
　新年明けましておめでとうございます。

　昨年は、皆さんにとってどのような年でしたか。

　平成２３年が皆さんにとって豊かで穏やかな年であり

ますように・・・

有明海の日の出

平成２２年１１月３０日現在

市の市の木木 市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい
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対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯３－人１３－世帯１０,５９６人３１,５８２

世帯３＋人９－世帯　５,２０４人１４,２９３鹿　　島

世帯３－人４＋世帯　１,１６１人  ３,８８５能　古　見

世帯０人４－世帯　　　９８４人  ３,１９５古　　枝

世帯２－人７－世帯　１,０４８人  ３,２１９浜

世帯１＋人１０＋世帯　１,２１６人  ３,７４３北　鹿　島

世帯２－人７－世帯　　　９８３人  ３,２４７七　　浦

人１１－人１４,８１５男

人　２－人１６,７６７女

№１００５
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新年のごあいさ新年のごあいさつつ
　

定住促進に向けた各施策の実現のために

　新年明けましておめでとうございます。

　市民の皆さまには、平成２３年の初春をお迎えになり心からお慶び申し上げます。

　昨年5月に多くの皆さまのご支援を受け、鹿島市の第５代市長に就任してから、初めての

新年を迎えました。円滑な市政運営と市の発展を担う重責に改めて身の引き締まる思いでご

ざいます。

　振り返りますと、宮崎県を中心に猛威をふるった「口蹄疫」の流行など、想定を超える事

件や事故、自然災害への対応など危機管理体制の重要性を改めて感じさせられた年だったと

思います。

　また、国も地方も厳しい財政状況を抱え、本市におきましても、税収の減少や地方交付税

の変動などといった事態に対応するため、これまでは投資的事業、新規の政策的事業などを

極力抑制する歳出削減努力で、乗り切ってまいりました。

　しかし、今後は歳出を抑制する努力を続ける一方で、人口の減少に歯止めをかけるために、

あらゆる施策を積極的に展開し、定住促進につなげていくことがこれからの重要な課題であ

ると考えております。

　そのような中で、私は就任後すぐに、喫緊の課題に対応するため、プロジェクトチームの

発足など、課題の解決に向けた取り組みを果敢に進めてまいりました。

　特に本年は、策定中でありました「第５次総合計画」がスタートする年にあたり、市民の

皆さまのご意見も伺いながら、施策の基本方針を「医・職・住の充実」「みんなですすめる

まちづくり」に設定したところでございます。定住促進につながる福祉・保健・医療の充実、

豊かな地域資源を生かした雇用の創出・拡大、安全安心な住環境の整備などの施策を、市民

の皆さまをはじめ企業や近隣自治体などと情報を共有し、相互連携しながら積極的に進めて

いきたいと考えております。

　さらには、平成３年に着手されました県営広域営農団地農道整備事業（多良岳地区）愛称：

多良岳オレンジ海道が３月に全線開通する見込みとなりました。太良町から鹿島市にまたが

る総延長約１７娃の農道の完成によって、農産物流通の合理化はもちろんのこと地域の活性化

にも大いに期待するところでございます。

　愛するふるさと鹿島市を少しでも元気にしたいとの決意を新たにし、この一年、市民の皆

さまのご期待に応えるべく精一杯頑張ってまいりますので、一層のお力添えを賜りますよう

お願い申しあげまして、新年のごあいさつといたします。

鹿島市長　　口　久俊
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２０１１年の干支「卯」　
［写真］のごみ人形

　

住みよい・活力ある鹿島をめざして

　新年明けましておめでとうございます。

　平成２３年の輝かしい新春を迎えるにあたり、鹿島市議会を代表いたしまして市民の皆さま

に心からお慶びを申し上げます。

　さて、社会経済情勢がめまぐるしく変化し、地方分権改革が推進される今日、私たち鹿島

市議会議員１６名は、市民の皆さまより多大なるご理解とご支援を賜りながら議員活動に精一

杯取り組んでまいりました。議員一同厚く御礼と感謝を申し上げます。

　昨年は、２０年ぶりに市長が代わり、鹿島市に、新しい風が吹きました。

　私たち市議会も、昨年、議会改革の一環として、鹿島市議会基本条例を制定しました。

　これは、二元代表制の下、議会の基本理念、議員の責務等を定め、市民の負託に的確にこ

たえ、市民福祉の向上及び公正で民主的市政の発展に寄与することを目的としています。

　地方分権改革の推進に伴い、議会の果たす役割がますます重要となるため、個々の議員が

自らの職責を認識し、市民の皆さまの声をより広くお聞きしながら、議員一人ひとりが問題

意識をもって公平・公正な立場から市民生活の安定向上を図らねばなりません。

　今年は、改選の年でもあり、この１年、鹿島市の将来をどうしていくのか、どういう鹿島

市にしたいのか、そのためにはどうすればいいのかを真剣に考える年であります。

　子どもたちの豊かな心を育み、高齢者を守り、住みよい鹿島のまちづくりに邁進するため、

さまざまな課題を十分に議論し、市民の皆さまの視点に立った市政運営が図られるよう厳正

かつ公正な議会運営を行ってまいりますので、どうかなお一層のご理解とご協力をよろしく

お願いいたします。

　市民の皆さまにとりまして、本年が素晴らしい年になるよう願い、末永いご健勝とご多幸

を心よりお祈り申し上げます。

鹿島市議会議長　橋爪　敏
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恭募集期間　１月４日（火）～１月３１日（月）　（土・日曜日および祝祭日を除く）・・・募集区分①～④

　採用試験実施要領、募集要領および専用履歴書の備付場所、提出先・・・総務課職員係（市役所３階）

問合先
応　募
資　格

勤務時間・形態勤務内容雇用期間
募　集
人　員

募集区分

総務課職員係
緯（６３）２１１３

下記
※１
参照

８時３０分～１７時１５分
（休憩あり）

月～金曜日（祝日を除く）

パソコン等を使った
一般事務平成２３年４月１日～

平成２３年９月３０日

※勤務成績良好と認

められる場合は、平

成２４年３月３１日まで

更新します。

若干名

①
鹿島市役所
臨時的任用職員
［一般事務］

保育所みどり園
緯（６２）２５８０

調理師の
資格を有
する人　

８時３０分～１７時１５分
（休憩あり）

月～土曜日（祝日を除く）
※４週８休あり

市立保育所での調理
業務

１人

②
鹿島市役所
臨時的任用職員
［調理業務］

総務課職員係
緯（６３）２１１３

一級建築
士の資格
を有する
人　　　週３０時間

月～金曜日（祝日を除く）
９時～１６時
（休憩あり）

建築設計、監理業務
のほか一般事務　　平成２３年４月１日～

平成２４年３月３１日

※勤務成績良好と認

められる場合、更新

もあります。

１人

③
鹿島市役所
嘱託職員
［建築設計業務］

まちなみ建設課土木係
緯（６３）３４１５

土木設計
業務を理
解し、現
場監督の
経験を有
する人　

土木設計、監理業務
のほか一般事務　　

１人

④
鹿島市役所
嘱託職員
［土木設計業務］

恭募集期間　１月４日（火）～１月３１日（月）　（土・日曜日および祝祭日を除く）・・・募集区分⑤

　募集要領および専用履歴書の備付場所、提出先・・・教育総務課管理係（市役所２階）

市教育委員会
教育総務課管理係
緯（６３）２１０３

下記
※２
参照

１日７時間程度
（週３５時間程度）

市内小中学校で、軽
度発達障害等の児童
生徒の学校生活や学
習活動の支援を行う
業務など

平成２３年４月１日～
平成２４年３月３１日の
１年間（春・夏・冬
休みについては勤務
がありません。）

若干名

⑤
市教育委員会
特別支援教育支
援員

市役所や学校などで働いてみませんか市役所や学校などで働いてみませんか？？

応募資格※１
毅市内在住者（就学・就職などで一時
　的に市外に住んでいる人を含む）
毅その他採用試験実施要領に定める要
　件を満たしている者

応募資格※２
毅市内在住者（就学・就職などで一時
　的に市外に住んでいる人を含む）
毅自動車の普通免許所有者
毅その他採用試験実施要領または募集
　要領に定める要件を満たしている者

【特記事項】

・①②⑩⑪の採用方法は筆記および

　面接試験を行い、決定します。

・上記以外は面接による選考を行い

　ます。

平成　２　３　年度市嘱託職員等を募集します

市役所や学校などで働いてみませんか市役所や学校などで働いてみませんか？？

応募方法　市のホームページからダウンロードした専用履歴書または各提出先に備え付けの専用履歴書に必要事項

　　　　　を記入して、提出してください。

　　　　　（郵送可※１月３１日（月）消印有効、ただし、⑩～⑪は１月２１日（金）消印有効となります）

　　　　　郵送先　〒８４９－１３９１（住所の記入不要）　○○課○○係　宛

そ　の　他　詳しくは採用試験実施要領または募集要領をご覧ください。（市のホームページにも掲載します。）
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恭募集期間　１月４日（火）～１月３１日（月）　（土・日曜日および祝祭日を除く）・・・募集区分⑥～⑨

　募集要領および専用履歴書の備付場所、提出先・・・福祉事務所社会福祉係（市役所１階）

問合先（提出先）
応　募
資　格

勤務時間・形態勤務内容雇用期間
募　集
人　員

募集区分

福祉事務所
社会福祉係
緯（６３）２１１９

市　内
在住者

月～金曜日の放課後
（１４時～１８時）、
長期休業中の７時間程度、
土曜日（月１回程度）

市内全校区の小学校
各クラブにおける学
童保育

平成２３年４月１日～
平成２４年３月３１日の
１年間（次年度に継
続して雇用する場合
があります。）

２０　人
程　度⑥放課後児童

　クラブ指導員

土曜日の７時間程度若干名

保育士ま
たは看護
師の免許
を持つ人

月～金曜日の日勤
（祝日を除く）
１日６時間程度

子育て支援センタ－
での子育てに関する
地域支援活動

１人

⑦福祉事務所
　嘱託職員
［子育て支援センター
指導員］

市　内
在住者

月８回程度の日勤
９時～１７時

子育て支援センタ－
での育児サークル等
のサポート

若干名
⑧子育て支援
　　　センター
　補助指導員

保育士
免許を
持つ人

週３日程度の日勤
９時～１６時

すこやか教室（福祉
会館２階）での療育
訓練等のサポート

若干名
⑨すこやか教室
　補助指導員

※子育て支援センタ－はエイブル１階にあります。

恭募集期間　１月４日（火）～１月２１日（金）　（土・日曜日および祝祭日を除く）・・・募集区分⑩～⑪

　採用試験実施要領および専用履歴書の備付場所、提出先・・・教育総務課管理係（市役所２階）

市教育委員会
教育総務課管理係
緯（６３）２１０３

Ｐ４
※２
参照

１日６時間程度
（週３０時間程度）

学校図書館事務など
平成２３年４月１日～
平成２４年３月３１日の
１年間（次年度以降、
継続して雇用する場
合があります。）

若干名

⑩
市教育委員会
嘱託職員
［学校図書館
　　　事務補助］

学校用務員業務など
４人
程度

⑪
市教育委員会
嘱託職員
［学校用務員］

　これら以外にも杵藤地区広域市町村圏組合介護保険事務所嘱託職員（１５ページ）、

　　　　　　　　鹿島市民図書館長（１６ページ）、鹿島公民館職員（２０ページ）の募集記事があります。

緊急雇用対策　日日雇用職員を募集しています
　市では国の緊急雇用創出基金事業に取り組んでおり、今回、未就職卒業者（卒業後３年程度の者を含む）を対象と

する日日雇用職員を募集しています。

募集締切　１月１１日（火）　（土・日曜日および祝祭日を除く）

応募方法　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に必要事項を記入して、総務課（市役所３階）に

　　　　　提出してください。

そ　の　他　業務内容などの詳細は、下記の問合先またはハローワーク緯（６２）４１６８にお問い合わせください。

業務内容の問合せ先業　務　内　容雇用期間
募　集

人　員
事　業　名

福祉事務所

社会福祉係
緯（６３）２１１９

ひとり親家庭等への医療費、手当の情報

提供、医療費受付など１月１７日～３月３１日

（更新あり）

１人ひとり親家庭等支援事業

保育料滞納者の台帳整理と督促業務、保

育所受付業務など
１人保育料徴収台帳整理事業
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１．職員の任免および職員数に関する状況

（５）　特別休暇等の状況
有給・無給の別付与日数・期間等休暇の種類

有給必要と認める期間①公民権行使のための休暇

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

有給必要と認める期間③骨髄提供のための休暇

有給７日④結婚休暇

有給７日の範囲内で必要と認める期間⑤妊産婦のつわり休暇

有給必要と認める期間⑥妊産婦の健康診査等のための休暇

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

⑦出産休暇

有給３日の範囲内で必要と認める期間⑧妻の出産に伴う休暇

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

有給１年に５日の範囲内で必要と認める期間⑩子の看護のための休暇

有給２日の範囲内で必要とする期間⑪生理休暇

有給死亡者の区分に応じ１日から１０日の範囲内⑫忌引

有給３日の範囲内の期間⑬夏季休暇

有給必要と認める期間⑭災害又は交通機関の事故等による休暇

有給１年に５日の範囲内で必要と認める期間⑮ボランティア休暇

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

⑯介護休暇

（３）　時間外勤務および休日勤務等の状況

職員１人当たりの時間外・
休日勤務月平均時間数

時間外・休日勤務総時間数

１０.９時間２９,５１７時間

※総時間数には振替時間含む

（２）　年次有給休暇の取得状況（平成２１年１月１日～平成２１年１２月３１日）

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

２５.８６％１０.０日２５３人２,５２５日９,７６３日

２．職員の勤務時間その他の
　　勤務条件の状況

（１）　勤務時間（標準的なもの）

休憩時間終了時刻開始時刻１日の正規の労働時間１週間の正規の労働時間

１２時～１３時１７時１５分８時３０分７時間４５分３８時間４５分

最終合格者数受験者数申込者数区分

　５人３２人　３８人一般事務Ａ

　１人　４人　　４人土　木　Ｂ

　１人　２人　　２人建　築　Ａ

　０人　２人　　２人建　築　Ｂ

　７人４０人　４６人合　　計

（１）　職員の競争試験の状況

（４）　育児休業の状況

女性職員男性職員区　分

６０育児休業の承認件数

１０育児休業期間延長の承認件数

選考試験競争試験
区分

計女性男性計女性男性

０００５人４人１人一般事務

職種 ０００１人０１人土　　木

０００１人０１人建　　築

０００７人４人３人合　　計

（２）　職員の採用の状況

問合先　総務課職員係　緯（６３）２１１３

平成２１年度　市の人事行政の運営等を公表します

計女性男性区分

　５人　１人　４人定年退職

　１人　１人　０人勧奨退職

　１人　０人　１人そ　の　他

　７人　２人　５人合　　計

（３）　職員の退職の状況
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通勤災害公務災害区　　分
００申請件数
００認定件数
００不認定件数

４．職員の服務の状況

５．職員の研修及び勤務成績の評定の状況

受講者数研修内容区分
６９５人中堅職員研修（自治体職員の役割とチームワーク）、メンタルヘルス研修など市独自研修
　　９人市町村職員中央研修所及び国際文化研修所研修

派遣研修
　５３人県市長会等主催研修
　１８人実務研修（民間等主催研修会参加など）自主研修
７７５人合計

全職員評定対象職員
課長、部長、副市長評定者
勤務概評の総合評定をＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの５段階評価評定方法
普通昇給、昇任者の決定、新規採用職員の正式採用勤務評定の活用方法

６．職員の福祉及び利益の保護の状況

受診者数健康診断の種類
１１５人基本検診

定期健康診断
１１６人胸部Ｘ線
　３７人胃検診
　　６人肝炎ウィルス検診
１１８人　人間ドック
　１５人　特殊業務従事職員検診
　　３人　婦人（子宮がん）検診
　５９人　ＶＤＴ健診

公費負担額決算額実施主体事業名称

２,１６０千円７,１４７千円鹿島市職員互助会職員互助会福利厚生事業

（３）　福利厚生事業

不服申立件数継続件数

００降給
分
限
処
分

００降任

００休職

００免職

００戒告
懲
戒
処
分

００減給

０１人停職

００免職

００転任

００その他

０１人計

（５）　不利益処分に関する不服申し立ての状況

（４）　勤務条件に関する措置の要求の状況

該当なし

（２）　公務員災害補償

（１）　健康診断の実績

合
計

降
給

休
職

免
職

降
任

処分の種類
処分事由

０００勤務実績がよくない場合

２人２人００心身の故障の場合

０００職に必要な適格性を欠く場合

０００
職制、定数の改廃、予算の減少に
より廃職、過員を生じた場合

００刑事事件に関し起訴された場合

０００条例で定める事由による場合

２人０２人００合計

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

該当なし

（２）　営利企業等の従事許可の状況

該当なし

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

該当なし

（１）　研修の状況

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

共団体、民間企業との均衡を図りながら、市議会の議決を経て定められます。

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

に、市議会の議決を経て定められます。

７．市の給与・定員管理等について

（１）総括

①　人件費の状況（一般会計決算）

（参考）平成２０年度
の人件費率

人件費率
Ｂ／Ａ

人件費
Ｂ

実質収支
歳出額
Ａ

住民基本台帳人口
（平成２２年３月３１日現在）

区分

１８.７％１６.２％２,０７９,７７５千円２４５,７８１千円１２,８１１,０７４千円３１,６６４人平成２１年度

（注）１.職員手当に、退職手当は含みません。
　　　２.職員数は、平成２１年４月１日現在の人数です。

１人当たり給与費　Ｂ／Ａ給与費計　Ｂ給与費区分職員数　Ａ区分

５,９９６千円１,３０１,１４２千円
　８５０,７３９千円
　１２９,９６９千円
　３２０,４３４千円

給料
職員手当
期末・勤勉手当

２１７人平成２１年度

②　職員給与費の状況（一般会計決算）

国鹿島市
区分

平均給与月額平均給料月額平均年齢平均給与月額平均給料月額平均年齢

３９５,６６６円３２５,５７９円４１.９歳
３８１,９２８円

３３３,３１４円４２.４歳一般行政職
３５３,４７６円

（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況

①　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２２年４月１日現在）

（注）１.『平均給料月額』とは、職員の基本給を平均したものです。
　　　２.『平均給与月額』とは、給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです。このうち、上段はす
　　　　　べての諸手当込みのものであり、下段は国家公務員の平均給与月額と比較するために手当の種類を限定
　　　　　して算出したものです。

国鹿島市区分

１７２,２００円
１４０,１００円

１７２,２００円
１４０,１００円

大学卒
高校卒

一般行政職

②　職員の初任給の状況（平成２２年４月１日現在）

２０年１５年１０年区分

３６１,７５０円
３２６,８００円

３０２,９８３円
２６２,６３３円

２５０,４８０円
２０４,２３３円

大学卒
高校卒

一般行政職

③　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２２年４月１日現在）

７級６級５級４級３級２級１級区分

部長課長・参事課長補佐
係長・主査・
主任

主任

高度の知識ま
たは経験を必
要とする職員
の職務

定型的な
職務等

標準的な
職務内容

　５人
　２．８％

１６人
　８．９％

２５人
１３．９％

６２人
３４．４％

５５人
３０．６％

９人
５．０％

　８人
　　４．４％

職員数
構成比

（３）一般行政職の級別職員数の状況　（平成２２年４月１日現在）
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支給職員１人当たり
平均支給年額

支給実績区分

２６６千円５９,０１７千円２０年度

３０２千円６４,３５６千円２１年度

給料月額等区分

市　長　７７８,０００円
副市長　６３１,０００円

給　　料

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

報　　酬

市長・副市長・議長・副議長・議員
平成２１年度支給割合　３.１月分
加算措置の状況　役職加算１５％

期末手当

市長・副市長とも一般職と同じ通勤手当

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

退職手当

対前年
増減数

職員数（人）
部門

平成２２年平成２１年

　　０
　△１
　　０
　　０
　　１
　　０
　　１
　　２
　　１

　　　４
　　５５
　　１８
　　　２
　　２３
　　　６
　　２１
　　３８
　　１７

　　　４
　　５６
　　１８
　　　２
　　２２
　　　６
　　２０
　　３６
　　１６

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

一
般
行
政

　　４　１８４　１８０小　計

　△２　　３２　　３４教　　育特
別

行
政 　△２　　３２　　３４小　計

　　０
　　０
　　０

　　１０
　　１１
　　１７

　　１０
　　１１
　　１７

水　　道
下　水　道
そ　の　他

 公
営
企
業

等
会
計 　　０　　３８　　３８小　計

　　２
　２５４
[３１２]

　２５２
[３１２]

合　　計

（注）１職員数は一般職（教育長を除く）に属する職員

　　数です。

　　２[　]内は、条例定数の合計です。

（６）職員数の状況

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

（５）特別職の報酬等の状況

（平成２２年４月１日現在）

支給職員１人
あたりの

平均支給年額
（平成２１年度）

支給実績
（平成２１年度）

国の制度
との比較
（相違点）

手当名

２５４,８２２円３０,０６９千円同じ扶養手当

１８４,８０８円９,６１０千円同じ住居手当

６０,０８３円７,９３１千円
（交通用具利用者
の通勤距離区分）

通勤手当

６１７,９０９円１３,５９４千円（定率制）管理職手当

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

⑤その他の手当（平成２２年４月１日現在）

６３千円支 給 実 績

７,０００円支給職員１人当たりの平均支給年額

３.７％職員全体に占める手当支給職員の割合

３種類手 当 の 種 類 （ 数 ）

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

③特殊勤務手当（平成２１年度）

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

④時間外勤務手当

（４）職員の手当の状況

国鹿島市

－

－

１人当たり平均支給額

期末手当　　９８６千円

勤勉手当　　４８９千円

（支給割合）

同左

（支給割合）

期末手当　２.７５月分

勤勉手当　１.４月分
（加算措置の状況）

噛役職加算　５～２０％

噛管理職加算　１０～２５％

（加算措置の状況）

噛役職加算　５～１５％

国鹿島市区分

勧奨・定年自己都合支給率

同左

３０.５５月分
４１.３４月分
５９.２８月分
５９.２８月分

２３.５０月分
３３.５０月分
４７.５０月分
５９.２８月分

勤続２０年
勤続２５年
勤続３５年
最高限度額

同左
定年前早期退職特例措置
噛２～２０％加算

その他の
加算措置

－２７,６５０千円
１人当たり
平均支給額

※１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種
に係る平均支給額です。

②退職手当（平成２２年４月１日現在）①期末手当・勤勉手当（平成２１年度）

※１人当たり平均支給額は、公営企業職員を除いた全
職種に係る平均支給額です。
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氏 名部 落 名地
区氏 名部 落 名地

区氏 名部 落 名地
区

中 尾 眞 理 子新 方

浜

植 松 直 樹伏　 原

能
　
古
　
見

石 井 明 美城　 内

鹿
　
島

山 田 シ メ 子湯 ノ 峰小 山 嬌 子下 浅 浦重 松 律 子

高 津 原

圓成寺美和子庄 金合 田 道 子中 浅 浦木 原 道 子

小 森 厚 子南 舟 津西　 欽 子上 浅 浦相 川 勝 利

田 中 勝 子野 畠栗 山 和 明大 木 庭西　 ユ ウ

山 本 幸 一北 舟 津橋 爪 静 子東三河内・西三河内霜 村 久 子

水 頭 要 子中 町馬 場 和 代中 川 内藤 永 勝 之大　 手

下 田 サ チ 子八 宿中 川 内　 稔早ノ瀬・大野上 田 健 一 郎東　 町

馬 場 や な 子浜 新 町赤 川 敏 子広 平伊 東 央 子

西 牟 田 栗　 寿 恵
主任児童委員

前 田 政 子南 川一ノ瀬日都美

中 島 あ け み花 島 ツ ネ 子筒 口中 島 照 滿

中 村 利 幸本 町

北
　
鹿
　
島

松 本 有 弘大 殿 分矢 野 美 代 子新　 町

岩 永 順 子乙 丸井 上 致 子川 内幸 田 す ず 子
中 牟 田

福 岡 英 子中村・組方森 田 伸 子山 浦渕 上 京 子

古 林 秀 夫森中 山　 博貝瀬・土穴森 元 明 子横　 田

寺 川 ト ミ エ土 井 丸喜 多 重 之本城・中木庭永 尾 三 代 子若 殿 分

吉 田　 稔井 手
油 井 千 惠 子

白鳥尾・山浦開拓
番在開拓

織 田 加 根 子
納 富 分

橋 口 政 幸三 部廣 田 茂 子

野 田 保 博新 籠石 田 興 光
主任児童委員

武 富 孝 子行　 成

富 永　 博常広・古城森 田　 睦白 仁 田 春 子
執 行 分

西　 ゆ き 子
主任児童委員

乗 田 和 代大 村 方

古
　
枝

前 田 邦 昭

宮 﨑 滋 子小 池 加 津 美鮒 越岡 村 久 代井 手 分

木 原 節 子江 福

七
　
浦

山 口 美 紀 子中 尾峰 松 光 夫末　 　 光

橋 本 紀 子飯 田小 野 原 忠 行上 古 枝徳 村 光 德馬　 渡

光 武 な つ み龍 宿 浦中 川 信 夫下 古 枝橋 本 洋 子
小 舟 津

小 池 順 子嘉 瀬 浦川 原 佳 代 子久 保 山森 田 典 子

岡　 あ さ よ音 成三 原 正 利奥 山藤 家 耕 子犬 王 袋

光 武 征 之大 宮 田 尾岡　 ア ヤ 子竹ノ木庭・平仁田開拓中 村 美 惠 子世間・重ノ木

山 下 一 保小 宮 道川 名 み ね 子七開・矢答宮 﨑 俊 明
主任児童委員

安 富 春 子東 塩 屋竹 下　 誠
主任児童委員

田 中 則 子

小 栁 一 枝西 塩 屋大 隈 智 子

井 上 惠 子母 ヶ 浦

石 橋 好 枝西 葉

石 橋 道 子
主任児童委員

古 川 倫 子

　民生委員の一斉改選があり、１２月１日、エイブルホールで委嘱状

の交付式が行われました。（写真右）

　民生委員の皆さんには、地域の身近な相談役、地域と行政機関と

のパイプ役として、地域の皆さんの福祉に関するさまざまな相談に

応じるとともに、情報の提供やお年寄り・子どもたちの見守り活動

などを行っていただきます。

　任期は平成２２年１２月１日から平成２５年１１月３０日までの３年間です。

問合先　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９

民生委員の皆さんお世話になります

民生委員は、民生委員法および児童福祉法により厚生労働大臣に委嘱された

ボランティアとして、住民の立場に立って、皆さんの暮らしを支援します。

すべての民生委員は児童委員を兼ねており、子どもに関わる相談支援活動も

行います。主任児童委員は、主に子どもに関する支援活動を行います。
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高額医療・高額介護合算療養費制度とは？

　医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の

負担を軽減するもので、同一世帯内に介護保険の受給

者がいる場合、一年間に支払った医療保険（同一医療

保険ごと）と介護保険の自己負担を合計し、所得に応

じた限度額を超えた分を支給するものです。

※国保と後期高齢者医療保険の自己負担は合算できま

せん。

申請についての留意点など

　支給の対象となる被保険者の皆さんには、１２月にお

知らせしていますので、保険健康課の窓口に申請して

ください。

※次に該当する人には、申請の対象となる旨のお知ら

せができない場合があります。

　平成２１年８月から平成２２年７月末までの間に

　毅転入または転出された人

　毅医療保険を変更された人

問合先

　平成２２年７月３１日時点で

　　・鹿島市国保または後期高齢者医療保険の人

　　　　　　保険健康課国保係　緯（６３）２１１８

　　・それ以外の医療保険の人

　　　　　　それぞれの医療保険者へお尋ねください。

高額医療・高額介護合算療養費制度のご案内
お
知
ら
せ

企業立地に対する支援を行っています
－　企業立地優遇制度のご案内　－

お
知
ら
せ

　鹿島市では、鹿島市都市計画用途地域の中で工業専

用地域、工業地域、準工業地域並びに市が造成した工

場団地に工場等を新・増設された企業へ奨励金の交付、

利子補給を行っています。

恭奨励金の交付

　内容　対象となる施設の固定資産税の1／2相当額

　　　　の奨励金を受けることができます。

　期間　市が最初に固定資産税を課すべきこととなる

　　　　年度から3年間

恭利子補給

　内容　新・増設に際し、土地の取得について金融機

　　　　関から借入があった場合に受けることができ

　　　　ます。（対象となるのは借入利子が２％を超

　　　　え４％までの範囲に限ります。）

　期間　土地を取得してから3年間

　

問合先　商工観光課商工労政係　緯（６３）３４１２

　制度利用には要件等があります。

　詳しくはお問い合わせください。

連絡先　九州電力（株）武雄営業所

緯０１２０（９８６）３０４（通話料無料）

地域別最低賃金

効力発生日１時間件　名

平成２２年１０月２９日　６４２円佐賀県最低賃金

特定（産業別）最低賃金

効力発生日１時間件　名

平成２２年１２月２９日　７５０円一般機械器具製造業関係

平成２２年１２月２６日　７１３円電気機械器具製造業関係

平成２２年１２月１９日　６４３円陶磁器・同関連製品製造業

精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当は算入されません。

問合先　佐賀労働局　労働基準部　賃金室　緯０９５２（３２）７１７９

佐賀県の最低賃金が改正されました
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補欠選挙等に伴う農業委員の紹介
お
知
ら
せ

　２月８日（火）から３月１５日（火）まで、平成２２年分所得税の確定申告および平成２３年度市県民税申告の受付を行い

ます。日程や会場などの詳細は、広報かしま２月号でお知らせします。

　申告内容によっては、さまざまな書類、領収書または証明書が必要になりますので、紛失しないように大切に保

管しておいてください。

　なお、事業等をされている人は、「収支内訳書」の記載ならびに帳簿等の準備を、医療費控除を受けられる人は、

個人ごと・病院ごとに領収書を集計しておいてください。（不備があればその分時間がかかります。）

　※スムーズな申告、確実な申告をするため“ご自身での準備”をお願いします。

問合先　税務課課税係　緯（６３）２１１８

２月から確定申告・市県民税申告が始まります
お
知
ら
せ

申告に必要な証明書を送付します

　平成２２年分の所得税と平成２３年度の市県民税の申告

に必要な書類（社会保険料控除用）として、対象者

（世帯）に次の証明書を１月下旬に郵送します。

潤国民健康保険税納税証明書

　問合先　税務課課税係　　　緯（６３）２１１８

潤後期高齢者医療保険料納付証明書

　問合先　保険健康課国保係　緯（６３）２１２０

注意事項

　・納期限（１２月２７日）までに市内金融機関（ゆうちょ

　　銀行を除く）で納付された分は、平成２２年中の納

　　付済額として今回の証明書の金額に含まれます。

　・１２月中旬以降にコンビニエンスストアで納付され

　　た分は、市への収納が１月になるため、今回の証

　　明書の金額には含まれません。（平成２３年分とし

　　て、来年の証明書に記載されます。）

国民年金保険料控除証明書は、１１月上旬に郵送されて

います。平成２２年１０月以降に今年はじめて納付された

人には、２月上旬に郵送されます。

　　問合先　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２３

　平成２２年１１月１４日執行の補欠選挙等に伴い、鹿島・浜・七浦地区農業委員の担当地区が変更になりました。

　任期は平成２５年２月２８日までとなります。

　農地の貸借や売買、転用等の手続きや農業を営む上での諸問題等、気軽に農業委員へご相談ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合先　農業委員会事務局　緯（６３）３４１７

農業委員、担当区域が変わりました
お
知
ら
せ

変更後の担当区域農業委員氏名変更後の担当区域農業委員氏名

江福・飯田(七曲を含む）・

龍宿浦・矢答

佐藤　睦　［飯　田］大字高津原・若殿分・納富分・

行成・井手分

渕上　正敏［中牟田］

緯（６２）８３３４緯（６２）３９２６

嘉瀬浦・音成
岡　みどり［音　成］執行分・末光・馬渡・小舟津・

犬王袋・世間・重ノ木

中橋毅一郎［世　間］

緯（６２）８０８８緯（６２）５５８５

大宮田尾・小宮道
光武健二郎［大宮田尾］

新方・湯ノ峰・庄金・南舟津
竹下　健次［湯ノ峰］

緯（６２）０７７０緯（６２）６３３４

東塩屋・西塩屋・母ヶ浦・

西葉

松本　弘義［東塩屋］野畠・北舟津・中町・八宿・

浜新町

松本　哲郎［野　畠］

緯（６２）５３０４緯（６２）７０２０

※新任の農業委員を太字で表示
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　国民年金などの公的年金は、やがて必ず訪れる長い

老後の収入を国が約束してくれる年金制度です。

　日本国内に住所を有する２０歳から６０歳までの人は、

国民年金に加入して保険料を納付する義務があり、老

後等に年金を受取る権利があります。

被保険者区分

潤第１号被保険者岳自営業者、学生など

潤第２号被保険者岳サラリーマン、公務員

潤第３号被保険者岳第２号被保険者に扶養されている

　　　　　　　　　配偶者

『万一』もサポート

　国民年金は、老後の所得保障だけではなく、病気や

けがで重い障害が残ったり、１８歳未満の子を残して、

父親が亡くなったときにも年金を支給し、思いがけな

い人生の『万一』もサポートします。

加入手続

潤第１号被保険者岳市区町村役場

潤第２号被保険者岳厚生年金保険などの加入手続きに

　　　　　　　　　合わせて行いますので、個別の手

　　　　　　　　　続きは必要ありません。

潤第３号被保険者岳配偶者の勤め先などを経由して行

　　　　　　　　　います。

保険料の猶予・免除

　学生である場合など、収入が少ないために国民年金

保険料の納付ができない場合は、申請により保険料の

納付が猶予・免除となる『学生納付特例制度』『若年者

納付猶予制度』『保険料免除・一部納付（免除）制度』

があります。この申請を行わないまま保険料が未納と

なっていると、年金が受取れない場合がありますので、

ご注意ください。詳しくはお問い合わせください。

問合先　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２３

新成人の皆さん　国民年金の加入手続きをしましょう
－国民年金は、国が責任を持って運営する公的年金制度です－

お
知
ら
せ

　　確定申告書の作成は国税庁ホームページの
　　　「確定申告書等作成コーナー」で！

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では、画面案内に従って金額等を入力することで、

申告所得税、消費税および地方消費税の確定申告書等を作成することができ、大変便利です。

　作成した申告書は、印刷して郵送などで提出したり、インターネットで送信することもできます。

　詳しくは国税庁ホームページ（www.nta.go.jp）へ！！

と　き　１月１９日（水）　早朝

ところ　浜町酒蔵通り　６時～１２時［交通規制有］

　　　　新天町さくら通り　６時～

関連イベント

　恭浜町酒蔵通り（１９日６時～）

　　煙もちまき　煙ふなんこぐい試食

　　煙海童保育園児によるマーチング

　　煙共生保育園児による一声浮立

　　煙浜小学校によるステージ発表

　　煙うどん販売

　　煙大抽選会（チケット１枚２００円）

　　問合先　浜公民館　緯（６２）２５３４

　恭新天町さくら通り（１９日６時～）

　　煙鯉こくふるまい　ほか

　　問合先　鹿島商工会議所　緯（６３）３２３１

　ふな市が１月　１　９　日に開催されます
イ
ベ
ン
ト

　ふな市は､二十日正月に出す郷土料理『ふなんこぐい』の材料

『鮒』を売る市のことです。昔、二十日正月には商家や醸造元、

網元などが奉公人や蔵男達の労をねぎらうためにごちそうを振舞

う習わしでした。この時、普通は鯛料理が出されるのですが､有

明海ではあまり捕れず高価だったので、鯛に似た鮒を代用してい

たようです。このため、佐賀平野のクリークなどで捕れた鮒を売

る市がその前日の１９日に始まったと言われています。

　ふなんこぐいは、鮒を昆布で巻いて、野菜などと一緒に、骨ま

で食べられるほど長時間煮込む保存の効く料理です。その分手間

がかかるためか、最近は家で調理する人も少なくなってきました。

　この日は鮒の販売だけでなく、ふなんこぐいの試食や販売、ま

た楽しいイベントもたくさん用意されています。ちょっと早起き

して、『ふな市』に出かけてみませんか。

（ふなの販売は売り切れ次第終了となります。）

浜小学校グラウンドを臨時駐車場としてご利用ください。
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　昨年１１月に学校や社会で人権

教育に関わる人たちが参加した全

国人権・同和教育研究大会が、

「誰もが生まれてきてよかったと

思える社会の実現をめざして」と

いうテーマのもと、佐賀県で開催

されました。それは、全国の人権

教育に関わる人たちが現在の厳し

い社会の中にあってもすべての

人々が夢と希望を持ち、未来を切

り拓くための人権教育をめざして

がんばっている人たちがいること

を知った大会でもありました。

　また、古川知事はこのときの挨

拶の中で、佐賀の人権教育が先進

的な取り組みをしていることを紹

介されています。その一つが視覚

や聴覚の有無に関わらず、誰もが

楽しめる『バリアフリーさが映画

祭』の紹介でした。誰もが生まれ

てきてよかったと思える社会の実

現は、こんな人と人とのつながり

を大切にした活動の広がりから芽

生えてきているのかも知れません。

　そして、活力ある豊かな社会を

目指す鹿島市。活力ある豊かな社

会の根底にあるのは人として共に

認め合い、支え合う市民の皆さん

の姿ではないでしょうか。

　鹿島市民憲章の一つ「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。」には、私たち

がどんなときも地域の方々との心

温かい交流を大切にしていきたい

という願いや思いが感じられます。

　鹿島市民の温かい心のふれあう

町づくりは、人権が尊重される町

づくりと同じことだと思います。

これからも、人と人との絆がつな

がっていくことを願いながら、新

しい年の始まりを迎えたいと思い

ます。

人権教育の充実を目指して

噛ご意見等をお寄せください

　同和対策課　緯（６３）２１２６

今今すすぐぐややろろうう温温暖暖化化対対策策 NNoo..１１１１

おふろでできる地球温暖化防止

　寒い季節、お風呂で体の芯まで温まるのはいいものですよね。元日に朝風呂に入るという人も多いかも

しれません。

　ただ、お風呂は水とエネルギーをたくさん使います。以下のことを参考にしていただき、効率よく利用

することでCO２排出量が削減できます。

　　　　　問合先　環境下水道課環境係

　　　　　　　　　緯（６３）３４１６

潤間隔をあけずに続けて入浴し、追いだきを控える

　閣毎日、2時間放置し4.5℃低下したお湯を追いだきする場合と比

　　較すると、１カ月でCO2排出量が25％削減できます。

潤入浴後は、給湯器やボイラーなどのスイッチを切る

　（電源を切って支障が無い場合のみ）

　閣知らず知らずに、待機電力を消費しています。

潤シャワーの出しっぱなしを止める

　閣1日1分シャワーの時間を短縮すると、1カ月でCO2排出量

　　が１０％削減できます。

潤お風呂の残り湯を洗濯で利用する

　閣１日１回、約４５渥の残り湯を利用した場合、1ヵ月でCO2排出量が33％

　　削減できます。（最近はポンプ付きの洗濯機も多いですね。）

（参考）ベターホーム
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高齢者要望等実態調査に
ご協力をお願いします！

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

　高齢者要望等実態調査は、高齢者等一人ひとりの声をこれからの介護保険事業計画・市町保健福祉計画等に役立

てる大切な調査です。心身の状態、介護サービス・介護予防サービスの利用意向、生きがい・健康についての関心

などを把握するために、調査員がお伺いして聞き取り調査や郵送による調査を行います。調査内容は他に漏れるこ

とはありませんので、趣旨をご理解いただきご協力をお願いします。

実施期間　平成２３年２月１日～２月２８日

基　準　日　平成２３年２月１日現在

対象者および調査方法

　　　　　杵藤地区在住者のうち、無作為抽出された人等で

　　　　　①在宅者（要支援者）　８５０人閣地域包括支援センター、居宅支援事業所等職員の訪問による聞き取り調査

　　　　　②在宅者（要介護者）１,７００人閣居宅支援事業所職員の訪問による聞き取り調査

　　　　　③施設入所者　　　　９００人閣施設職員の面接による聞き取り調査

　　　　　④一次予防事業対象者（６５歳以上で要介護認定をうけていない人）２,０００人

　　　　　　　　　　　　　　　　　閣郵送による調査　介護保険事務所職員の訪問による聞き取り調査

　　　　　⑤二次予防事業対象者（要介護状態になるおそれのある人）　５００人

　　　　　　　　　　　　　　　　　閣地域包括支援センター職員等の訪問による聞き取り調査

　　　　　　　※調査員は必ず｢調査員証｣を身につけていますのでご確認ください。

杵藤地区広域市町村圏組合　介護保険事務所　嘱託職員募集
　不明な点はお尋ねください。　　　　　　　　　　　　　　　　　問合先　介護保険事務所　緯（６９）８２２２

介護保険サービス業務指導員　１人
　　　閣地域密着型サービス及び地域包括支援
　　　　センター業務指導等に従事

介護認定調査員　１人

　　　閣介護保険認定事務及び認定調査に従事

募集人員

と

職務内容

介護支援専門員の資格を有し、資格取得後、居

宅介護支援について３年以上の実務経験がある

人

保健師、看護師、介護支援専門員のいずれかの

資格を有し、資格取得後３年以上の実務経験が

ある人
応募資格

　・杵藤地区広域圏構成市町に居住している人

　・パソコンが実務レベルでできる人

　・普通自動車運転免許を有する人

平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日（勤務状況により５年を限度として更新あり）採用期間

８時３０分～１７時１５分勤務時間

介護保険事務所（鹿島市中村）勤　務　地

履歴書（様式不問、写真貼付のこと）および資格証の写し各１通を応募先へ持参または郵送応募方法

１月１７日（月）～２月１８日（金）（当日消印有効）募集期間

面接による。面接日程は、募集締切り後に通知します。選考方法

〒８４３‐００２３　武雄市武雄町大字昭和１番地２

　　　　　　杵藤地区広域市町村圏組合事務局　総務課　　緯０９５４（２３）５１４２

応　募　先

（郵　送　先）

介護保険制度説明会を開催

　１月・２月で６５歳になられる人を対象に、

制度説明会を開催します。

　対象以外の人も気軽にご出席ください。

と　き　１月２０日（木）１４時～

ところ　鹿島市民会館１階第４会議室

問合先　介護保険事務所　緯（６９）８２２２
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に行ってみよう

潤冬の特大おはなし会

ほんわか温かいお話とかるた大会

を楽しんで寒い冬を吹き飛ばしま

しょう！みんなおいで～！

と　き　1月２９日（土）14時～

ところ　エイブル２階　和室

対　象　幼児～小学生

　　　　（参加費無料）

潤高齢者のレクリエーション講座

と　き　２月６日（日）１４時～

ところ　エイブル1階　いきいきルーム

講　師　佐賀女子短期大学非常勤講師

　　　　江口英子さん

対　象　介護サービスなどの仕事

　　　　をされている人や高齢者

　　　　のレクリエーションに興

　　　　味のある人

定　員　３０人（参加費無料）

申込受付　１月７日（金）～

図書館イベントのご案内市　　民
図　書　館

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

　１月～３月の床の間コーナーは、鹿島出身

のフォトジャーナリスト大塚清吾さんの作品

をご紹介します。大塚さんは、シルクロード、

上海博物館、沖縄の工芸など、国内外の歴史

や伝統文化を数多く取材。佐賀県の歴史や風

土も撮影し、出版されてい

ます。１月のテーマは、シ

ルクロードの魅力パート１

「作家井上靖先生と大塚清吾」

です。

期　間…１月４日（火）～１月３０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２階

和室ほか

　１月１２日～６月２２日

　水曜日１８時３０分～２０時３０分
前畑　栄子さん１５人初級二胡教室

５００円/１回

材料費５００円

エイブル２階

調理実習室

　２月２５日～１１月２５日

　金曜日１０時～１３時
迎　りつ子さん２０人簡単パン作り教室②

楽大生５００円　一般1,000円

材料費　５00円

エイブル２階

調理実習室

　１月２９日（土）［１回限り］

　１０時～１２時
福田　雅子さん２０人チャイの入れ方講座

公開

講座 無　料

※対象（年長～小学生）

エイブル２階

和室

　１月９日（日）［１回限り］

　１０時～１２時
平山　田鶴子さん３０人

子どもの

百人一首教室

雇用期間　平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日（人事評価による更新あり）

応募期間　１月２８日（金）必着（郵送可）

応募方法　かしま市民立楽修大学事務局またはホームページ（楽修大学・図書館）

　　　　　で配布する専用履歴書に必要事項を記入し、提出してください。

試験日時　一次選考　作文試験１月３０日（日）　二次選考　面接試験２月６日（日）

募集要項、専用履歴書の備付場所、問合先（提出先）

　かしま市民立楽修大学(エイブル2階)

　〒849-1312　鹿島市大字納富分2700-1　緯（６３）２１３８　担当：藤井、藤家

問合先　鹿島市民図書館　緯（６３）４３４３

鹿島市民図書館長を公募します

詳しくは募集要項をご覧ください。特記事項

・鹿島市内在住者、および居住予定者（平成２３年4月1日現在）

・生涯学習に理解があり、鹿島市民の教育と文化の発展に寄与できる人

・パソコン処理能力がある人　・普通自動車免許を所有している人

応募資格

・鹿島市民図書館の統括、運営、人事に関すること

・鹿島市民図書館の各種事業遂行および県内外への情報発信　など
主な業務

・月２０日（週４０時間）程度

・遅出および土、日、祝日の交替勤務あり

・[基本]8時３０分～１７時３０分　・[遅出]１０時３０分～１９時３０分

勤務時間

・月額250,000円（社会保険等含む）給　与　等

「大塚清吾の世界展」床　の　間
コーナー

１月２２日（土）は、
1３時３０分よりご
本人によるギャ
ラリートークを
開催します。
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（ジョリン）　ドノヴァン！結婚するって聞いたん

　　　　　だけど　本当なの？

（ドノヴァン）　そうだよ。本当さ。僕たちの結婚は

　　　　　来年なんだ！！

（ジョリン）　わぁわ～　おめでとう！

（ドノヴァン）　ありがとう！

Jolyn:

Donovan:
Jolyn:
Donovan:

Donovan, I heard you are getting hitched!
Is that true?
Yes. That's true. Our wedding is next year.
Wow! Congratulations!
Thank you.

（スティーブ）　やぁジェフ！久しぶり！

（ジェフ）　そうだね　どうしてた　スティーブ？

（スティーブ）　元気だよ。実はね結婚してるんだ。

（ジェフ）　本当？いつ結婚したんだ？

（スティーブ）　２年くらい前かな。

Steve:
Jeff:
Steve:
Jeff:
Steve:

Hey, Jeff! Long time no see!
I know. How have you been, Steve?
Good. Actually, I'm married now.
Really? When did you get hitched?
We got married about 2 years ago.

ドノヴァン先生

№６２

　今月のキーフレーズ“Getting Hitched”

getting hitchedはgetting marriedと同じで“結婚する”という意味です。

　１０月２６日に、北鹿島小学校では、

地域のおじいちゃん・おばあちゃん

を迎えて福祉集会「ふれあいタイ

ム」を行いました。

　地域の世代間交流をねらいに取り

組みました。

　第１部は、「ふれあい集会」で、

児童や地区の老人会の方々の出し物

交流や肩たたきなどを行いました。

　今年は、森地区と土井丸地区の老

人会の方々に踊りと浪曲の披露をお

願いできました。芸達者な方々のす

ばらしい出し物を見ることができて

子どもたちは大変喜んでいました。

　第２部「ふれあい広場」では、学

年毎に工夫した活動で一緒に遊んだ

り、学習発表を聞いたりしました。

　自分たちをいつも温かく見守って

くださっている方々へ、感謝の気持

ちが届くことを願って内容を企画し

ました。多くの方に参加していただ

き笑顔がいっぱいに広がりました。

《参加していただいた方の感想》

・児童代表の方のあいさつの中に、

「感謝の気持ちが伝われば…」という

言葉がありました。言葉のとおりに

感謝の気持ちが私の心に届きました。

　心が温かくなりました。

・ふれあいタイムを楽しみに待って

いました。子どもたち一人一人が成

長している姿がすばらしいと思いま

した。十分楽しませていただきまし

た。ふれあいタイムを企画してくだ

さってありがとうございます。

福祉集会「ふれあいタイム」

北鹿島小学校

校学 だ よ り

No.１６３

寓肩たたきで、感謝の心を伝えたい!

　１０月２６日に、北鹿島小学校では、

地域のおじいちゃん・おばあちゃん

を迎えて福祉集会「ふれあいタイ

ム」を行いました。

　地域の世代間交流をねらいに取り

組みました。

　第１部は、「ふれあい集会」で、

児童や地区の老人会の方々の出し物

交流や肩たたきなどを行いました。

　今年は、森地区と土井丸地区の老

人会の方々に踊りと浪曲の披露をお

願いできました。芸達者な方々のす

ばらしい出し物を見ることができて

子どもたちは大変喜んでいました。

　第２部「ふれあい広場」では、学

年毎に工夫した活動で一緒に遊んだ

り、学習発表を聞いたりしました。

　自分たちをいつも温かく見守って

くださっている方々へ、感謝の気持

ちが届くことを願って内容を企画し

ました。多くの方に参加していただ

き笑顔がいっぱいに広がりました。

《参加していただいた方の感想》

・児童代表の方のあいさつの中に、

「感謝の気持ちが伝われば…」という

言葉がありました。言葉のとおりに

感謝の気持ちが私の心に届きました。

　心が温かくなりました。

・ふれあいタイムを楽しみに待って

いました。子どもたち一人一人が成

長している姿がすばらしいと思いま

した。十分楽しませていただきまし

た。ふれあいタイムを企画してくだ

さってありがとうございます。

福祉集会「ふれあいタイム」

北鹿島小学校

校学 だ よ り

No.１６４

寓肩たたきで、感謝の心を伝えたい!
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　１１月２９日、鹿島小学校北校舎の完成を

記念し、関係者や全児童が出席しての

テープカット式が行われました。

　式典で小柳政文校長は、「今後入学し

てくる子どもたちのためにも校舎を大切

に使いましょう。皆さんが新しい校舎で、

新しい鹿島小学校の歴史を創り上げてく

ださい。」と話されました。

鹿島小学校北校舎が完成

善　行　紹　介

環境保全対策に対する

ご寄附ありがとうございます

１２月１日

　（株）スーパーモリナガ　様

（今回で１３回目）

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

寓笑顔で新校舎に入る子どもたち

全国大会出場報告

１２月７日
第２２回全国高等学校駅伝競走大会

（２年連続１４回目）
第６３回全日本バレーボール高等学校選手権大会

（２年ぶり５回目）
に出場する鹿島実業高等学校
の代表選手が市長に抱負を語
ってくれました。

広域農道の愛称が「多良岳オレンジ 海道 」に決定
かいどう

　１１月２２日に広域農道推進協議会臨時総会が開催され、鹿島市と太良町を結ぶ多

良岳広域農道の愛称が、「多良岳オレンジ海道」に決定しました。

　この名称は、沿線に広がる主要作物のみかん畑（オレンジ）と眼下に見下ろせる

有明海（海）の語句が、地域を連想しやすいとの理由で選ばれました。

　「多良岳オレンジ海道」が開通すれば、長崎県諫早市小長井町の「多良岳南部

広域農道」（多良岳レインボーロード）と

直結することになり、諫早市までのアク

セスが便利になります。

　なお、選考にあたっては公募で集まっ

た作品の中から「多良岳オレンジ」を採

用し、それに「海道」を付け加えました。

　この「多良岳オレンジ」を提案された

方の中から抽選で１名に地元特産品をお

送りします。

　応募いただきました皆さんありがとうございました。

寓テープカット式のもよう

市長への花束贈呈

１１月２２日

七浦保育園の園児ら

勤労感謝の日にちなみ、市長

に感謝の言葉と花束をいただ

きました。

臥龍徳心館剣道部、井上聖子さん　文部科学大臣表彰を受賞

　１０月８日、東京都で生涯スポーツの振興に功績のあった団体、個人を表彰する

表彰式がありました。鹿島市からは１団体、１個人が表彰されました。

　優良団体表彰を受けられた臥龍徳心館（昭和３０年に浜少年剣道クラブとして発

足、平成１７年七浦少年剣道クラブとの合併を機に現名称に改称）は、県内で最も

歴史の深い剣道クラブとして、これまで各種大会で活躍するとともに名剣士を多

数輩出するなど、剣道を通した青少年育成への取り組みが評価されました。

　また、功労者表彰を受けられた井上聖子さんは、永年にわたり県レディースソ

フトテニス連盟の常任理事や市体育指導委員などを務め、スポーツの普及・指導

に尽力されたことが評価されました。このたびの受賞おめでとうございます。
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　今年は市議会議員選挙が行われま

す。立候補予定者の説明会を開催し

ます。

と　き　２月１４日（月）１３時３０分～

ところ　市民会館３階大会議室

投票日　４月２４日（日）予定

問合先　選挙管理委員会事務局

　　　　緯（６３）３４１８

 

　このたび地方自治法施行６０周年を

記念し、佐賀県の500円貨幣が発行

されます。表面には佐賀県を代表す

る人物である大隈重信侯の肖像と佐

賀錦・鹿島錦がデザインされており、

金融機関・郵便局の窓口で、引き換

えることができます。

引換開始　１月１９日（水）

問合先　佐賀県政策監グループ

　　　　緯０９５２（２５）７３６０

おお知知ららせせ
市議会議員選挙
立候補予定者説明会

佐賀県の記念貨幣（５００円貨幣）
の引き換えが始まります

　平成２２年１１月分市長交際費の支出状況を公表します。

問合先　企画課秘書係　緯（６３）２１００

支出の相手方、行事名支出金額支出日・件数区　分
香典５,０００円１１月１９日弔　慰
琴路神社浮立３,０００円１１月２日

祝　儀 三嶽神社獅子舞３,０００円１１月２日
琴路神社獅子舞３,０００円１１月２日

１４,０００円合　計

平成２２年１１月　市長交際費支出状況

　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

提出していただくようお願いします。

集中受付期間　平成２２年１２月１日（水）～平成２３年１月３１日（月）

有効期限

★集中受付期間に提出されたもの・・・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・・・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いません。

　また、申請を受理されても、必ずしも入札に参加できるわけではありま

　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。

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です。

申請区分　噛建設工事

　　　　噛測量・建設コンサルタント等

　　　　噛物品購入等

その他　詳しいことは、お問い合わせいただくか、鹿島市ホームページ『入札』をご覧

　　　　ください。ホームページには、提出書類一覧表の掲載があり一部様式をダウ

　　　　　ンロードできます。

問合先　企画課企画係　緯（６３）２１０１

『平成２３・２４年度用』鹿島市建設工事・物品購入等
指名競争入札（見積）参加資格審査申請を受付中！

市税集合徴収分・介護保険料
第８期の口座振替日

１　月　３　１　日（月）です
（預金残高の確認をお願いします）
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　１１０番通報は、県内のどこから

かけても警察本部（佐賀市）の通信指

令室につながります。指令室では、

１１０番を受けながら、同時に他の

係員が事件等の発生地を受け持つ警

察署や近くのパトカーなどに手配し、

現場に急行させます。１１０番の際

は、あわてずに、落ち着いて

　毅何があったのか（事件か・事故か）

　毅現場はどこか

　毅犯人の特徴は（人相や服装など）

　毅被害の状況・程度

　毅住所、氏名、連絡先

などを正しくハッキリ話してください。

問合先　鹿島警察署

　　　　緯（６３）１１１１

 

恭元気で有能なあなたを募集

　あなたの知識と経験を役立てなが

ら、これからの人生を仲間と共に楽

しく仕事をしてみませんか。

　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　１月２０日（木）９時３０分～

　ところ　シルバー人材センター

恭各種作業の注文をお受けします

「農作業」「庭木の剪定」「家事」「襖

張り替え」「はがき書き」など、い

ろいろな作業について気軽にご相談、

ご注文ください。

恭畑や家庭菜園などにセンターが作った

　有機チップの堆肥はいかがですか

恭刃物研ぎいたします

　毎月第3木曜日　９時～

問合先　鹿島市シルバー人材センター

　　　　緯（６３）０９７０

１月１０日は「１１０番の日」です
～わが町の　頼れる味方　１１０番～

あけましておめでとうございます
鹿島市シルバー人材センター

 

 

　出願手続等の詳細はお問い合わせ

ください。

入試区分　①一般入試②社会人入試

受験資格　①中学校卒業（見込み）以

　　　　　上の者

　　　　　②高等学校を平成２１年3

　　　　　月以前に卒業の者

出願期間　１月４日（火）～１４日（金）

入　試　日　１月１９日（水）

合格発表　１月２１日（金）

試験科目　①国語・数学・面接

　　　　　②一般常識問題・作文・

　　　　　面接

問　合　先　鹿島看護学校

　　　　　緯（６３）３９６９

 

募集訓練科　電気制御技術科

定　　員　１５人（おおむね４０歳未満

　　　　　を対象とし、１ヵ月の企

　　　　　業内実習を含みます。）

受　講　料　無料

申込期限　２月２日（水）

入　所　日　３月１日（火）

訓練時間　月～金曜日

　　　　　９時３０分～１５時４０分

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あ

　　　　　り、再就職のために技術

　　　　　習得を必要とする人

手　続　き　希望者は公共職業安定所

　　　　　でご相談の上、応募書類

　　　　　を提出してください。

問　合　先　雇用・能力開発機構佐賀センター

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

募募 集集
鹿島看護学校

平成　２　３　年度２次生徒募集

職業訓練受講生募集
平成　２　３　年３月期　６ヵ月コース

 

　詳細は鹿島公民館発行のふれあいかわ

ら版１２月号の募集要項をご覧ください。

募集人数　職員（主事）１人

募集期間　１月４日（火）～１８日（火）

条　　件　鹿島地区（鹿島小・明倫

　　　　　小校区）に居住する人な

　　　　　ど募集要項に定めるすべ

　　　　　ての要件を満たす人

勤務時間　週４０時間勤務

事業内容　生涯学習・社会教育推進

　　　　　のほか、鹿島公民館の維

　　　　　持管理業務や各団体の事

　　　　　務局業務など

給　与　等　月額　２０３,０００円

　　　　　※社会保険等を含む。昇給・賞与なし

雇用期間　平成２３年４月１日～

　　　　　平成２５年３月３１日

　　　　　※継続し再雇用する場合あり

問　合　先　鹿島公民館

　　　　　緯（６３）２１０９

 

　将来の水産業を担う後継者育成の

ため、平成２３年度の研修生を募集し

ます。詳しくはお問い合わせくださ

い。

対　象　者　満１８歳以上

募集人員　２０人程度

研修科目　水産の基礎および専門研

　　　　　修、各種免許取得講習

願書受付　１月１１日（火）～２月２５日（金）

願書請求先　佐賀県高等水産講習所

　　　　　または漁協各事業所

試　験　日　３月１１日（金）

　　　　　簡単な筆記試験と面接有

問　合　先　佐賀県高等水産講習所

　　　　緯０９５５（７２）２５６５

鹿島公民館
平成　２　３　年度　職員募集

佐賀県高等水産講習所
研修生募集
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　今年も恒例の『クロカンフェスタ』

『祐徳ロードレース』の季節がやっ

てきました。健脚自慢の皆さん、ぜ

ひご参加ください！

恭クロカンフェスタinかしま

　愛好会や職場の仲間を誘ってみん

なで参加しませんか。

と　き　１月２２日（土）：小学生駅伝

　　　　１月２３日（日）：中学生・一般駅伝

締　切　１月１５日（土）必着

恭公認鹿島祐徳ロードレース

　気軽に参加できる２kmの部は参

加費無料です。ぜひご参加ください。

と　き　２月２７日（日）

種　目　ハーフマラソン、１０・３・２㎞

締　切　１月１５日（土）必着

申込先　鹿島市体育協会

　　　　緯（６２）３３７９

　　　http://www.asunet.ne.jp/~taikyou/

 

　今年１年健康でありますように、

また、体力づくり・健康づくりのた

めに、新春岩屋路ハイキングに家族

や友人、知人などを誘ってぜひご参

加ください。

と　き　１月９日（日）

集　合　１０時までに能古見貝瀬バス

　　　　停前に集合

参加費　５００円／１人（保険料含む）

持参品　弁当、水筒など

問合先　井上　緯（６２）５８０２

イイベベンントト
『クロカンフェスタinかしま』

『公認鹿島祐徳ロードレース』　参加者募集！

新春岩屋路ハイキング
に参加しませんか

 

　国立劇場（東京都）で開催される民

俗芸能公演「舞い、踊る獅子たちⅢ」

に、九州からは唯一、琴路神社の獅

子舞（南川獅子舞保存会）が出演され

ます。

と　き　１月２９日（土）１３時～

ところ　国立劇場　小劇場

問合先　商工観光課

　　　　緯（６３）３４１２

 

 

潤遺言、離婚、成年後見に関する相談

潤不動産などの登記に関する相談

潤戸籍の届出や国籍に関する相談

潤供託や人権に関する相談

などの法務局の業務全般について、

公証人、司法書士、土地家屋調査士、

人権擁護委員、法務局職員がお答え

します。なお、武雄会場では法務局

職員のみの対応となります。

（相談無料　秘密厳守）

　当日は、相談所の開設のみで、各

種申請の受付および証明書類の発行

等はできません。

【佐賀会場】

と　き　１月２３日（日）１０時～１６時

ところ　ほほえみ館（佐賀市保健福祉会館）

問合先　佐賀地方法務局総務課

　　　　緯０９５２（２６）２１４９

【武雄会場】

と　き　１月２５日（火）１７時３０分～２０時

ところ　佐賀地方法務局武雄支局

問合先　佐賀地方法務局武雄支局

　　　　緯０９５４（２２）２４３５

国立劇場の公演に
琴路神社の獅子舞が出演

相相 談談
法務局なんでも相談所
－あなたの相談にお答えします－

 

 

　「ひきこもり」は、ご家族の方も不

安や焦りなど、多くの悩みを抱える

ことになります。家族や支援者がで

きることについて一緒に考えてみま

せんか？

と　き　１月２８日（金）　１４時～１６時

ところ　エイブル３階研修室

講　師　嬉野温泉病院精神科医師　

　　　　谷口研一朗さん

参加対象　ひきこもりを支える家族や

　　　　地域の支援者

参加費　無料

申込方法　事前に電話で申し込んでください。

申込・問合先　福祉事務所

　　　　　　　緯（６３）２１１９

 

　エコツーリズムとは、地域ぐるみ

で自然環境や歴史文化など、地域固

有の魅力を観光客に伝えることによ

り、その価値や大切さが理解され、

保全につながっていくことを目指し

ていく仕組みです。

　鹿島の活性のため、未来の環境の

ため、みんなで考えてみませんか？

と　き　１月２５日（火）１８時３０分～

ところ　鹿島市民会館大会議室

講　師　環境省エコツーリズム推進アドバイザー 

　　　　松田光輝さん

　　　　（知床ネイチャーオフィス代表）

受講料　無　料

問合先　鹿島市観光協会　観光戦略推進室

　　　　緯（６８）０００７

講講 演演 会会
「ひきこもり」の理解と支援
～家族の役割について考える～

エコツーリズム推進講習会
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　インフルエンザは感染してもほと

んどが軽症で回復します。

　しかし、感染すると重症化しやす

い人たち（ハイリスク者）もいます。

　下記に当てはまる人は感染予防に

努めていただくとともに、日常的に

健康管理に気を配るなど特に気をつ

けましょう。

　毅持病をお持ちの人

　　ぜん息などの慢性呼吸器疾患、

　　慢性心疾患、糖尿病などの代謝

　　性疾患、腎不全などの腎機能障

　　害、免疫機能不全など

　毅妊娠している人

　毅乳幼児

　毅高齢者

問合先　鹿島市保健センター

　　　　緯（６３）３３７３

 

　詳しくはお問い合わせください。

対　象　者

毅子宮頸がん・・・・・・・・中学２年生～

　　　　　　　　　　高校１年生相当年齢

毅ヒブ（インフルエンザ菌ｂ型）・・０歳～４歳

毅小児用肺炎球菌・・・・０歳～４歳

開始時期　１月中旬を予定

注意事項　これらは法に基づかない

　　　　　任意の予防接種のため、

　　　　　希望者のみの接種になり

　　　　　ます。

　　　　　※子宮頸がんワクチンの

　　　　　　対象者のみ通知します。

問合先　鹿島市保健センター

　　　　緯（６３）３３７３

健健 康康
インフルエンザの
流行期に入りました

子宮頸がん・ヒブ・小児用肺炎球
菌ワクチン接種の助成を始めます

 

と　き　２月１日（火）９時～１０時受付

ところ　保健センター

対象者　子宮がん検診　２０歳以上

　　　　乳がん検診　　４０歳以上

　　　　※昨年度と今年度未受診の

　　　　　女性で、治療中の人を除く

料　金　子宮がん検診　７００円

　　　　乳がん検診４０歳代　１,５００円

　　　　　　　　　５０歳以上１,０００円

　　　　※市民税非課税、生活保護世帯、後期

　　　　　高齢医療被保険者の人は無料

募集人数　子宮がん検診　７０人

　　　　乳がん検診　　５５人

申込期限　１月１７日（月）先着順受付

問合先　鹿島市保健センター

　　　　緯（６３）３３７３

 

 

　平成２２年度鹿島市男女共同参画推

進事業の第２回講座は、有機玄米を

発酵させた生地に、有機玉ネギやレ

ンコン、大豆で作ったハム・ウイン

ナーをトッピングしたヘルシーなピ

ザ（マクロビオティックピザパイ）を

親子で楽しく作って食べます。

　お父さんもぜひ参加してください。

と　き　１月２９日（土）１４時～１６時

ところ　エイブル２階　調理実習室

講　師　片渕知津さん（海童保育園栄養士）

定　員　親子１５組（先着順受付）

受講料　１組５００円

申込締切　１月２０日（木）

持参品　エプロン、三角巾

問合先　生涯学習課

　　　　緯（６３）２１２５

子宮がん・乳がんの
追加検診を行います！

講講習習会会・・教教室室
おいしい栄養たっぷりの
簡単ピザ作り講座

 

　鹿島史談会では郷土の歴史につい

て、会員や外部講師により毎月発表

や見学を行っています。

　どなたでも参加できます。一緒に

ふるさとの歴史を楽しみましょう。

時　間　１３時３０分～１５時

ところ　志田焼の里博物館（１月）

　　　　田澤記念館（２月、３月）

資料代　２００円（入場無料）

潤１月１３日（木）

　１３時３０分に現地集合（総合案内所）

　演題　『焼物の見方～その基本～』

　講師　志田焼の里博物館館長

　　　　青木克己さん（当史談会会員）

潤２月３日（木）

　演題　『鍋島諸家の成立ち』

　講師　鍋島達明さん（当史談会会員）

潤３月３日（木）

　演題　『鹿島 侍 の江戸勤め』
さむらい

　講師　荒川剛志さん

　　　　（鹿島古文書会会長、当史談会会員）

問合先　鹿島史談会事務局

　　　　緯（６２）６６３４

 

　家計簿のつけ方の勉強会を毎月１

回開催しています。興味のある人は

お出かけください。

と　き　１月２７日（木）１０時～１２時

　　　　２月２４日（木）１０時～１２時

　　　　３月２４日（木）１０時～１２時

ところ　のごみふれあい楽習館

持参品　筆記用具、家計簿、領収書、

　　　　電卓（そろばん）　など

問合先　鹿島友の会　 宮囿 　　　　
み や ぞ の

　　　　緯（６２）７１５３

鹿島史談会
鹿島の歴史講座

鹿島友の会
家計簿のつけ方勉強会
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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）３３７３１月の子育て

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

１３日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２１年６月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票
内　容　身体測定、育児相談、歯科診察、
　　　　　　　　小児科医の診察、　フッ化物塗布（希望者のみ）

２７日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２２年９月生まれ
持参品　母子健康手帳
内　容　身体測定、育児相談、
　　　　　　　　小児科医の診察 

２６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　１期　３歳～７歳６ヵ月未満
　　　　　　　接種回数　３回
　　　　　　　※平成２２年度中に３歳になるお子さんに
　　　　　　　　は通知します。
　　　　２期　９歳～１３歳未満
　　　　　　　接種回数　１回
　　　　潤７歳６ヵ月を過ぎてしまい１期の接種ができ
　　　　　なかったお子さんは、２期の期間に接種でき
　　　　　ます。
　　　　潤１期３回が終了している２期対象のお子さん
　　　　　は、２期1回の接種ができます。
　　　　潤接種を希望する場合は保健センターまでお越
　　　　　しください。
　　　　　接種間隔や新しいワクチン等についての説明
　　　　　後、予診票をお渡しします。

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

５５・・１１２２・１・１９９・２・２６６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

５５・１・１９９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

１８日（火１８日（火））

場所・問合先　エイブル１階　保健センター　緯（６３）３３７３

のびのびサークル　　　　１０時～１２時
　対　象１歳７ヵ月児～就学前児と保護者

よちよちサークル　　　　１０時～１２時
　対　象５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

７日（金）　エイブル　『お正月の遊び』　

２１日（金）　楠　風　館　『みんなでおいしいね』

１２日（水）　エイブル　『はじめてのお正月』

２８日（金）　楠　風　館　『あたたかな嗣ひととき』

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１１日（火）

七浦漁村センターぞ　うさん１８日（火）

古 枝 公 民 館きりんさん２５日（火）

対　象　就学前児と保護者

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

※１月の赤ちゃんひろば「ひよこさん」は、
　休みます。

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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１月

 睦月 
むつき

８日（土）　鹿島市消防出初め式

　　　　　　　　　　　　中川グラウンド　９時３０分～

９日（日）　鹿島市成人式　　　　　　市民会館　１４時～

１１日（火）　市内小中学校３学期始業式

１９日（水）　ふな市（詳細は１３ページ）　　　　　　早朝～

２２日（土）　クロカンフェスタin鹿島（小学生駅伝）　　　陸上競技場９時３０分～

２３日（日）　　　　〃　　　　（中学生・一般駅伝）　陸上競技場９時３０分～

２３日（日）　文化財防火訓練（七浦地区）　　　　１０時～

２３日（日）　ＮＨＫ佐賀放送局開局７０周年記念「真打ち競演」公開録音

　　　　　　　　　　　　　　　　　市民会館　１８時～

２８日（金）　食育推進実践発表会

　　　　　　　エイブルホール　１３時３０分～

２９日（土）　おいしい栄養たっぷりの簡単ピザ作り講座

　　　　　（詳細は２２ページ）　　　エイブル　１４時～

　　　広報かしま　編集・発行

　　　鹿島市役所　総務部　企画課　〒８４９－１３９１　佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１
　　　　緯（６３）２１０１（直通）　姉（６３）２１２９　URL　http://www.city.kashima.saga.jp/　

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

広報かしま原稿締切日

３月号２月号
１月３１日１２月２７日

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館１階

　１３日（木）　受付１３時～１４時　　　　　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始

　２７日（木）　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

　５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

　１７・２４・３１日（月）、７・１４・２１・２８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　

　１２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

　１９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）

　４・１８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

　５・１９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

（１月分）
１日（祝）～３日（月）
８・１５・２２・２９日（土）、１０日（祝）
９・１６・２３・３０日（日）

市役所
保健センター

１日（祝）～４日（火）、１１日（火）
１７・２４・３１日（月）、２７日（木）

市民図書館

１日（祝）～３日（月）、１１日（火）
１７・２４・３１日（月）

生涯学習センター
（エイブル）

１日（祝）～４日（火）
４・１１・１８・２５日（火）

陸上競技場

１日（祝）～３日（月）
４・１１・１８・２５日（火）

社会体育館

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

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

夜　　間　南部地区小児時間外診療センター
　　　　　　（武雄地区休日急患センター：武雄市武雄町大字昭和３００）
　　　　　　　受付時間　１９時～２１時（土・日曜・祝日のみ）　
　　　　　　　　　緯０９５４（２２）５５９９
　　　　　　　杵藤地区消防本部（武雄市）
　　　　　　　緯０９５４（２２）４２０７

当番薬局在宅当番医日

西牟田薬局森田医院　緯（６３）３９５６１日（祝）

ミズ北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６２日（日）

オダ薬局ピオ店田中医院　緯（６３）４０８０３日（月）

北鹿島薬局吉田病院　緯（６２）３２０３９日（日）

アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８１０日（祝）

ミズスカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５１６日（日）

アルナ浜店薬師寺医院　緯（６３）５２８１２３日（日）

アルナ鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７３０日（日）

市水道課　緯（６２）３７１８へお問い合わせください。

１３時３０分から成人式オープニングセレモニー

として琴路神社獅子舞（南川獅子舞保存会）

が上演されます。


