して鹿島市の文化の向上に貢献。

教

社会体育スポーツ 小池　正人さん（鮒越）

鹿島市体育指導委員として鹿島

市のスポーツの振興発展に貢献。

教

芸術文化 相浦　幸子さん（城内）

鹿島錦保存会の会員として鹿島

市の芸術の振興及び文化の向上

に貢献。

教

社会体育スポーツ 野中　春次さん（乙丸）

鹿島市ゲートボール協会の役員

として鹿島市のスポーツの振興

発展に貢献。

教

感　謝　状 鹿島実業高校女子バレーボール部

第６３回全九州高等学校バレー

ボール競技大会準優勝

教

教育行政 杉谷　仁司さん（高津原）

鹿島市の学校教育に対し浄財を

寄附され教育の振興に貢献。

教

学校保健 吉田　富士雄さん（乙丸）

学校医として児童生徒の健康増

進及び地域の医療に貢献。

教

社会体育スポーツ 井上　聖子さん（中牟田）

鹿島市体育指導委員として鹿島

市のスポーツの振興発展に貢献。

教

鹿島市剣道連盟の役員として鹿

島市の体育スポーツの振興発展

に貢献。

故　原尾　政博さん（小舟津）

感　謝　状教教育文化体育功労市

でとう

います

受賞
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　１１月３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）

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

　「鹿島小学校、金賞」

やったぁ。私は友達といっしょに喜

び、あまりの嬉しさに涙が出ました。

今年の９月、佐賀でマーチングフェ

スティバルが行われ私達鹿島小学校

は、みごと金賞をとることができま

した。４年生の時にカラーガードに

あこがれ入部し、５年生でホルンを

希望して練習にはげみました。

　今年の夏休み、私達は金賞という

目標に向かって毎日のように練習し

ました。いやだなぁと思う時や、き

ついと思う時もあったけど、先生方

のはげましや両親の支え、何より

いっしょにがんばれる仲間がいたか

ら乗りこえることができたと思いま

す。また、ある先生は

「マーチングってしている方はすご

く大変だよね。でも見ている人、聞

いている人には、ものすごい感動を

あたえるんだよ。だから音楽、マー

チングの力ってすごいんだよね。」

とおっしゃいました。私はこの先生

の言葉が印象に残っています。

　幼稚園の年中から習い始めた音楽

教室も今年で八年目になります。と

中で何度もやめたいと思うことがあ

りました。でもピアノをひいている

時は楽しいし、アンサンブルで友達

と音を合わせて演奏することのすば

らしさを知りました。また家族のた

ん生日にはキーボードで演奏したり、

今は亡き祖母が病気で具合が悪い時

にキーボードを持参して習った曲を

演奏しました。そして、

「上手だね。ありがとう。」

と言われると、とても嬉しくなり音

楽ってこんなに素敵でみんなを笑顔

にしてくれるとても不思議な力があ

るなぁと思うようになりました。

　そんな私の将来の夢は「音楽りょ

うほう士」になる事です。私の演奏

や楽しい音楽でたくさんの人に勇気

や元気をあたえたり、おもわず笑顔

になるような、心があったかくなる

ような音楽を届ける。そして両親や

周りの友達いろんな人達に感謝し、

日々努力する事の大切さを忘れず夢

に向かってがんばりたいと思います。

「将来の夢」

鹿島小学校　６年

永松　優果

寓鹿島小学校の壁新聞

　私の将来の夢は、パティシエール

になることです。

　きっかけは、３年生の時に見たテ

レビ番組です。その番組の中では、

外国人のパティシエが、とても大き

なケーキにあめで作ったちょうちょ

をのせたり、チョコをきれいにか

ざったりしていました。私は、すご

いなぁ、人の手でこんなにも美しい

ものが作れるのかと感動しました。

その時からぜひ自分でもそんなケー

キを作りたい、パティシエールにな

りたいと考えるようになったのです。

　テレビで見たようなきれいなケー

キを作ることができたら、お客さん

にもきっと喜んでもらえると思いま

す。私は、元気がない人でも、食べ

るとすぐ元気が出て笑顔になれるよ

うなケーキを作ることが目標です。

私は、ケーキを食べるとすごく幸せ

な気持ちになります。私のように、

たくさんの人をケーキで幸せにした

いのです。

　それだけでなく、今までになかっ

たような誰も食べたことのないオリ

ジナルのケーキ作りにも挑戦したい

と思っています。味はもちろんのこ

と、見た目も楽しいおもちゃ箱のよ

うなおもしろいケーキです。ケーキ

を見ただけで、思わずにっこりして

もらえるようなケーキを作りたいで

す。

　そのようなケーキを作るために、

私はチョコを学ぶためならチョコで

有名なベルギーへ、ケーキのデザイ

ンを学ぶためなら芸術の国イタリア

へ、などといろいろな国へ修行に行

きたいと思います。そのためには、

語学力も必要です。まずは、基本に

なる英語をしっかり身につけたいと

思います。いろいろな国でそれぞれ

の技術を学び、また自分の腕も上達

させ一流のパティシエールになりた

いです。　

　幸いなことに父が設計士なので、

そこに来店した人が嬉しくなれるよ

うな、すてきな店を設計してもらお

うと考えています。

「ケーキで幸せに」

能古見小学校　６年

馬場　瑞歩

寓能古見小学校の壁新聞
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　余白部には、当日展示された壁新聞や俳句を掲載しています。

問合先　市青少年育成市民会議事務局（生涯学習課内）　緯（６３）２１２５

　私の将来の夢は、学校の先生にな

ることです。それは、６年生で習っ

ている歴史の授業がとても楽しいの

で、その楽しさを子供にも教えられ

たらいいなと思ったからです。けれ

ども社会だけ教えるとなれば中学校

や高校になってきます。高校は、日

本史や世界史、地理などと細かい区

別があって、頭が混乱しそうです。

それに対して中学校は、６年生の内

容がくわしくなって出てくるから、

私にぴったりかもしれません。

　私がもし中学校の先生になったら、

まず生徒から信頼され、悩みなどを

聞いてあげられるようにしたいです。

私と同じように自分の思っているこ

とをうまく表現できない生徒がいた

ら、私自身の経験を話して、自信が

もてるように、アドバイスしてあげ

ます。

　部活では、音楽が得意なことを生

かして、吹奏楽部のこ問をしたいと

思っています。そして、社会科の学

習が楽しいのと同じくらい音楽の楽

しさも伝えられたらいいなと思いま

す。

　でも、先生になるのは大変だと、

同じ夢をもっている姉から聞きまし

た。それに、私は大勢の人の前で話

すのは平気だけど、友達と会話をす

ることは少し苦手です。良かったと

思うことがあっても、素直に口に出

せず、ついぶっきらぼうな感じの言

い方になってしまい、後かいしてし

まうことも時々あります。

　だから、私は、夢をかなえるため

に、今から四つのことをやろうと決

めました。

　一つ目は、自分の思ったことを、

言い方に気をつけて話すことです。

　二つ目は、友達と積極的に話すこ

とです。これは苦手なことだから、

得意になるように、まずは、となり

の友達から始めます。

　三つ目は、「だめなことは、だめ。」

と言うことです。今の私にとっては、

頭で思っていても、なかなか声に出

すのは、勇気がいります。

　四つ目は、友達付き合いをもっと

大切にすることです。これから、こ

の四つを心がけたいです。

　「歴史の楽しさを教えられる社会

の先生になる」という夢に向かって、

ライバルである姉に負けないように、

がんばります。

「夢に向かって」

古枝小学校　６年

糸山　よしの

　私には、３人の姉がいます。社会

人、大学生、高校生です。私達４人

姉妹は卓球を頑張っています。試合

もたくさんあって、社会人大会、高

校生大会、中学生、小学生とそれぞ

れの大会で一つでも良い成績をとっ

てくれたらと、お父さん、お母さん

は楽しんで応援に行っています。私

の試合の時もきてくれて、とっても

嬉しいです。そして、頑張ろうとい

う気持ちがわいてきます。お姉ちゃ

んがきてくれた時は、アドバイスを

してくれます。負けている時、私の

ミスしている所をわかりやすく言っ

てくれて、逆転して勝てた時は、と

ても嬉しかったです。

　保育園生の時からお姉ちゃん達の

試合を見に行っていました。お兄

ちゃんお姉ちゃん達の応援をしてい

ると、ボールのスピードや回転もす

ごくて、びっくりしていました。

　今、私の試合の時応援していたお

兄ちゃんお姉ちゃん達が「おおきく

なったね、頑張ってね。」と言ってく

れるとすごく嬉しいです。

　中学校、高校のかんとく、コーチ

の人や、卓球をしている人からも、

「頑張っているね」

と声をかけてもらいます。

　卓球は、いろんな年の人と試合も

します。団体戦もあります。友達と

チームを作ったり、親子や、おばあ

ちゃんとチームを作って試合を楽し

んでいます。

　私達４人は、「４人姉妹で卓球を

しています」と、新聞に紹介されま

した。４人で団体戦に出場すること

ができます。

　夢は、４人姉妹でレディース卓球

大会への出場です。保育園のころか

ら見てきたお姉ちゃん達と一つの

チームとなって試合をするのがとっ

ても楽しみです。

　家族が一つになって戦うことが

とっても楽しみです。

「私のお姉ちゃん」

浜小学校　６年

栗　千晶

寓古枝小学校の壁新聞

寓浜小学校の壁新聞
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　わたしの夢は、動物の飼育員にな

ることです。なぜ飼育員になりたい

かというと、理由は二つあります。

　一つ目は、動物を虐待している人

がいたり、捨て犬、捨て猫がたくさ

んいたりするからです。捨てられた

犬や猫は、保健所に連れて行かれ、

飼い主が見つからなければ、殺され

てしまいます。そうなることが分

かっているのに、どうして犬や猫を

捨ててしまうのでしょうか。そんな

人には犬や猫を飼わないで欲しいと

思います。

　ある統計では、毎年、およそ７万

匹の犬が捨てられ、１５万匹が殺処

分されているそうです。でも、実際

はもっと多いと思います。その中の

１匹でも２匹でもいいから助かって

ほしいと思います。

　二つ目は、動物が好きだからです。

動物は癒されるし、いろんな行動を

とるから面白いし、かわいいし、時

には嫌なこともするけど、どんな動

物もかわいくて面白いと思います。

わたしの家には、犬が１匹、猫が２

匹います。どちらもとてもかわいい

です。友達から

「かわいい」

と言ってもらえるので嬉しいです。

子猫は家では１匹しか飼えないけど、

捨てたり、保健所に連れて行ったり

は絶対にしないで、もらってくれる

人を探して、子猫にも飼ってくれる

人にも喜んで欲しいと思います。

　わたしは、増えて欲しい犬がいま

す。それは、盲導犬や介助犬といっ

た、人の役に立つ仕事をしてくれる

犬です。わたしは、それらの犬を実

際に見たことはありませんが、テレ

ビや本などでその活躍を知っていま

す。人を助けてくれる犬はどんどん

増えていって欲しいです。厳しい訓

練をして盲導犬や介助犬になるそう

ですが、頑張って欲しいと思います。

　わたしは、動物園で飼育員として

働くことで、動物とふれあい、たく

さんの人から動物を見てもらい、動

物ってかわいいと思って欲しいし、

大事にしたいという気持ちを持って

欲しいと思っています。これから動

物のことをたくさん学んで、捨てら

れる動物のいない、動物にとって優

しい社会をつくっていきたいと思い

ます。

「わたしの夢」

北鹿島小学校　６年

藤家　愛深

　ドンド、ドンド、ドンド・・・。

私が住んでいる地区、小舟津では、

毎年８月のお盆を過ぎたころから、

子ども浮立の練習が始まります。８

月の終わりにある「大汐祭り」の本

番に向けて、子どもからお年寄りま

で一緒に公民館で練習するのです。

　私の担当は太鼓です。太鼓は、そ

のリズム、バチの持ち方や構え方、

かけ声などを覚えなければいけませ

ん。また、大人の笛の音色に合わせ

てたたかないといけません。私は４

年生の時から参加していますが、覚

えることが多く、なかなか満足いく

演奏はできませんでした。うまくで

きずに困っていると、

「手本ば見すっけん、真似しんしゃ

い。」

と地区のお年寄りや保存会の皆さん

から何度も優しい言葉をかけていた

だきました。言葉だけでなく実際に

演奏して見せてくださいますし、時

には私の手を持って一緒に太鼓をた

たいてくださいます。

　声をかけてくださるのは、失敗し

たときだけではありません。上手に

演奏できたときとか、全員の音が

ピッタリと合った時などは、ご自分

のことのように喜んでくださいます。

多くの皆さんが、私たち子どもを育

ててくださっているのだと感じまし

た。

　祭り本番の日、小舟津地区のはっ

ぴを着て、かん場近くの小さな神社

で披露します。神社の近くに住んで

いる人たちが見に来てくださいます

ので、心を込めて演奏します。いつ

ものように緊張しましたが、今年の

演奏は上手にできました。

　太鼓をたたきながら私は、地区の

方のおかげだなぁと思いました。そ

して、この地区に住んで良かったと

も思いました。ここにいるからこそ、

人々の優しさが伝わってきます。そ

して祭りなどの地域の素晴らしさも

知ることができたのです。

　ここには人々の温もりや素晴らし

い伝統が何十年、何百年と受け継が

れてきました。次は私たちの出番で

す。私を含めて、今の子どもが大人

になったときに、これまで自分がし

ていただいたことを未来の子どもた

ちに返していくことができれば、こ

の先もずっと受け継がれていくはず

です。人と人とが温かくつながって

いける地域や世の中が、日本の、あ

るいは世界のいたる所にできるよう

に願っています。

「私を育ててくれる地域と人々」

明倫小学校　６年

白仁田　明香

「ぼくの夢私の夢を発表」の続き
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　僕の将来の夢はミステリー作家で

す。

　２年生の時に読んだ「シャーロッ

クホームズ」の本がとても面白く、

自分でもこんな本を書いてみたいと

思ったのがきっかけです。

　「ルパン」「ホームズ」の本や「名

探偵コナン」などの漫画を見ている

と、「ルパンがどうやって宝物を盗

んだのだろう。」「ホームズはどう

やってトリックを見抜いたんだろ

う。」と、とてもわくわくしてきます。

そうすると、今度は自分でトリック

を考え、書いてみたくなってきます。

　その夢のために、僕はいくつかの

事をがんばっています。

　一つ目は「なんで？」と考えるこ

とです。歴史の勉強をしていても、

算数の問題を解いていても、「なん

でそうなるんだろう?」とその理由

をちゃんと考えるようにしています。

そうすることでトリックを考える力

がつくと思うからです。

　二つ目は、自分でトリックを考え

て、紙に書いていることです。自分

が考えたトリックは、もう一度自分

で見直して「うまくいくだろうか?」

と考えるようにしています。そうし

ていくうちに、本やテレビなどで登

場するトリックも、自分の力で解け

るようになってきました。

　将来、僕は「ロンドンを舞台に怪

盗が登場して、宝物を盗み、そのト

リックを名探偵が暴く」という小説

を書きたいです。

　そうやって書いた僕の小説が大

ヒットして、テレビ化されたり、映

画化されたりしてくれれば嬉しいで

す。

　そして、日本だけでなく、ヨー

ロッパ、アフリカ、アジア、アメリ

カなど世界中で読まれ、誰からも愛

される小説になってもらいたいと思

います。

　そんな僕の夢を実現するためには、

まだまだ努力が必要です。これから

も努力を重ねて、世界中で愛される

素敵なミステリー小説を書きたいで

す。

「僕の夢はミステリー作家」

七浦小学校　６年

木原　悠貴

　８月３日、ぼくは「ふれあい活

動」に、老人福祉施設を訪問しまし

た。これは、１年生の総合学習の中

の体験学習で、お年寄りと直接ふれ

あい、思いやりの心を実体験すると

いう活動でした。ぼくは、近所にあ

るデイサービスセンターを訪問しま

した。この施設には、同じ建物の中

に有料老人ホームもふくまれていま

した。

　ぼくたちのグループは、午後から、

施設でお世話になりました。まず、

職員の方に施設内を案内していただ

き、その後でお年寄りの方とのふれ

あい活動に入りました。

　はじめに、歌に合わせてみんなで

体操をしました。その次に、棒など

を使って体操をしました。おじい

ちゃんやおばあちゃんたちもよく体

を動かされていました。その後はみ

んなでレクリェーションをしました。

まず、職員の方が準備されていた紙

コップの中にゴルフボールを入れ、

逆さにして転がし、得点を競うゲー

ムを、ぼくたちもまざってさせても

らいました。そのゲームが終わると、

ぼくたちが準備していたビンゴゲー

ムをしました。職員さんにも手伝っ

ていただいて、スムーズに進めるこ

とができました。

　レクリェーションの後は、おやつ

タイムになりました。お湯飲みなど

を運ぶ手伝いなどをしました。楽し

そうにお茶を飲みながら、話しをさ

れた後、利用者の方が帰られるとき

は、見送りをしました。２時間ほど

の時間でしたが、とても短く感じま

した。

　ぼくは、活動中に、あることに気

付きました。それは、職員さんの表

情や声です。いつも明るい顔、明る

い声で話しをされていました。これ

は多分、暗い表情をあまり見せない

ように気をつかわれているんだなぁ

と思いました。いつも明るい顔でい

ることは自分にも相手にもいいこと

だと思います。仕事が大変な時など

つらい時もあると思いますが、仕事

の時は、笑顔で対応されているので

すごいなぁと思いました。なれてい

る人だからできることなのかなぁと

思います。

　ぼくは、この活動で、これからの

自分に対してプラスになることがあ

りました。それは、自分から話しか

けたことです。ぼくは、小さい時か

ら、空びん回収などの地域の行事に

はよく参加していましたが、知らな

い人や目上の人に話しかけることが

正直苦手でした。でも、この活動に

は、友達と一緒に参加し、自分から

進んで話しかけることができました。

僕にとって、大きな収穫になりまし

た。

　今回の活動を通して、お年寄りの

方との接し方なども学ぶことができ

ました。例えば、ゆっくり大きな声

で話しかけたりすることです。普段

の生活の中では、自分のペースで友

達と話をしていましたが、相手の方

に合わせて話すことができました。

　また、ふれあい活動を通して、職

場の人が活き活きと働かれている姿

を見ることができたのも、ぼくに

とっては大きな刺激になりました。

世の中には、たくさんの仕事があり

ます。しかし、自分ではどんな仕事

をしたいということは、まだ決めて

いません。将来、どこで働くかわか

りませんが、自分の仕事を通して、

社会のために役に立ちたいと思います。

　来年は、職場体験があります。こ

の１年生のときのふれあい活動から

得たものを、２年生になったら生か

し、もっと充実した活動にできるよ

う、自分のまだ、気付かない力を見

つけていきたい、探していきたいと

思います。

「ふれあい活動を通して」

西部中学校　１年

白川　敦士
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　私の夢は、「デザイナー」になるこ

とです。一口にデザイナーと言って

も、「インテリアデザイナー」や「グ

ラフィックデザイナー」、人をデザ

インする人、物をデザインする人、

仕事をデザインする人もいます。そ

の他にも、現在ではいろいろなもの

をデザインする「デザイナー」がい

ます。そんなたくさんの種類がある

デザイナーの中でも、私が将来なり

たいデザイナーは「ファッションデ

ザイナー」です。

　私が「ファッションデザイナー」

になりたいと思い始めたのは、小学

６年生の頃です。小さい頃から私の

楽しみは絵を描くことでした。中で

も洋服の絵は大好きで、時間があれ

ば、広告の裏紙や自由帳などに書き

溜めていました。そんな私ですが、

服をデザインする「ファッションデ

ザイナー」という職業がある、とい

うことは知りませんでした。

　私が今の夢を見付けることになっ

たきっかけは、小学校の総合の時間

でした。それまで私は「何かの先生

か、洋服に関係がある職業につきた

いなぁ。」くらいの気持ちで、しっか

りした夢はありませんでした。「自

分の進路について考える」という授

業の中で、いろんな仕事を調べてい

くうちに出会ったのは、一人の「ブ

ライダルデザイナー」でした。その

人の作り出したドレスは、どれも着

ている人をひきたたせていて、「こ

んなドレスを着れる人は、きっと嬉

しいだろうな。絶対に幸せだろう

な。」そんな気持ちにさせられました。

そのデザイナーとは、桂由美さんで

す。桂さんのデザインしたドレスや

それを着ている人の表情を見ている

と、「私もこんなデザイナーになっ

て、みんなの喜んでいる顔が見た

い！」そう思うようになりました。

　ファッションデザイナーは洋服を

作るアイデアも必要だと思いますが、

「描く」ということも大切だと思い

ます。私には、「おおたうに」さん

という大好きなイラストレーターが

います。彼女の絵は、とっても可愛

くて、見るたびにハッピーな気分に

なります。桂さんのドレスを着た女

性はみんな幸せそうでした。それに

デザインの絵だけでも、おおたさん

のように、幸せを感じられる絵をか

けたらいいなと思います。

　目指す職業が見つかった私ですが、

ときどき「この夢でいいのかな。」

「私にはなれないんじゃないか

な。」と自信をなくすことがありま

す。私はテニス部に入っているので

すが、部活でも同じで、やってもい

ないのに「無理だ」と言って、後ろ

向きになることがあります。そのた

びに顧問の先生から「やってもない

のに無理なんて言うな。言う前に

やってみろ。」と言われます。その言

葉を聞くたびに、「何事にも挑戦し

なければ、希望を持って前に進まな

ければ。」と思います。そうすれば、

もっと楽しい世界が広がるのではな

いかと思います。「デザイナーにな

りたい」という夢も同じで、しっか

り向き合って頑張ろうと思います。

　私はまだ中学１年生で、勉強に部

活、習いごとと、普段の生活だけで

いっぱいになってしまっています。

けれど「ファッションデザイナーに

なる！」という大きな夢に向かって、

一歩一歩ゆっくりと、でも着実に進

んで行きたいです。そして、デザイ

ン画を見てくれた人も、できあがっ

た洋服を着てくれた人も幸せに出来

る「ファッションデザイナー」にな

りたいです。

「私のゆめ」

東部中学校　１年

峰松　莉奈

寓七浦小学校の壁新聞 寓北鹿島小学校の壁新聞

「ぼくの夢私の夢を発表」の続き

寓明倫小学校の壁新聞
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　私は西部中学校、陸上部の駅伝部

に所属しています。西部中学校の陸

上部は、今までに何回も県大会や九

州大会に出場し、歴代の先輩達の中

には大学生や社会人選手として全国

で、活躍していらっしゃる人もたく

さんいます。そんな伝統と実力をか

ねそなえた所で、私も長距離選手と

して頑張っています。

　入部したころは、走ることが楽し

く、タイムが縮まるたびに「嬉し

い！」と思っていましたが、毎日十

キロ近くの練習を重ねていくうちに

きつさも増していきました。でもき

ついと思うとそのきつさが倍になっ

てしまうので、私はいつもできるだ

け何も考えずに走っています。

　ゴール間近まで他の選手と競り合

う時は、特に苦しいものです。しか

し、その勝負に勝った時はとても達

成感があって、がんばった自分をほ

めてあげたくなります。逆に負けた

時はとても悔しく、次の練習からは、

最初のスタートが遅れないように注

意して走ったり、最後の百メートル

のラストスパートを重点的に練習し

たりと、自分なりに工夫しています。

　そう考えると、負けるのはとても

いやですが、負けたことによって今

の自分に足りないものは何かという

ことが学べるので、貴重な経験だと

思っています。

　私は今までに、二回とてもつらい

経験をしました。

　一度目は、中学１年生の時です。

昨年は、地区大会２位、県大会も２

位に入り、九州大会への出場が決

まっていました。私はレギュラーと

して、２区を走ったのですが、九州

大会当日、会場へ行くバスの中で、

インフルエンザを発症し、出場でき

ませんでした。地区大会では区間賞

をとり、九州大会前日の千メートル

では、自己ベストが出て、とても調

子がいい時でした。それだけに、出

場できない悲しさと、今まで練習し

てきたことが発揮できない悔しさで、

涙が止まりませんでした。

　また、チームのみんなや先生方に

も迷惑をかけてしまったのです。本

当に申し訳ない気持ちでいっぱいで

した。

　二度目は、２年生になって、ひざ

を故障し手術をうけたことです。病

院から練習を止められ、走れない毎

日が続くと、気持ちはあせり、走れ

ないことが予想以上につらく感じま

した。ライバルだった人がレベルを

一つずつ上げていくのをじっと見て

いるだけというのも、つらいことで

した。何とか治したい一心で、リハ

ビリにも力を入れて頑張りました。

　一向に治る気配がなかったのでサ

ガン鳥栖の選手や陸上のアスリート

の選手も行っている病院で診断して

もらった結果、ひざの筋を断裂して

いたことがわかり、すぐに手術をす

ることになりました。正直怖かった

です。でも、何としても走りたい、

駅伝大会までには治したいという思

いが強かったので、手術をすること

に迷いはありませんでした。手術は

無事成功し、一週間で退院できまし

た。翌週からは練習に少しずつ参加

することができ、やっと走れるよう

になったのでとても嬉しかったです。

　ただ、前の走りに戻るにはほど遠

く、今まで勝っていた同級生に負け

たり、１年生の追い上げに不安を感

じたりと、これまでにない悩みも出

てきました。とにかく、病院の先生

に教えていただいたストレッチを続

け、毎日の練習をコツコツとこなす

ことで、自分の走りを取り戻そうと

頑張っています。

　そして、待ちに待った駅伝地区大

会の日を迎えました。この大会に出

場するために手術も受けたようなも

のなので、選手に選ばれた時は、本

当に嬉しかったです。私は３区を走

り、アンカーの先輩が１位でゴール

した時は、感動と安堵感で思わず泣

いてしまいました。まだひざには不

安も残りますが、この日の走りで、

少し自信もついた気がします。

　この二つの経験は、私にたくさん

のことを教えてくれました。走れる

喜び、精神的な強さ、そして感謝の

心です。陸上部の先生方は私の足を

いつも気づかってくださり、「無理

をするな。」と声をかけてくださいま

した。先輩方は、私の復帰を自分の

ことのように喜んで、応援してくれ

ました。周りの友達は、いつも優し

く励ましてくれました。たくさんの

人に支えられて、今の自分があると

心からそう思います。陸上部に入っ

たからこそ学べたことだと思います。

　私の今の夢は、駅伝の県大会で優

勝して全国大会へ行くことです。そ

の夢の実現に向かって、今はただひ

たすら練習に励んでいます。

　今の努力は、必ずや、将来の私に

勇気と力を与えてくれると信じてい

ます。そのために私は、「今を一生

懸命に走っていきたい」と思います。

「今を一生懸命に走る」

西部中学校　２年

中原　幸来
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　私は将来、看護師になって多くの

人の力になりたいと考えています。

今はその夢かなえるために日々、努

力をしています。なぜ看護師になり

たいかというと、私の母が看護師を

していて、その姿にあこがれている

からです。

　母はいつも帰ってくるのが遅く、

とても疲れているように見えます。

しかし、家事やそのほかの家の仕事

も必ずおろそかにはしません。そん

な母はとても我慢強いすごい人だと

思います。今日も母は病院で病気の

人々のために頑張ってきたのだと思

うと、なんだか誇らしく思います。

朝になるとまた、元気に病院へ出勤

していきます。

　私は小学生の頃に一度だけ母の仕

事場についていき、仕事をしている

様子を陰からのぞいたことがありま

した。お年寄りや子供を連れたお母

さん、忙しく働く看護師さんの中に

母を見つけました。病院で見る母は、

私が家で見ているいつもの母の姿と

は全然違いました。白衣を着てテキ

パキと作業をする姿はとてもかっこ

よく見えました。それが、母のよう

に看護師になって人の役に立ちたい

と思うようになったきっかけでもあ

りました。

　ある時母に質問をしたことがあり

ました。

「夜遅くまで働かなくてはならない

し、朝早く出勤することだってある。

なぜこんなにきつい仕事なのに看護

師の仕事を選んだの?」

と。実際、学校での出来事や友達と

の話などをもっと聞いて欲しいと

思ったこともありました。一緒に出

かけることだって、晩ご飯を一緒に

食べたいとも思ったこともありまし

た。

　すると母から、

「病気で困っている人を放ってはお

けないよ。そんな人達を一人でも多

く救ってあげたいからこの職業を選

んだのよ。」

という言葉が返ってきました。看護

の道は母の生き甲斐なんだというこ

とにも気づきました。その言葉を聞

いた時、母のような優しい気持ちで

接することができる看護師になろう

と決意しました。

　しかし、看護師になるためにはい

くつかの資格を取らなければなりま

せん。もちろん人の命を預かる仕事

なのでそう簡単になれるわけではあ

りません。

　今、私は学校では勉強に部活動に

一生懸命努力をしていますが、まだ

まだ努力が足りない面が多くありま

す。教科の勉強もですが、人の気持

ちを理解して優しく接していかなけ

ればなりません。なぜなら看護師は

いろいろな人と接する職業だからで

す。患者さんがどういう気持ちでい

るのか、また入院している患者さん

の家族はどんな気持ちでいるのか、

そういう人々の心の手助けも、とて

も大事な仕事だと思うからです。病

気やけがが治って、「ありがとう」

そう言いながら病院を後にする患者

さんの姿を思い浮かべると、こちら

まで元気が出そうな気がしてきます。

母も実はいろいろな人の手助けをし

ながら、また自分も力を貰っている

のかもしれません。

　家族や友達、そのほかの多くの

人々の支えがあって今の私がいます。

これから先、少しでも私が誰かの力

になることができればいいなと思っ

ています。まだまだ私のやるべきこ

とはたくさんありますが、母を目標

にして夢に向かって一つずつ乗り越

えていこうと思います。

「夢に向かって」

東部中学校　２年

重松　亜紀

バッタがね　つかまるもんかと　とんでった

　　　　　　　　　明倫小１年　廣川　未来

グランドに　ひかるたいよう　ひかるあせ

　　　　　　　　　明倫小２年　梶山　寛太

かまきりが　がしがしかまを　ふりつけた

　　　　　　　　　古枝小３年　重松　幸希

通学ろ　風がかわった　秋の風

　　　　　　　　　明倫小４年　小池　美優

お祭りの　音色が町に　ひびく夜

　　　　　　　　　明倫小５年　喜多　琳香

鬼になり　汗が流れる　面ぶりゅう

　　　　　　　　　七浦小６年　小柳　仁

よりそった　家族のような　彼岸花

　　　　　　　　　西部中１年　岸川　涼太

天高し　空に響くは　応援歌

　　　　　　　　　西部中２年　坂口　要

冬隣り　もうすぐ学ラン　出そうかな

　　　　　　　　　東部中３年　松本　亮太

俳句の里づくり　優秀作品　（作品募集期間　９月８日～１０月８日）
　実行委員会に寄せられた俳句（小学生３,１９８句、中学生８７２句）のうち、次の作品が優秀作品に選ばれました。

「ぼくの夢私の夢を発表」の続き
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第五次鹿島市総合計画を答申

取り組み経過

１１月５日

市長に答申する高田審議会会長

鹿島市総合計画審議会の開催

　８月２７日　第１回審議会

　９月１０日　第２回審議会

　９月２８日　第３回審議会

　１０月１２日　第４回審議会

　１０月２８日　第５回審議会

　１１月５日　第６回審議会

（全６回開催）

愚平成２１年度の取り組み

６月　市民アンケート

１０月　市外、県外アンケート 

１１月　西部中学生まちづくり懇談会 

１２月　高校生まちづくり懇談会

１２月　東部中学生まちづくり懇談会

１月　大学生まちづくり懇談会 

愚平成２２年度の取り組み

・市議会全員協議会への説明

　（８月および１０月）

・意見公募（パブリックコメント）

　（１０月１日～１２日）

餌

影

営

映

叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡

叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡叡

嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰

嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰
嬰

　鹿島市総合計画審議会（高田靖幸会長、民間委員１６人）は、１１月５日、第五次

鹿島市総合計画（平成２３年度～２７年度）を樋口市長に答申しました。

　この計画は、第四次鹿島市総合計画（平成１３年度～２２年度）が本年度で満了と

なるため、８月２５日、同審議会に諮問していたものです。

　計画策定の考え方、基本構想と基本計画からなる総合計画の概要は次のとおり

です。

恭第五次鹿島市総合計画策定の考え方

　　①社会情勢に柔軟に対応するために

　　　　　閣１０年から５年に計画期間を短縮しました！

　　②市民の皆さまや職員に分かりやすい計画とするために

　　　　　閣わかりやすい言葉でコンパクトにまとめました！

　　③実効性の高い計画とするために

　　　　　閣５年間で集中して行う施策には目標値を設定しました！

恭基本構想

　①目指す都市像　　　　「みんなが住みやすく、暮らしやすいまち」

　②平成２７年人口目標　　「３１，０００人」

　③施策の基本的考え方　「医・職・住の充実」　「みんなですすめるまちづくり」

恭基本計画

　①産業の振興

　②福祉・保健・医療の充実

　③建設環境の整備

　④教育文化の向上

　⑤計画実現のために

　市では、今回の答申を受けて、２日に開会する１２月市議会定例会に議案（基本

構想・基本計画）を上程します。

　問合先　企画課企画係　緯（６３）２１０１

【用語解説】

総合計画・・・・・・・・市のまちづくりの指針となるもので、市が目指すまちづくりの

　　　　　　　　方向やそれを実現するための施策などを定めるものです。

基本構想・・・・・・・・本市の目指すまちの将来都市像を示しています。

基本計画・・・・・・・・基本構想に基づき市政運営を計画的に進めるため、施策を体系

　　　　　　　　的にまとめています。 

総合計画審議会・・鹿島市のまちづくりを進めるうえで基本方針となる鹿島市総合

　　　　　　　　計画を策定するにあたり、重要事項を調査審議する市長の諮問

　　　　　　　　機関です。

※　答申文および計画書は市ホームページでご覧になれます。
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年末年始の公共施設等の休みと取り扱い業務
お
知
ら
せ

　市役所の業務のうち、次のものは年末年始の休みの

期間中も行っています。

恭出生届

　［持参品］出生届出書、印鑑、母子手帳

恭婚姻・離婚届

　［持参品］婚姻・離婚届出書、印鑑、

　　　　　身分証明書（運転免許証、パスポートなど）

恭死亡届

　［持参品］死亡届出書、印鑑、火葬料７,０００円（杵藤広域圏内）

恭各種証明書の予約交付（市民課、税務課関係分）

　［持参品］手数料、身分証明書（免許証・健康保険証など）

　　　　　印鑑証明書のときは、印鑑登録証をお持ち

　　　　　ください。

　［予約方法］１２月２８日（火）１７時までに、市民課緯（６３）

　　　　　２１１７に本人か同一世帯の人が電話で申

　　　　　し込んでください。

焔届出および交付する場所　市役所守衛室

焔交付時間　８時３０分～２０時

　市に関係する公共施設・サービスの年末年始の休み

は次のとおりです。

潤杵藤葬祭公園　　　１月１日（祝）

潤北公園　　　　　　年中無休

潤市陸上競技場　　　１２月２８日（火）～１月４日（火）

潤市民球場（芝の養生のため）

　　　　　　　　　　１２月１日（水）～２月２８日（月）

潤蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場

　　　　　　　　　　（年末年始及び芝の養生のため）

　　　　　　　　　　１２月２８日（火）～２月２８日（月）

潤体育館　　　　　　１２月２８日（火）～１月３日（月）

潤老人福祉センター　１２月２９日（水）～１月３日（月）

潤ゴミ収集　　　　　１２月３１日（金）～１月３日（月）

潤野犬捕獲　　　　　１２月２８日（火）～１月３日（月）

潤し尿汲み取り　　　１２月２９日（水）～１月３日（月）

　汲み取り日程表により、計画収集を行っています。

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

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

資金貸付との重複利用はできません。

貸　付　内　容

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

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

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

締切申込先・問合先資格償還期間貸付額（円）学校区分貸付の種類

１２月２４日（金）

福祉事務所

　緯（６３）２１１９

煙市内に１年以上在住
煙学業成績優良な人
煙中学校３年時の予約申込のみ

１０年　１２,０００高校
市奨学
資金

修
学
資
金

煙母子家庭世帯

６年

　２３,０００以内高校（公立）

母子福祉
資金

　３５,０００以内高校（私立）

　４５,０００～６０,０００以内短大

１２年　４５,０００～６４,０００以内大学

３～６年　１８,０００～６０,０００以内専門学校等

社会福祉協議会

　緯（６２）２４４７
煙低所得世帯１０年以内

　３５,０００以内高校
生活福祉
資金

　６０,０００以内高専・短大

　６５,０００以内大学

福祉事務所

　緯（６３）２１１９

煙母子家庭世帯
煙前年度所得税住民税非課税者

５年

　３９,５００以内小学校

母子福祉
資金

就
学
支
度
資
金

　４６,１００以内中学校

煙母子家庭世帯

１６０,０００以内高校（公立）

４２０,０００以内高校（私立）

３７０,０００～５９０,０００以内大学・短大

　７５,０００～５９０,０００以内専門学校等
社会福祉協議会

　緯（６２）２４４７
煙低所得世帯１０年以内５００,０００以内

高校・高専

大学・短大
生活福祉
資金

ご利用ください「修学資金」
お
知
ら
せ
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みんなで徹底しよう!『選挙の 三 ない運動』
さんお

知
ら
せ

　政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公

職にある者）が選挙区内の人に、お金や物を贈ること

は法律で禁止されています。違反すると、処罰されま

す。また、有権者が寄附を求めることも禁止されてい

ます。

【禁止されている寄附の例】

噛お歳暮やお中元、お年賀

噛入学祝、卒業祝、病気見舞い

噛お祭りへの寄附や差入

噛地域の運動会等への飲食物の差入

噛秘書等が代理で出席する場合の結婚祝、葬式の香典

噛町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の

　差入

※政治家は、選挙区内にある者に対し（答礼のための

自筆によるものを除く）、年賀状や暑中見舞い等のあ

いさつ状（電報も含む）を出すことは禁止されています。

問合先　選挙管理委員会　緯（６３）３４１８

 -選挙の三ない運動-
 贈らない！
　 求めない！
　 　受け取らない！

児童虐待・ＤＶ・高齢者虐待の被害をなくしましょう
お
知
ら
せ

　全国では様々な虐待を受けて、命を落としてしまう痛ましい事件が多発しています。

　鹿島市では、児童虐待・ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）・高齢者虐待などの様々な虐待の被害者をなくすた

めに、「要保護者等対策地域協議会」を設置しています。

　協議会では、虐待事例が発生した場合の対応や虐待の防止策を講じています。

　　潤 虐待の被害に遭われた方を保護するためには、一刻も早く被害者を発見し、対応することが重要です。

　　潤 虐待の被害者を発見した、あるいはその疑いがある場合は迷わずお知らせください。

　　潤 通報者のプライバシーは保護されます。

　虐待の通報先　児童虐待・ＤＶ被害　　　福祉事務所　社会福祉係　緯(６３)２１１９

　　　　　　　　　高齢者虐待被害　　　　　保険健康課　長寿社会係　緯(６３)２１２０

障がいのある皆さんへ　～各種手当のご案内～
お
知
ら
せ

　障がいをお持ちの皆さんを対象とした手当をご紹介します。

　なお、手当には支給制限や所得制限があります。詳細は気軽にお問い合わせください。

【特別障害者手当】

　２０歳以上であって、著しく重度の障がい状態にあ

るため、日常生活において常時特別の介護を必要とす

る障がい者本人に支給されます。

手当月額　２６,４４０円

　　　　（２・５・８・１１月の４回に分けて支給）

支給制限　潤本人が施設に入所している場合

　　　　潤病院等に継続して３ヵ月以上入院する

　　　　　に至った場合

【障害児福祉手当】

　２０歳未満であって、著しく重度の障がい状態にあ

るため、日常生活において常時特別の介護を必要とす

る障がい児本人に支給されます。

手当月額　１４,３８０円

　　　　（２・５・８・１１月の４回に分けて支給）

支給制限　潤児童が障がいを支給事由とする公的な年金

　　　　　を受給している場合

　　　　潤本人が施設に入所している場合

問合先　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９
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有効期限　集中受付期間に提出されたもの

　　　　　覚平成２３年４月１日～平成２５年３月３１日

　　　　　集中受付期間以降に提出されたもの

　　　　　覚登録日～平成２５年３月３１日

　　　　　※集中受付期間以降に申請された場合、新

　　　　　　年度当初に間に合わないことがあります。

　　　　　　また、申請の受理が必ずしも入札に参加

　　　　　　できることではありません。

申請方法　市役所３階企画課に持参、または郵送でお

　　　　　届けください。

　　　　　　　〒８４９－１３９１（住所の記載不要）

　　　　　　　鹿島市役所企画課企画係　あて

申　請　書　申請区分ごとの様式と添付書類をＡ４サイ

　　　　　ズ（クリップ止め）で１部

　　　　　※フラットファイル等への綴じ込みは不要。

申請区分　潤建設工事

　　　　　潤測量・建設等設計コンサルタント

　　　　　潤物品購入等

そ　の　他　詳しいことは、お問い合わせいただくか、

　　　　　市ホームページ「入札・契約関連」をご覧

　　　　　ください。

　　　　　（申請様式のダウンロードができます。）

問　合　先　企画課企画係　緯（６３）２１０１

　鹿島市が発注する建設工事や物品購入などの入札（見積）に参加するためには、事前に指名競争入札参加資格審査

申請書を提出し、入札参加資格の審査を受ける必要があります。

　現在の入札参加資格者の登録は、平成２３年３月３１日で有効期限切れのため、平成２３・２４年度に引き続き登録を希

望される人、また新規に希望される人は、申請書を提出していただくようお願いします。

集中受付期間　　１　２　月１日（水）～平成　２　３　年１月　３　１　日（月）

「平成　２　３　・　２　４　年度用」鹿島市建設工事・物品購入等

指名競争入札（見積）参加資格申請受付を始めました

お
知
ら
せ

平成２３年度から入札・契約業務を一部改正します。

潤指名基準の見直し

　閣市内に本店がある業者を優先指名します。

　　指名業者数が不足する場合、市内に支店・営業所

　　がある業者を指名します。

潤現場代理人の常駐規定緩和

　閣平成２３年度のみ条件付きで本工事のほか２件まで

　　兼任できるようになります。

潤入札参加資格申請の随時登録

　閣年度途中の申請も随時登録します。

　その他の改正事項および詳細については、市ホーム

ページをご覧ください。

借金返済で悩んでいませんか？

消費生活相談にご相談を！

相
　
　
談

　ローンやクレジットの返済のために借金を繰り返し、

支払いが困難になっていませんか？（この状態を多重

債務といいます。）

原因はさまざま･･･

　・友人に名義貸しをしてしまい、自分が多額の借金

　　を抱えることになってしまった。

　・遊ぶお金がほしくて、簡単な気持ちでサラ金会社

　　にお金を借りたら返せなくなった。　など

　多額の借金を抱えていても、必ず解決する方法があ

ります。借金の額や収入、資産の状況に応じ適した方

法が異なります。自分ではどの方法がいいのか、なか

なか判断できません。

　まずは、消費生活相談窓口に相談し、生活の立て直

しをしましょう。

潤消費生活相談（無料、予約不要）

　相談日　祝日を除く毎週月曜日および金曜日

　　　　　９時３０分～１２時　１３時～１６時３０分

　　　　　詳細は広報かしま最終ページでご確認くだ

　　　　　さい。

潤その他の無料相談（要予約）

　弁護士・司法書士による多重債務特別相談会

　と　き　１２月１４日（火）

　ところ　武雄総合庁舎

問合先　商工観光課　緯（６３）３４１２

県内で未公開株の取引による被害が高齢者

の中心に発生しています。

不審に思ったら、悩まずにご相談ください。
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第 ３９ 回鹿島市特産品まつり
イ
ベ
ン
ト

　鹿島市自慢の農水産物や加工品、伝統工芸品などを展示・即売する

催しを祐徳稲荷神社のお火たきに合わせて開催し、市内外に鹿島の特

産品や観光資源をＰＲします。

と　き　１２月７日（火）～８日（水）

　　　　７日　９時～１７時　　８日　９時～２３時

ところ　祐徳稲荷神社参集殿

内　容　潤市内２０店が出店しての特産品の展示および即売

　　　　潤ダーツ抽選会

　　　　潤セリ売り（７日１４時～）

　　　　潤伝統工芸品制作実演…鹿島錦（１０時～１７時）、浮立面（９時～１８時）

　　　　潤長崎県大村市の物産販売

主　催　鹿島市地場産業振興協議会

問合先　同協議会事務局（市商工観光課内）　緯（６３）３４１２

「スポーツライフ・鹿島」
新春！三社参りウォーキング　参加者募集！

募
　
　
集

　１年間の家族の健康と安全を祈願して、のんびり歩

く新春ウォーキングを開催します。

　家族揃ってご参加ください。

と　　き　平成２３年１月８日（土）　※少雨決行

集合場所　蟻尾山公園市民球場前広場　８時３０分集合

コ　ー　ス　蟻尾山公園閣松蔭神社閣琴路神社閣若宮神社

　　　　　閣松岡神社閣祐徳稲荷神社閣蟻尾山公園

　　　　　※約１２ｋｍ（３時間）

参　加　費　１人１００円（保険料を含む）

　　　　　（スポーツライフ・鹿島会員は無料）

そ　の　他　終了後にビンゴケームやお汁粉のサービス

　　　　　があります。

　　　　　参加費は、当日受付でお支払いください。

申込方法　平成２３年１月６日（木）１７時までに下記へ電

　　　　　話でお申し込みください。

問　合　先　スポーツライフ・鹿島事務局（市体育協会内）

　　　　　緯（６２）３３７９

園児さんもお手伝い！
「砂場のクリーン作戦」大成功

寓シャベルでかき混ぜる作業のお手

　伝いをする鹿島保育園の園児ら

　１１月６日、保育園の子どもたちに衛生的で快適な教育環境を提供しよ

うと、（社）佐賀県建設業協会青年部藤津支部（増田正孝代表）７人が、鹿

島保育園の園児・保護者ら５０人の協力を得ながら、犬猫や鳥の糞尿に汚

染された砂場を抗菌砂に入れ替えるボランティア作業を行いました。

　これは、同協会が環境問題に関連した福祉活動の一環として県内一斉

に実施したもので、増田代表は、「子どもたちの笑顔に癒されました。今

後もこの活動を継続し地域社会に貢献していきたい。」と話されました。
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　猛暑の夏でしたが、寒々とした

気持ちにさせられた事件もありま

した。２児が部屋に置き去りにさ

れ死亡した事件、全国でお年寄り

の所在不明が相次いだ問題です。

　これらの事件から見えてくるの

は、子育ての悩みを誰にも相談で

きず社会から孤立している母親の

存在や親の生死さえ「知らない」

「かかわりたくない」など人ごと

のような親子の関係です。家族や

地域のつながりが弱くなり、「無

縁社会」といわれる時代になって

きているように思われます。

　私たちは、誰もが幸せに暮らし

たいと願っています。しかし、現

実の世の中には、生まれた場所や

性別、障害などを理由とした差別

や偏見、子どもやお年寄りに対す

るいじめや虐待、インターネット

を悪用した人権侵害など人権に関

するさまざまな問題があります。

　内閣府の人権擁護に関する世論

調査では、人権問題がここ５～６

年の間に、少なくなった(１１%) と

いう回答より、多くなってきた

(４２%)という回答が約４倍となっ

ています。このことは、「人権の

世紀」といわれる２１世紀となって、

１０年が経過したのに、いまだ、物

質的な豊かさの追求に偏り、心の

豊かさが大切にされない風潮、あ

るいは、他人への思いやりの心が

薄れて、自己の権利のみを主張す

る傾向が見られることが大きな要

因として考えられます。

　一人ひとりの人権を守り、みん

なが幸せに暮らしていくためには、

日ごろから相手の立場になって考

え、思いやりの心を持って行動す

ることが大切です。１２月４日から

１０日は人権週間です。この機会に、

身近なところからみんなで人権に

ついて考えてみませんか。

人権週間（１２月４日～１０日）
～大切にされていますか　一人ひとりの人権～

噛ご意見等をお寄せください

　同和対策課　緯（６３）２１２６

生ごみの減量化について②　～生ごみを資源に～

　１０月号では、生ごみを水に濡らさないことによるごみ減量化を紹介しました。今回は家庭での生ごみ堆肥化につ

いてお話します。生ごみを堆肥化することで、燃えるごみの量は半減し、安心・安全な土づくりが可能になります。

　生ごみ堆肥化にはさまざまな方法があります。それぞれのご家庭に合った方法を選んでください。

　今回は、２種類の方法について簡単に紹介します。

番外編

短　　所長　　所概　　要種　　類

・EMボカシを作製また

　は購入する必要があり

　ます。

・密閉容器を使用するた

　め、虫の発生がありま

　せん。

・発酵作用を利用してい

　るため悪臭がありません。

～空気を嫌う（嫌気性）微生物を利用～

　専用バケツ※２で生ごみとＥＭボカシを混

ぜ、いっぱいになったら１～２週間発酵・

熟成させます。熟成後、畑に戻し約１カ月

かけて堆肥化※３します。

ＥＭボカシ※１

による堆肥化

・虫が発生しやすくなり

　ます。

・発酵促進剤（ボカシ等）

　が不要で、手間はかか

　りません。

・枯葉、雑草も一緒に堆

　肥化できます。

～空気が好きな（好気性）微生物を利用～

　畑や庭などにコンポスター※２を埋め込み

堆肥を作ります。生ごみと土、枯葉等を混

ぜ、容器がいっぱいになったら、約２カ月

放置し堆肥化します。

地面埋め込み

タイプ

コンポスト

※１　ＥＭボカシとは、米ぬかにEM活性液、糖蜜を混ぜ発酵させたものです。サンプルを市役所市民課前で配布

　　　しています。また、市役所にあるミキサーを使って簡単に作製できます。

※２　ＥＭバケツやコンポスターの購入には補助金（上限：２千円）があります。

※３　ご希望があれば、堆肥化の講習会に出向きます。

問合先　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６
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　ケアマネジャーをはじめ専門家のアドバイスを重視することは大切です。ただ、すべてを人まかせ

にすることはよくありません。誰のためのケアプランかを念頭に、利用者本人や家族でできること、

できないことなどを整理し、利用者側の希望をケアプランに反映させてもらいましょう。

利用者の立場からの希望や意見をきちんと伝えましょう

　自分なりの要望はありますが、素人の考えでは逆効果になるかもしれません。

　やはり、ケアプラン作成は専門家にすべてまかせた方がいいでしょうか？

ケアプラン作成は専門家まかせがよいのでしょうか？

Ｑ

Ａ

　鹿島市役所１階保険健康課の窓口で、地域のケアマネジャーのいる居宅介護支援事業所を把握して

いますのでお尋ねください。

介護保険の相談役として信頼できる人を選ぶことが大切です

　介護保険を上手に利用するために何でも相談できるケアマネジャーを見つけたいのですが、よいケ

アマネジャーを探すコツはありますか？

ケアマネジャーはどうやって探せばよいのですか？

Ｑ

Ａ

　介護サービスは、要介護１～５の人が対象のサービスです。段階に合わせたサービスで生活機能の

維持や改善を図ります。居宅介護支援事業者などに依頼し、利用するサービス内容を具体的に盛り込

んだケアプランを作成します。

居宅介護支援事業所のケアマネジャーが一緒にケアプランを作成します

　要介護に認定されたときは介護保険でどんなサービスが受けられるのでしょうか？

　どのようにプランを作成するのですか？

認定結果が「要介護」でした。どんなサービスを選べばよいですか？

Ｑ

Ａ

　認定結果が要支援の人も介護保険の対象者です。生活機能の低下が軽いので、要介護に移行しない

ために生活機能を改善する介護予防サービスを受けることができます。

　介護予防ケアプランは、鹿島市地域包括支援センター（鹿島市役所保険健康課内）で作成されます。

介護予防サービスが利用できます。地域包括支援センターでケアプランを作成します

　要支援に認定されたときも介護保険でサービスが受けられるのでしょうか？

　どのようにプランを作成するのですか？

認定結果が「要支援」でした。どんなサービスが利用できますか？

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

ケアプランを作成するために

介護保険Ｑ＆Ａ
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
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に行ってみよう

恭としょかんのクリスマス会

　今年も人形劇団「いちごじゃむ」

がやってきます。今回はどんなお

話かな？ 図書館からみんなにプ

レゼントもあるよ。

と　き　１２月２６日（日）１４時～１５時

ところ　いきいきルーム

　　　　（エイブル１階）

内　容　人形劇団『いちごじゃむ』

　　　　による人形劇

参加費　無料（申込不要）

恭年末年始におすすめの本あります

　図書館には掃除に関する本や、

年賀状作成、おせち料理の本など

年末年始に役立つ本が多数ありま

す。ぜひご活用ください。

恭ご注意ください！年末の大掃除

　年末の大掃除で、図書館の本や

雑誌を誤って処分されないよう、

気をつけください。また、返却期

限の過ぎた本が見つかった場合は

速やかにご返却ください。

としょかんのクリスマス会　など市　民
図書館

「納富 進 展

 ～納富画伯　鹿島を描く～」
［監修：大塚清吾］

床　の　間
コーナー

　鹿島生まれで、戦中・戦後にかけて日本

洋画界の中心的存在として活躍してこられ

た納富さんの多くの作品の中から、故郷

「鹿島」を描いた作品を紹介しています。

　また、大塚さんの協力で、

克明に綴られた日記や戦後ベ

ストセラーになった『肉体の

門』などの装丁、雑誌の挿絵

も特別に展示しています。

期　間　開催中～１２月２６日（日）

問合先　かしま市民立楽修大学　緯（６３）２１３８

　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。

　公開講座には楽大生以外の人も受講できます。

　問合先　かしま市民立楽修大学　緯（６３）２１３８

エイブル倶楽部募集中講座

受講料ところ開講期間講　師定員講　座　名

５００円/１回

エイブル３階

研修室B

　開講中～平成２３年４月２７日

　水曜日（夜）月２回
大城サカエさん２０人トラベル英会話教室

エイブル２階

音楽スタジオ

　１２月２日～平成２３年５月２７日

　木・金曜日（夜）月２回
栗原　 慶安 さん

よ し や す

(成瀬ブルックリン)１５人エレキギター教室②

エイブル２階

音楽スタジオ

　平成２３年１月８日～８月６日

　土曜日（午前）月１回
福田　高子さん１５人楽しいペン字教室

楽大生５００円　一般1,000円

材料費　２,５00円

エイブル２階

音楽スタジオ

　１２月１２日（日）（全１回）

　１０時～１２時
霜村　久子さん１０人

プリザーブドフラワー

Ｘマスのドア飾り公開

講座
無　料

エイブル３階

研修室ほか

　１２月１９日（日）（全１回）

　１０時～１２時

金融広報アドバイザー

藤井美佳（事務局職員）
５０人

子どもの金銭教育

「お年玉をもらったら？」

　ＮＨＫ佐賀放送局と鹿島市では、ＮＨＫ佐賀放送局開局７０周年を記念して、Ｎ

ＨＫラジオ第１放送の演芸番組「真打ち競演」の公開録音を行います。

　　　　　おぼん・こぼん（漫才）、堺すすむ（ギター漫談）、橘家圓太郎（落語）

　　　　　コント山口君と竹田君（コント）、三遊亭小円歌（三味線漫談）、柳家小さん（落語）

と　　き　平成２３年１月２３日（日）　開場１７時１５分　開演１８時　

と　こ　ろ　鹿島市民会館

入　場　料　無料（全席自由）　※整理券が必要（要申込み）です。

申込方法　郵便往復はがきの「往信用裏面」に、郵便番号・住所・名前・電話番号

　　　　　を「返信用表面」に、郵便番号・住所・名前を明記し、次のあて先まで

　　　　　お送りください。（締切１２月２７日（月）必着）

　　　　　あて先　 〒８４０－８６０１（住所不要）　ＮＨＫ佐賀放送局「真打ち競演」観覧係

　　　　　※応募者多数の場合は抽選の上、１枚で２人まで入場できる整理券を

　　　　　　平成２３年１月７日（金）ごろに発送します。

　　　　　※１歳以上のお子さまから整理券が必要です。

問　合　先　かしま市民立楽修大学　　緯（６３）２１３８

　　　　　ＮＨＫ佐賀放送局・事業　緯０９５２（２８）５００９

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（土・日・祝日除く １０時～１９時）

申し込みに当たっての注意点

①インターネットオークション等での転売を

　目的としたお申込みは固くお

　断りします。なお、売買を目

　的としたお申込みであると判

　明した場合には、抽選対象外

　とさせていただきます。

②ご応募の際にいただいた個人

　情報は、抽選結果のご連絡の

　ほか、受信料のお願いに使用

　させていただくことがあります。

問合先　鹿島市民図書館　緯（６３）４３４３

ＮＨＫ佐賀放送局開局７０周年記念

「真打ち競演」公開録音
第　７　回
えいぶる
事　　業

出　　演｛
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“Look on the bright side” 

今月のキーフレーズ

№６１

（ジョン）　やあ！エイミー！！何してるの？

（エイミー）　傘を探してるの。

　　　　　昨日失くしてしまって・・・

（ジョン）　いい方に考えたら。

　　　　　今日は雨は降ってないんだし・・・

John:
Amy:

John:

Hi Amy, what are you doing ?
I'm trying to find my umbrella. I lost it
yesterday.
Look on the bright side. At least today
it isn't raining.

「物事の明るい面を見る」「物事を楽観する」という表現です。

　１１月５日、私たちの大先輩で京都
工芸繊維大学学長・京都大学名誉教
授であられる江島義道先生の講演会
が、『不思議な人間の行動』という
演題で行われました。
　「人間の行動や判断は合理的なの
か非合理的なのか」ということを中
心に、人の判断の傾向や物の見方な
どを実験をふまえて話をしてくださ
いました。
　人間は得をすることなら目の前の
ものを選び、損をすることなら先送
りにすること、お金などの価値を相
対的な比率で考えていること、過去
の経験や周りの状況でものの見え方
が変わることなど、どれも初めて聞
く内容で納得することばかりでした。
その中でも特に私たちの興味を引い
たのが、一つの色の刺激を受け続け
ていると反対の色の刺激に敏感にな
るという話でした。その話の中で白
黒写真を刺激に対する感度の変化だ
けでカラー写真にするという実験が

行われ、一瞬でしたが本当に白黒の
写真が色鮮やかなカラー写真に見え
たのは驚きでした。一斉にどよめき
と拍手が起こりました。
　また、脳の話から、私たちには無
限の可能性が秘められていると聞き、
これから生きていく上で強力なパ
ワーをいただいた思いです。
　講演の最後に、江島先生の高校時
代の同級生の方から花束が贈られま
した。拍手を送りながら、私もこの
ように長年付き合っていける友人を
つくりたいと感じました。
　今回の講演ではいろいろなことを
知り、また、考えることができ、大
変勇気づけられました。
　私たちの学んでいる鹿島高等学校
は、江島先生のような素晴らしい先
輩方が巣立って行かれた伝統校です。
その伝統を守り、ますます発展でき
るように私たちも日々努力していき
たいと思っています。

生徒会長　　橋口　明広

文化講演会

ジョリン先生

（エイミー）　今週まったくついてないの・・・

（ジョン）　どうしたんだ？

（エイミー）　まず傘を失くして、授業には遅れる

　　　　　し、そして仕事はクビになったの。

（ジョン）　わぁ～！！　いい方に考えろよ！！

　　　　　これ以上悪いことはないさ・・・。

Amy:
John:
Amy:

John:

I've had such bad luck this week !
What happend ?
First I lost my unbrella, then I was late
for class, and then I got fired from my job.
Wow ! Look on the bright side. It can't
get any worse than this.

鹿島高等学校

No.１６３

学 校 だ よ り
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　固定資産税は、その年の１月１日

現在所有している固定資産に応じ課

税されます。税務課では、現地調査

等を行い適正な課税に努めています

が、届け出をされていない場合に翌

年度以降もそのまま課税されること

がありますので、確実に届け出をさ

れるようお願いします。

　届出用紙は税務課にあります。

恭建物を取り壊した場合

　所有していた建物の全部または一

部を取り壊したときは、届け出てく

ださい。

恭登記していない建物(未登記家屋)

　の所有者が変わった場合

　登記していない建物（未登記家屋）

を売買または贈与した場合や所有者

が亡くなって相続した場合は、税務

課へ届け出てください。

届出・問合先　税務課課税係

　　　　　　　緯(６３)２１１８

おお知知ららせせ
固定資産税の賦課期日前に
届出をお願いします

 

　会社や農業・漁業・商工業を営む

人が、その事業のために使用してい

る機械・器具・備品などを『償却資

産』といいます。具体的には、田植

え機、施設園芸ハウス、漁船、事業

用パソコン、加工機械、製造機械な

どです。この償却資産は固定資産税

の課税対象になりますので、市に申

告していただく必要があります。

　税務課から送付する申告書に、平

成２３年１月１日現在で所有する資産

（耐用年数を過ぎて使用している資

産も含む）の名称や金額等をご記入

の上、１月３１日（月）までに申告して

いただきますようお願いします。

問合先　税務課課税係

　　　　緯（６３）２１１８

 

　工業統計調査は、毎年１２月３１日現

在で製造業を営む事業所を対象に実

施しています。調査結果は、行政施

策の重要な基礎資料として、また

小・中・高等学校の教材などとして

広く利用されています。

　調査の実施にあたっては、１２月中

旬から来年１月にかけて調査員が伺

いますので、ご協力をお願いします。

　皆様から提出していただく調査票

については、統計法に基づき調査内

容の秘密は厳守されますので、調査

の趣旨をご理解いただき記入をお願

いします。

問合先　企画課情報統計係

　　　　緯（６３）２１０１

償却資産の申告を
お忘れなく！

工業統計調査に
ご協力ください

 

　スプレー缶タイプの消火具の破裂

事故が発生しています。

対象製品　ヤマトプロテック社製　

　　　　　・ヤマトボーイＫＴ

　　　　　・ＦＭボーイｋ

　　　　　※共に品質保証期間が

　　　　　　２００５．１０までのもの

　対象製品をお持ちの人は、それ以

上製品に触れず、下記に連絡し回収

を求めてください。

問合・連絡先　ヤマトプロテック㈱

緯０１２０（８０１）０８４（平日９時～１７時）

緯０７２（３６１）２１０１（上記以外）

 

　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。

交付申請に必要なもの

　潤手数料（５００円）　

　潤印鑑

　潤写真（市役所窓口での撮影可）

　潤本人確認書類（運転免許証、

　　健康保険証、年金証書など）

問合先　市民課市民年金係

　　　　緯（６３）２１１７

消費者庁より
製品事故のお知らせ

住民基本台帳カードを
作りませんか？
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　我が国の重要な国民的課題である

拉致問題の解決を始めとする北朝鮮

当局による人権侵害問題への対処が

国際社会を挙げて取り組むべき課題

とされる中、北朝鮮当局による人権

侵害問題について関心と認識を深め

ていくことが大切です。

問合先　鹿島警察署警備課

　　　　緯（６３）１１１１

　　　

 

恭お正月のしめ飾りはいかがですか。

　今年はしめ縄用として育てた水稲

の青々とした稲わらで作ります。

　ぜひお買い求めください。

　１本１,０００円から販売の予定です。

恭お正月前、各種作業の注文をお受

けします。

　「家事（掃除など）」「襖、障子の張

り替え」「年賀はがき書き」など、お

正月の準備承ります。その他「除草」

「農作業」「庭木の剪定」など、いろい

ろな作業について気軽にご相談、注

文ください。

恭会員を募集しています。

　お誘い合わせの上ご参加ください。

　対　象　６０歳以上または来年３月

　　　　　までに６０歳になる人

　説明会　１２月１６日（木）９時３０分～

　ところ　シルバー人材センター

恭剪定枝葉のチップはいかがですか。

問合先　鹿島市シルバー人材センター

　　　　緯（６３）０９７０

１２月１０日～１６日は
『北朝鮮人権侵害問題啓発週間』

市シルバー人材センター
からのお知らせ

２日（木）　　　　　　　開会、会期の決定、議案の一括上程

３日（金）～７日（火）　　休会

８日（水）　　　　　　　委員長報告、議案審議、質疑、討論、採決

９日（木）　　　　　　　議案審議、質疑、討論、採決

１０日（金）　　　　　　　第五次鹿島市総合計画審査特別委員会

１１日（土）～１２日（日）　　休会

１３日（月）　　　　　　　常任委員会（議案・請願）

１４日（火）　　　　　　　休会

１５日（水）～１７日（金）　　一般質問

１８日（土）～１９日（日）　　休会

２０日（月）　　　　　　　調整日（一般質問）

２１日（火）　　　　　　　休会

２２日（水）　　　　　　　委員長報告、議案審議、質疑・討論・採決、閉会

開　議　１０時

問合先　議会事務局　緯（６３）２１０４

市議会１２月定例会会期日程（案）
～あなたも傍聴してみませんか～

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

　平成２２年１０月分市長交際費の支出状況を公表します。

問合先　企画課秘書係　緯（６３）２１００

支出の相手方、行事名支出金額支出日・件数区　分
供花１件１５,０００円１０月１８日

弔　慰
香典１件５,０００円１０月２５日
中村区獅子舞３,０００円１０月１４日祝　儀
全国健康福祉祭（出場選手６名）１８,０００円１０月６日餞　別
勝間和代さんとのランチミーティング５,０００円１０月５日会　費
佐賀県観光説明会ＰＲ用酒１６本２３,０２０円１０月６日

その他
名刺印刷代１１,３４０円１０月２２日

　８０,３６０円合　計

平成２２年１０月　市長交際費支出状況

さが県民手帳好評発売中
価　格　大型６５０円　小型５００円

カバー　若葉色

取　扱　潤鹿島書房（新町）

　　　　潤㈱積文館書店（西牟田）

　　　　潤市役所３階企画課
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　１２月１５日（水）から２４日（金）まで、

冬の交通安全県民運動が実施されます。

　１２月は忘年会等で飲酒の機会が多

くなる時期です。

　「飲んだら飲まない、乗るなら飲

まない」を心がけましょう。

　また、年末は交通量も増え慌ただ

しくなります。

　心にゆとりをもって、市民一人ひ

とりが交通事故防止に努めましょう。

問合先　総務課消防交通係

　　　　緯（６３）２１１３

 

　鹿島商工会議所、佐賀県農業協同

組合、佐賀県有明海漁業協同組合で

は、平成２３年の新年を迎え、鹿島市

の発展を祈念する『新年賀詞交換会』

を開催します。

　どなたでも参加できます。皆さん

お誘いあわせの上ご参加ください。

と　き　平成２３年１月４日（火）

　　　　１２時～１３時

ところ　割烹清川（西牟田）

申込期限　１２月１０日（金）

参加費　３,０００円／１人

申　込　申込用紙（鹿島商工会議所

　　　　と商工会議所のホームペー

　　　　ジ）に必要事項を記入し、参

　　　　加費を添えて鹿島商工会議

　　　　所までお申し込みください。

その他　参加者名簿を作成し、参加

　　　　申込をいただいた皆さんに

　　　　のみお渡しします。（申込の

　　　　ない人には提供できません。）

問合先　鹿島商工会議所

　　　　緯（６３）３２３１

冬の交通安全県民運動
～守ろう交通ルール　高めよう交通マナー～

平成２３年
新年賀詞交換会

 

　人権週間を機に、互いが今一度、

人権について考え、人がお互いに人

を大切にする『思いやりある明るい

社会』を築きましょう。

　市では、次の６人の人権擁護委員

が相談を受け付けますので、人権全

般で困ったことがあったら市役所総

務課までご連絡ください。

　　　杉谷保成さん（西牟田）

　　　正寶典子さん（筒　口）

　　　三原治子さん（久保山）

　　　福田節子さん（湯ノ峰）

　　　森田　寛さん（中　村）

　　　木原清喬さん（江　福）

問合先　総務課行政係

　　　　緯（６３）２１１３

 

 

　放送大学では、平成２３年度第１学

期（４月入学）の学生を募集していま

す。

　放送大学はテレビやラジオの放送

を通して学ぶ遠隔教育の大学です。

　働きながら学んで大学を卒業した

い、学びを楽しみたいなど、様々な

目的で幅広い世代、職業の方が学ん

でいます。心理学・福祉・経済・歴

史・文学・自然科学など、幅広い分

野を学べます。

　詳細はお問い合わせください。

出願期限　平成２３年２月２８日

問合先　放送大学佐賀学習センター

　　　　緯０９５２（２２）３３０８

　　　　http://www.ouj.ac.jp

１２月４日～１０日は
『人権週間』です

募募 集集
放送大学

　４月生学生募集

 

　市連合青年団と田澤記念館では、

今年もサンタクロース（の格好をし

たスタッフ）が、お預かりしたプレ

ゼントをあなたの家にお届けする

『サンタの幸せ宅配便』を実施します。

応募方法　１２月９日（木）１９時３０分～

　　　　田澤記念館で受付

配達要件　市内限定

定　員　５０件（定員になり次第締切）

（※プレゼントのお預かりは後日行います。）

費　用　５００円／１件

配達時間　１２月２４日（金）１９時～

その他　サンタクロースになってプ

　　　　レゼントを配達するスタッ

　　　　フも募集しています。

問合先　市連合青年団（田澤記念館内）

　　　　緯（６３）１６２２

 

　当校は、窯業界の後継者・技術者

の育成を目的に設立された県立の専

修学校です。高度な有田の伝統技術

や「企画力」「デザイン力」を身に付け

た人材の育成を目指し、平成２３年度

の学生を募集します。

恭専門課程（陶磁器科）４年制、２年制

　願書受付　１２月１３日（月）～

　　　　　　平成２３年１月１４日（金）

　試　験　日　平成２３年１月２９日（土）

恭一般課程（ろくろ科・絵付科）および

　短期研修（ろくろ成形・絵付技法）

　願書受付　平成２３年２月１日（火）～

　　　　　　平成２３年２月１５日（火）

　試　験　日　平成２３年２月２５日（金）

その他　試験は当校で行います。

問合先　佐賀県立有田窯業大学校

　　　　緯０９５５（４２）３１４４

お届けします
サンタのしあわせ宅配便

佐賀県立有田窯業大学校
平成　２　３　年度学生募集
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　鹿島市交通対策協議会では、冬の

交通安全県民運動に先立ち、安全で

安心なまちづくりの一環として交通

事故・犯罪ゼロを目指した標記イベ

ントを開催します。

　当日は、パトカーやシートベルト

体感機の乗車体験も実施！

　ご家族揃ってご参加ください。

と　き　１２月１１日（土）９時開演

ところ　鹿島市民会館大ホール

内　容毅県警音楽隊生演奏

　　　毅保育園児による演奏発表会

　　　毅交通安全・防犯劇公演

　　　　出演　賑い商はっぴぃ使かむかむ

　　　毅抽選会　など

問合先　鹿島市交通対策協議会

　　　　（市総務課内）

　　　　緯（６３）２１１３

 

　木の良さを体感するとともに佐賀

県産木材でたてた家の良さを実感し

てみませんか。

と　き　１２月１８日（土）１３時～１７時

内　容　佐賀市周辺の木造住宅（３ヵ所）

　　　　や製材所（１ヵ所）の見学

集合場所　アバンセ（佐賀市）北側駐車場

募集人員　先着５０人

参加費　無料

申込期限　１２月１０日（金）

問合・申込先

　　　佐賀県武雄農林事務所林務課

　　　緯０９５４（２３）５１１３

イイベベンントト
第２回安全安心フェスタ

ＩＮ鹿島

県産木造住宅見学会

 

　年齢、障がいの有無、言葉や文化

などさまざまな違いを超えて、みん

なに使いやすい製品や生活環境をつ

くることがユニバーサルデザイン

（ＵＤ）です。全国の先進事例の紹介

や情報交換等を行う全国大会が嬉野

市内で開催されます。（入場無料）

と　き　１２月２１日（火）～２２日（水）

ところ　嬉野市公会堂ほか

内　容　恭嬉野市公会堂での開催

　　　　潤基調講演（佐賀県知事）

　　　　　２１日　１３時３５分～

　　　　潤記念講演（松居一代さん）

　　　　　２１日　１４時～

　　　　潤総合シンポジウム

　　　　　２２日　１２時～

　　　　恭嬉野温泉本通りでの開催

　　　　潤嬉野温泉あったかまつり

　　　　　閣特産品のふるまいなど

　　　　潤ベロタクシーや新型電動

　　　　　車いすの試乗体験（２２日）

問合先　佐賀県地域福祉課

　　　　緯０９５２（２５）７０５３

 

と　き　１２月５日（日）

　　　　８時１５分～１６時

ところ　林業体育館周辺

内　容　若草保育園和太鼓

　　　　古枝小学習発表会

　　　　カラオケ大会、舞台発表

　　　　農産物等の販売

　　　　豚汁・おにぎりのふるまい

　　　　ふれあいバザー

　　　　お楽しみ抽選会　など

問合先　古枝公民館

　　　　緯（６２）２７４９

第５回ユニバーサルデザイン
全国大会

古枝ふれあいまつり

 

と　き　１２月１９日（日）　

　　　　開場１３時　開演１３時３０分

ところ　エイブルホール

内　容　第１部　演劇

　　　　『ブルースター・ソルジャー』

　　　　　　　　第２部　演劇

　　　　『空を飛べるはず』

　　　　第３部

　　　　歌とダンスのステージ

入場料　無料（どなたでもどうぞ）

問合先　劇団ヤマト事務局　野崎

　　　緯０９０（２５０８）８３７４

 

 

　武雄年金事務所では、平成２３年１

月より毎月第２土曜日の年金相談が

完全予約制になります。

　平日も年金相談を受け付けていま

すので、気軽にご相談ください。

相談日など

毅第２土曜日・・９時３０分～１６時

毅月～金曜日・・８時３０分～１７時１５分

毅月曜日（休日の場合は翌日）の夜間

　　　　　　　１７時１５分～１９時（要予約）

問合・予約先

　　　　武雄年金事務所

　　　　緯０９５４（２３）０１２１

劇団ヤマト
クリスマス公演

相相 談談
武雄年金事務所
年金相談のご案内

市税集合徴収分・介護保険料
第７期の口座振替日

　１　２　　月　２　７　日（月）です
（預金残高の確認をお願いします）
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　市では、中学３年生までの子どもを対象に１０月から

市内医療機関での接種に対し、予防接種費用の助成を

行っています。下記の場合に助成相当額の払い戻しが

できますので、保健センターへ手続きにお越しくださ

い。

　潤慢性疾患、アレルギーなどの病気や障がいをお持

　　ちのお子さんが市外かかりつけで接種した場合

　潤１０月中に市外かかりつけで接種した場合

申請時に必要なもの

　毅インフルエンザ予防接種領収証

　毅母子健康手帳またはインフルエンザ予防接種済証

　毅口座振込先の通帳

　毅印鑑

小児インフルエンザ予防接種費用を払い戻しま小児インフルエンザ予防接種費用を払い戻しますす

　成人Ｔ細胞白血病（ＡＴＬ）の原因ウイルスとなる、ヒト白血病ウ

イルス－１型（ＨＴＬＶ－１）をお母さんが持っていると授乳等で赤

ちゃんに感染する可能性があるため、母子感染対策として、１２月１

日以降発行の妊婦健康診査受診票の検査内容にＨＴＬＶ－１抗体検

査が加わりました。

ＨＴＬＶ-１抗体検査無料化ＨＴＬＶ-１抗体検査無料化　１２１　２　月１日～月１日～

健康の問合先

鹿島市保健センター

緯（６３）３３７３
ＨＴＬＶ－１抗体検査とは？

妊婦さんがこのウイルスを持っているかどうか調べるために血

液検査をします。

　・このウイルスはエイズとまったく関係がありません。

　・詳しくは産科または小児科の主治医の先生にお尋ねください。

インフルエンザの流行する季節になりましインフルエンザの流行する季節になりましたた

　新型インフルエンザの感染経路は、通常のインフルエンザの感染経路と同じです。

そのため、通常のインフルエンザの感染予防策を習慣付けておけば、新型インフルエンザの予防策につながります。

　個人でできる予防策

ポイント！

潤ガラガラと喉をならしながら

　うがいをします。

潤コップの共有は避けましょう。

ポイント！

潤サイズが合ったものを選びま

　しょう。

潤鼻と口をしっかり覆い、顔に

　フィットさせましょう。

ポイント！

潤外から帰ったときや食事の前

　など手洗いタイムを決めて習

　慣付けましょう。

潤清潔なタオルで拭きましょう。

うがい手洗い マスク
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怯乳幼児の予防接種

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

乳幼児の健康診査や予防接種等の問合先

保健センター予防係緯（６３）３３７３１２月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成１９年５月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票、尿
内　容　身体測定、育児相談、尿検査
　　　　　　　　小児科医の診察、　歯・目・耳の検査

９日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２１年５月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票
内　容　身体測定、育児相談、歯科診察、
　　　　　　　　小児科医の診察、　フッ化物塗布（希望者のみ）

１６日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２２年８月生まれ
持参品　母子健康手帳
内　容　身体測定、育児相談、
　　　　　　　　小児科医の診察 

２２日（水）

　ポリオ以外の予防接種は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。

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。

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１６年４月２日～平成１７年４月１日
　　　　　　　　に生まれた子ども
　　　　第３期：中学１年生
　　　　　　　　（平成９年４月２日～平成１０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４年４月２日～平成５年４月１日に生まれた人）

日本脳炎予防接種
対象者　４歳～７歳６ヵ月未満の子ども

　　　　煙１期１・２回は６～２８日間隔で受けます。

　　　　煙1期追加は１期２回目終了後、おおむね１年

　　　　　あけて接種します。

その他　気上記対象者で、接種を希望する人は保健セン

　　　　　ターまでご連絡ください。

　　　　　説明後に、予診票をお渡しします。

　　　　気７歳６ヵ月を過ぎてしまい接種ができなかっ

　　　　　たお子さんで希望する人は、２期（対象９～

　　　　　１３歳未満）で接種できるようになりました。

　　　　　また、１期３回の接種が終了したお子さんで

　　　　　希望する人は、２期１回を接種できるように

　　　　　なりました。

　　　　平成２２年度中に３歳になるお子さんには、

　　　　別途通知します。　　　　　　　　　　

Ｂ・Ｃ・Ｇ
対象者　生後3ヵ月から６ヵ月未満の子ども（対象者に通知）

二種混合［ジフテリア・破傷風］
対象者　小学６年生（対象者には通知をしています）

母子健康手帳

母

子

怯子育て支援

母子手帳交母子手帳交付付

受付　１０：００～１０：３０
内容　手帳交付・説明会
対象　市内在住の妊婦

１・１・８８・１・１５５・２・２２２日（水日（水））
赤ちゃん相赤ちゃん相談談

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

１１・１・１５５日（水日（水））
離乳食教離乳食教室室

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

２１日（火２１日（火））

場所・問合先　エイブル１階　保健センター　緯（６３）３３７３

子育てサークル　会場受付９時４５分～１０時 子育てひろば　会場受付１１時～１５時

ところ子育てひろば名と　き

北鹿島農村婦人の家うさぎさん９日（木）

七浦漁村センターぞ　うさん１４日（火）

鹿島小わんぱくクラブひよこさん２２日（水）

古 枝 公 民 館きりんさん２８日（火）

対　象　就学前児と保護者　だだし、「ひよこ」

　　　　は１歳未満の赤ちゃんとその保護者

育児相談、子育てサークル、子育てひろばの問合先　子育て支援センター（エイブル１階）　緯（６３）０８７４

マタニティスクマタニティスクーールル

受付　１３：３０～１３：５０
内容　赤ちゃんのお風呂他
対象　妊婦

２２日（木日（木））

のびのび
サークル
１０時～１２時

１歳７ヵ月児～就学前児と保護者対象
１７日（金）　エイブル　（材料費１個１００円）
　　　　「クリスマスがやってくる♪」

よちよち
サークル
１０時～１２時

５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者対象
２１日（火）　エイブル　（材料費１個１００円）
　　　　「メリークリスマス♪」

合　同
サークル
１０時～１２時

７日（火）　エイブル
　　　　「みんなで温かなひととき竃」
１０日（金）　エイブル　（材料費２００円）
　　　　「手作りで待つX'mas竃」

育 児 相育 児 相 談談
月～月～金金（休館日（休館日をを除除く）く）

気軽にご相談ください気軽にご相談ください。。
受付受付　９～９～１７１７時時
対象対象　子育て中の子育て中の人人
場所場所　子育て支援セ子育て支援センンターター
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２３年２月号２３年１月号
１２月２７日１１月３０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

５日（日）　古枝ふれあいまつり（２３ページ参照）

　　　　　　　　　　　林業体育館周辺　８時１５分～

７～８日　第３９回鹿島市特産品まつり（１５ページ参照）

８日（水）　お火たき神事　祐徳稲荷神社　２０時頃点火

１１日（土）　第２回安全安心フェスタＩＮ鹿島

　　　　　　　　（２３ページ参照）　市民会館　９時～

１９日（日）　劇団ヤマトクリスマス公演（２３ページ参照）

　　　　　　　　　　　　　　エイブル　１３時３０分～

２４日（金）　市内小中学校２学期終業式

２６日（日）　としょかんのクリスマス会（１８ページ参照）

　　　　　　　　　　　　　　　　エイブル　１４時～

２８日（火）～３０日（木）　消防団年末警戒　２０時～翌５時

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）３２７５５日（日）

北鹿島薬局織田病院　緯（６３）３２７５１２日（日）

おおぞら薬局別府整形外科　緯（６３）３０６３１９日（日）

祐信堂薬局中村医院　緯（６３）９２３４２３日（祝）

前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０２６日（日）

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館１階
　９日（木）　受付１３時～１４時　　　　　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始
　２２日（水）　受付９時３０分～１０時３０分（先着６人）　１０時開始
愚人権相談　市民会館２階
　７日（火）　１０時～１５時
愚成人健康相談　保健センター
　１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
　６・１３・２０・２７日（月）、３・１０・１７・２４日（金）
　　９時３０分～１２時、１３時～１６時３０分
愚障害児地域療育支援巡回相談（言語訓練）
　福祉事務所相談室
　１６日（木）　　１３時３０分～１６時
愚発達障害児（者）専門相談　
　８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
愚こころの健康相談（臨床心理士　対応）
　福祉会館１階相談室
　１５日（水）　　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
　市民会館１階サロン（要予約：市民課緯（６３）２１１７）
　７・２１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
　８・２２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

（１２月分）

４・１１・１８・２５日（土）、２３日（祝）
５・１２・１９・２６日（日）
２９日（水）～１月３日（月）

市役所
保健センター

６・１３・２０日（月）、２４日（金）
２７日（月）～１月４日（火）

市民図書館

６・１３・２０・２７日（月）、２４日（金）
２９日（水）～１月３日（月）

エイブル
生涯学習センター

７・１４・２１日（火）
２８日（火）～１月４日（火）

陸上競技場

７・１４・２１日（火）
２８日（火）～１月３日（月）

体育館

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

市水道課　緯（６２）３７１８へお問い合わせください。


