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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１＋世帯１０,５９９人３１,５８３

世帯６＋人３０＋世帯　５,２１０人１４,３２３鹿　　島

世帯０人２４－世帯　１,１６１人  ３,８６１能　古　見

世帯０人２－世帯　　　９８４人  ３,１９３古　　枝

世帯０人３＋世帯　１,０４８人  ３,２２２浜

世帯１－人３＋世帯　１,２１５人  ３,７４６北　鹿　島

世帯2－人９－世帯　　　９８１人  ３,２３８七　　浦

人９＋人１４,８２４男

人８－人１６,７５９女

№１００6

　１月９日、平成２年度に生まれた新成人３２８人が参

加しての『第５７回鹿島市成人式』が市民会館で行われ

ました。式典では、りりしいスーツ姿や、艶やかな振り

袖姿の新成人に対し、たくさんの来賓の皆さんから祝い

や激励の言葉が贈られました。

　　　　　　　　　愚２０ページに関連記事があります。

鹿島市成人式 ご利用ください
　市内循環バス（1日６便）
　高津原のりあいタクシー（火・木・土曜）

　－　市街地を試験運行中　－
緑の停留所が目印です
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　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。３ページのかんたん！申告チェックを参考にして、申告が必要な人は受付期間内に申告をお願いします。

　所得税・市県民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料にかかわる重要な申告です。

　本人の申告により決定されますので、必ずご自身で集計・記載・提出しましょう！

　どうしても都合がつかない人は税務課まで事前にご連絡ください。

　今回から申告書とお知らせを世帯に１部ずつ送付しています。追加で必要な場合は、税務課へご連絡いただくか、

地区公民館に用意しています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合先　税務課課税係　緯（６３）２１１８

申告は正しくお早めに！ ３月１５日まで

恭武雄税務署申告相談日程

２月の申告相談日程【時間９時３０分～１５時３０分】

会　場対象者曜日

市役所５階
大会議室

◎確定申告（青色・白色）
営業・農業等の収支内訳書作成、
住宅借入金特別控除、
医療費控除等の各種控除、
株式・土地譲渡等の分離
所得申告、還付申告
等の申告が必要な人
◎消費税申告が必要な人

火８

水９

木１０

水２３

木２４

金２５

問合先　武雄税務署　緯０９５４（２３）２１２７
※音声ガイダンスに従って操作をお願いします。

恭申告に必要なものは？

皆さんの申告内容に合わせてご準備ください。
　①申告書・印鑑

　②事業所得の計算に関する書類閣収支内訳書・帳簿・領収書等

　③源泉徴収票、支払調書、家賃・地代、配当など収入金額が分かるもの

　④社会保険料の証明書

　⑤生命保険料・地震保険料の領収書または証明書

　⑥医療費・雑損・寄附金などの控除がある人は、その領収書

　　または証明書

　⑦所得税の還付を受ける人は、自分名義の預金通帳

　⑧障害者の人は、戦傷・障害者手帳または福祉事務所長の認定通知書

収支内訳書についてのお願い　

収支内訳書がないと手続きに時間がかかります。

事前に領収書や帳簿で収支内訳書を作成しておいてください。

市の申告相談よりも待ち時間が短く、早く受付
ができます。（２月のみ実施）

３月の申告相談日程【時間９～１６時】２月の申告相談日程【時間９～１６時】

会　場対象地区曜日会　場対　象　地　区曜日

市役所５階
大会議室

中牟田・横田火１の　ご　み
ふれあい
楽　習　館

東三河内・西三河内・中川内・早ノ瀬・大野・本城・中木庭火８

西牟田水２伏原・下浅浦・中浅浦・上浅浦・大木庭・広平・貝瀬・土穴水９

城内・大手・東町・新町木３南川・筒口・大殿分・川内・山浦・白鳥尾・山浦開拓・番在開拓木１０

若殿分・末光・馬渡金４
市役所５階
大会議室

市内全域　※還付申告または年金のみの申告者月１４

納富分・井手分月７市内全域　※還付申告または年金のみの申告者火１５

行成・執行分火８市内全域　※事業所得を含まない申告者水１６

小舟津・犬王袋・世間・重ノ木水９
北鹿島公民館

本町・乙丸・中村・森・古城木１７

市内全域

木１０土井丸・井手・三部・新籠・常広・組方金１８

金１１

七浦公民館

江福・飯田午前
月２１

月１４龍宿浦・嘉瀬浦・音成午後

火１５大宮田尾・母ヶ浦・西塩屋午前
火２２

小宮道・東塩屋・西葉午後

古枝公民館
大村方・上古枝・下古枝・久保山・奥山・七開水２３

鮒越・中尾・竹ノ木庭・平仁田開拓・矢答木２４

浜 公 民 館
新方・庄金・南舟津・中町・浜新町午前

金２５
湯ノ峰・野畠・北舟津・八宿午後

市役所５階大会議室高津原月２８

恭鹿島市申告相談日程　※対象地区の日程で必ず申告をお願いします。

○上記の申告期間中、鹿島市役所５階大会議室にｅ－ＴＡＸ（国税電子申告・納税システム）コーナーを設置しますので、

　ぜひご利用ください。なお、ｅ－ＴＡＸをご利用になる場合は、電子証明書（住基カード）を市民課で取得（１，０００円）

　していただく必要があります。申請後１０日前後かかりますので、早めに手続きをお願いします。

○税務職員を装った「振込め詐欺」にご注意ください。

怯医療費控除を受けるには?
　あなたやあなたと生計を一にする親族のた
めに平成２２年中に支払った医療費がある場合、
計算した金額を医療費控除として所得から差
し引くことができます。
※差額ベッド料・文書作成料・予防接種等は医
療費に含まれません。
※領収書から個人別・病院別に計算をして申
告してください。

確定申告・市県民税申告のお知らせ
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市県民税申告が必要です。
※内容によっては確定申告が必要です。

いいえ

いいえ

は　い

いいえ

は　い

は　い

いいえ

いいえ

は　い

は　い

いいえ

いいえ

は　い

いいえいいえ

勤務先事業所は給与支払
報告書を市役所へ提出し
ていますか？（提出の有
無は勤務先へご確認くだ
さい。）

確定申告が必要です。

市県民税申告が必要です。

年金収入がありますか？

営業・他事業・不動産・
農業・保険満期・一時・
土地等の譲渡・雑(個人
年金)等の所得を合算し
たら所得税が増額または
減額されますか？

は　い

市県民税申告が必要です。
※内容によっては確定申告が必要です。

その他（営業や農業等）の
所得がありますか？

市県民税申告は原則不要ですが、扶養
控除や医療費控除等を受ける場合は申
告が必要です。
※所得税の精算をする場合は確定申告
が必要です。

確定申告が必要です。

年金・営業・他事業・不
動産・農業・保険満期・
一時・土地等の譲渡・雑
（個人年金）等の所得が
２０万円以下ですか？

次のいずれかに当てはま
る場合
①給与収入が2千万円を
超えていますか？
②主たる給与（年末調整
済み）以外の給与（源泉
徴収有）収入が20万円を
超えていますか？
③3か所以上から給与を
受けていますか？

市県民税申告は原則不要ですが、年末
調整がされていない場合や医療費控除
等を受ける場合は申告が必要です。　
※内容によっては確定申告が必要にな
ります。

給与収入がありますか？

いいえ

は　い

いいえ

は　い

は　い

は　い

いいえ

は　い

は　い いいえ

市県民税申告が必要です。
国民健康保険税・後期高齢者医療保険
料の軽減が受けられる場合があります
ので、必ず申告してください。

いいえ

平成２２年中に収入があり
ましたか？

平成２３年１月１日現在、
鹿島市内に居住していま
したか？

鹿島市に申告書（写）を提出してくださ
い。※申告可能

平成２３年１月１日現在、
鹿島市内に別荘・事業所
を所有していましたか？

国民健康保険・後期高齢
者医療保険の加入者です
か？

市県民税申告は原則不要ですが、所得
証明等を申請される場合は、申告が必
要です。

平成２３年１月１日現在居住の市（区町
村）で市県民税申告等をしてください。

所得税の確定申告書を提
出しますか？

引続きe‐TAX等をさ
れる人は、国税番号
の入力をお忘れなく

かんたん！申告チェック

　申告が必要な人が申告をしていないと、所得税では

延滞税や加算税などが課せられます。それ以外でも、

国民健康保険税の軽減措置を受けられなかったり、子

ども手当・保育所入所・公営住宅入居・事業資金の融

資などに必要な所得証明書などが発行できなかったり

しますので、ご注意ください。

パソコンを利用する人は・・・

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」

で確定申告書が作成できます。http://www.nta.go.jp

恭申告しないと…

　自分が申告する必要があるかどうか分からない人は、

下図のかんたん！申告チェックでご確認ください。

　不明な点は市役所税務課にお問い合わせください。

恭あなたは申告する必要がありますか？

市県民税申告は不要です。
税務署より確定申告書の
控えが市へ提出されます。

は　い

給与収入のみですか？

鹿島市内に居住する親族
の扶養控除の対象になっ
ていますか？
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選挙管理委員会では、選挙に対する関心を高めるとともに、投票しやすい環境づくりを行うことを目的として、

投票立会人を募集します。

　応募資格　鹿島市在住の有権者

　　　　　　※投票立会人の公益代表という性格上、立候補者の選挙運動を行う人は応募できません。

　仕事内容　期日前投票所や当日投票所で、投票が公正に行われるよう立ち会っていただきます。

　　　　　　各選挙の日程は上表のとおりですが、期日前投票立会人は都合が良い日を指定できます。

　仕事時間　期日前投票　８時３０分～２０時

　　　　　　当日投票所　７時～２０時

　報　　酬　期日前投票立会人　９,５００円

　　　　　　当日投票所立会人　１０,７００円

　応募方法　選挙管理委員会へ電話で申し込んでください。

　　　　　　折り返し、必要な応募書類を送ります。

　応募締切　２月２８日（月）　　　　　　　　　　　　　　　　　　問　合　先　選挙管理委員会　緯（６３）３４１８

期日前投票期間投開票日告示日選　挙　名

３月２５日（金）～４月９日（土）４月１０日（日）３月２４日（木）佐 賀 県 知 事 選 挙

４月２日（土）～４月９日（土）４月１０日（日）４月１日（金）佐賀県議会議員選挙

４月１８日（月）～４月２３日（土）４月２４日（日）４月１７日（日）鹿島市議会議員選挙

恭統一地方選挙日程（予定）

恭市議会議員立候補予定者説明会

市議会議員選挙の立候補予定者に対する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

　問　合　先　選挙管理委員会　緯（６３）３４１８

恭投票立会人を募集します

　この選挙は、私たちの意見を県政や市政に反映させるための大切な選挙です。

　投票には忘れずに出かけましょう。

統統統統統統統統統統一一一一一一一一一一地地地地地地地地地地方方方方方方方方方方選選選選選選選選選選統一地方選挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙挙

選挙に関するお知らせ・募集

がががががががががが行行行行行行行行行行わわわわわわわわわわれれれれれれれれれれまままままままままますすすすすすすすすすが行われます！！！！！！！！！！！
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（生涯学習担当）

応募資格
（欄内の条件をすべて満たしていること）

報酬勤務時間勤務内容雇用期間
募　集
人　員

潤自動車の普通免許所有者
潤社会教育または学校教育に関する
　経験を有する人
潤その他採用試験実施要領に定める
　要件を満たしている者

月額（現行）
128,400円

週２４時間程度

幼児・小中学生・
高齢者（65歳以
上）・女性に関す
る各種施策の取
り組み

平成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。）

１人
程度

応募方法　専用履歴書に必要事項を記入して、提出してください。

　　　　　（郵送可※２月１０日（木）消印有効）

募集期間　２月１日（火）～２月１０日（木）（土・日曜日および祝祭日を除く）

試験日時　一次試験：２月２０日（日）９時５０分集合

そ　の　他　詳しくは採用試験実施要領をご覧ください。

問　合　先　市教育委員会教育総務課管理係　緯（６３）２１０３

市教育委員会社会教育指導員を募集します

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）

〒８４９－１３９１（住所の記入不要）

　市教育委員会教育総務課管理係

　※市役所２階にあります。

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

市では、雇用および就業機会の創出を図るため、緊急に国の「緊急雇用創出基金事業」に取り組んでいます。

その中でも３月以降に開始する事業について、市教育委員会が直接雇用する日日雇用職員を次のとおり募集します。

募集事業

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、ハローワーク鹿島　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、お問合せください。

問　合　先　市教育委員会教育総務課管理係　緯（６３）２１０３

業　務　内　容雇用期間募集人数事　業　名

児童生徒の悩み相談等に対処する支援業務１ヵ月（通算５ヵ月未

満で更新の場合あり）

１人心の支援員活用事業

教育や福祉に関する知識と経験を活用して、児童生徒を支援する業務１人スクールソーシャルワーカー活用事業

学校内の情報収集や情報発信を支援する業務１ヵ月１人学校運営支援員事業

平成２３年度に就業を希望する人の登録を受け付けます。

雇用する場合は面接等実施し、決定する予定です。

なお、登録されても雇用されない場合があります。

職　　種　一般事務、保育士、調理員、保健師（看護師）、

　　　　　給食配送運転手、土木等

対　象　者　年齢や居住地は問いません。

応募方法　市役所３階総務課や市のホームページで配

　　　　　布する専用の「登録申請書」に必要事項を記

　　　　　入して、総務課に提出してください。

問　合　先　総務課職員係　緯（６３）２１１３

市役所日日雇用職員の登録を受け付けます

業務内容　受付事務やパソコン等を使った一般事務

募集人員　１人

応募資格　身体障害者手帳の交付を受けている人で、

　　　　　自力で通勤ができ、介護者なしで職務の遂

　　　　　行が可能な人

勤務形態　祝日を除く月～金曜日の９時～１６時

　　　　　　　　　　　　　　　　（休憩時間あり）

雇用期間　平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

募集期間　２月１日（火）～２月２５日（金）

応募方法　市役所３階総務課や市のホームページで配

　　　　　布する専用の「申込書」に必要事項を記入し

　　　　　て、総務課に提出してください。

問　合　先　総務課職員係　緯（６３）２１１３

鹿島市嘱託職員（障害者対象）を募集します

採　用　情　報
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　市では毎年、１２月の人権週間啓発活動の取り組みとして

市内小中学生を対象に人権作文・標語・マンガの募集を

行っています。今年も人権や思いやりの心の大切さなどを

表現した作品が多く寄せられました。ここに特選作品を紹

介します。

　ご家庭でもぜひ一緒に、人権について話し合いをもって

いただければと思います。

問合先　同和対策課　緯（６３）２１２６

小中学生人権作文・標語・
マンガコンクール

－　特選作品の紹介　－

平成 ２２年度

怯人権作文

　わたしには、友だちがたくさんい

ます。

　その友だちをいじめたり、いやな

ことをしたらいけないと思います。

　友だちは、ただ遊ぶだけにいるの

ではないと思います。

　わたしの友だちは、もちろん遊ん

だりもするけれど、いっしょにいて

くれて心配してくれたり、いっしょ

に帰ってくれたり、いろんなことを

教えてくれたりします。

　わたしも、友だちがべん強が分か

らないときは、いっしょに考えてあ

げます。けがをしたときには、いっ

しょに保けん室に行っています。

いっしょに帰る人がいることは、と

てもうれしいです。どんなことも、

友だちがいるからこそです。

　もし、友だちが一人もいなかった

ら、どうなるかな。いつも一人ぼっ

ちで、だれもたすけてくれません。

何といっても、まわりに友だちがい

ないと、とってもとってもさみしい

です。わたしは、友だちがいて。本

当に幸せだなと思います。

　わたしは、この前、友だちがいて

本当によかったなと思ったことがあ

りました。わたしが、かぜで休んで

いて学校に来た時、べん強がおくれ

ているところを、横の席の友だち、

後ろの席の友だちと、みんなが一生

けんめい教えてくれたことです。本

当に心があったかくなって、うれし

かったです。

　私の友だちの中には、むずかしい

問題をスラスラ、ラクラクといてい

るから、すごいなぁと感心する人も

います。

　これからも、大切な友だちをもっ

ともっと大切にします。そして、

もっともっと大切な友だちが増える

ようにしたいと思います。

わたしの大切な友だち

岩永　瑶音　さん
（鹿島小３年）

　わたしは、あそんでいたとき、す

べってあしをけがしました。びょう

いんへいったら、ほねがずれていて

ギプスをつけることになりました。

　そして、まつばづえをつかって、

せいかつをしなければならなくなり

ました。

　まつばづえのせいかつで一ばんこ

まることは、かいだんをのぼったり、

おりたりすることです。トイレもス

リッパでのトイレはとてもたいへん

で、たおれそうでこわいです。にも

つをもつのも、たいへんです。

けがをして、がっこうへはじめてい

くとき、わたしはどうしたらいいの

かなととてもしんぱいでした。ドキ

ドキしながらがっこうにいきました。

まつばづえをついたわたしをみて、

クラスのみんなは、

「だいじょうぶ？いたくなか？」

と、しんぱいしてくれました。せん

せいが、

「かいだんでまつばづえをつかうと

あぶないから、だれかもってあげて

ね。」

と、いってくれました。

　やすみじかんになると、みんな、

わたしにやさしくしてくれました。

　かいだんをおりるときは、かりん

ちゃんとくるみちゃんが、まつばづ

えをもってくれます。トイレにいく

ときも、一ねんせいのトイレはでき

ないので、ほけんしつまでいっしょ

についてきてくれます。

　おひる休み、わたしはそとであそ

べないから、おへやにいると、あい

みちゃんやくるみちゃんが、いっ

しょにおえかきをしてあそんでくれ

ます。そうじやきゅうしょくのとう

ばんも、おともだちがかわりにやっ

てくれます。

　わたしは、みんなにやさしくして

もらって、ほんとうにうれしいです。

みんなありがとう。

　けががよくなったらみんなにやさ

しくしたいです。おともだちがこ

まっていたら、こんどは、わたしが

しんせつにしてたすけてあげたいで

す。

みんなありがとう

山口　のぞみ　さん
（鹿島小１年）

特選作品の紹介　愚　人権作文



広報かしま　Ｈ２３(２０１１).２.17

　ぼくは、今、サッカーにはまって

います。きゅう食が終わったら、ろ

うかにおいてあるサッカーボールを

急いで取って運動場にとびだしてい

ます。

　ぼくは、キックベースはもともと

から好きだったけど、サッカーには

あまりきょうみがありませんでした。

　どうして、サッカーにはまったか

というと、ぼくの友だちはサッカー

が大好きで、サッカー部に入ってい

ます。その友だちと昼休みに毎日遊

んでいます。だから、毎日いっしょ

に遊ぶのが楽しくて、あまり得意で

なかったサッカーを、その友だちと

やってみることにしました。

　その友だちとだったら楽しくでき

ると思ってやってみていたら、けっ

こう楽しいのです。今まできょうみ

がなかったサッカーが、ちょっとだ

け好きになりました。とくに、ボー

ルがゴールに入ると、ちょっとだけ

気分がこうふんします。とてもうれ

しいです。今では、毎日、その友だ

ちとサッカーをしています。

　ぼくは、本をよむのも大好きなの

で、サッカーのことがもっとよく知

りたくなって、サッカーの本を図書

館からたくさんかりてくるぐらい好

きになりました。ぼくの知らなかっ

たことがたくさんわかりました。ぼ

くの友だちも、ぼくの知らないサッ

カーのことをたくさんおしえてくれ

ます。

　友だちと一緒にすごすことは、と

てもいいことだと思います。その友

だちがいなければ、今、ぼくは、ど

んな遊びをしているでしょう。昼休

みに、本ばかり読んでいるかもしれ

ません。

　ぼくは、友だちと遊ぶとき、

「友だちがいてよかった。」

と、いつも思います。

　そして、ぼくは、いつも友だちに

こう言います。

「また遊ぼうね。」

と。

友だちがいたから

白川　哲士　さん
（鹿島小３年）

　わたしが、友達とつき合うときに

気をつけていることは、まず、相手

の気持ちや同じ立場になって考える

ことです。もし、自分がそうだった

らと考えると少しでも友達の気持ち

が分かると思います。だから、友達

がなやんでいたら、その友達の気持

ちになって考えて相談にのってあげ

たらいいと思います。

　人を大切にすることで思ったこと

は、差別はいけないと思いました。

それは、仲間はずれにされて一人

ぼっちになったら心細いし、さみし

い気持ちになるからです。それに、

同じ失敗をしたとき、ほかの人には

やさしく注意するだけなのに、自分

にはきびしく言われたらかなしい気

持ちになると思います。そう言った

人も言われた人の立場になると、

きっとどんな気持ちになるか分かる

と思います。だから、わたしは、相

手の気持ちになって考えればいいと

思います。

　次に、人を大切にすることでこう

したほうがいいと思ったことは、自

分がされていやなことは、ほかの人

にもしないということです。自分が

人からされていやなことは、ほかの

人がされても同じ気持ちになるから

です。

　例えば、わたしがほかの人からい

たずらをされたら、いやな気持にな

ります。それと同じようにほかの人

がされてもいやな気持ちになると思

います。だから、自分がされていや

なことはほかのひとにもしないよう

にしたいと思います。また、されて

いる人を見るだけでむねがはりさけ

そうになると思います。

　最後に、思ったことは、みんな一

人ひとりちがうので得意なことや苦

手なこと、良いところや悪いところ

があります。だから、友達の悪いと

ころばかり見つけないで、良いとこ

ろを見つけるようにすると、みんな

が仲良くできると思います。もし、

友達の悪いところ、直してほしいと

ころを見つけたら、その友達に教え

てあげて直してもらうと、もっと仲

良くできると思います。逆に友達か

ら見ると、わたしにも悪いところが

あると思います。だから、直してほ

しいところを言ってくれると、なる

べくそこを直すように努力したいで

す。だから、おたがいに自分の思い

を伝え合うことによって努力し、差

別などがなくなるのではないでしょ

うか。

　一人一人がみんなのことを考えて

行動すれば、人に大切にされている

と心も感じ、差別はなくなると思い

ます。自分のことばかり考えている

ので「人によく見られたい。」「人よ

り上になりたい。」という思いがいろ

いろなトラブルへとつながると思い

ます。

　人に感しゃし、相手のことを考え

て行動し、差別をしない、差別を見

のがさないよう努力をしていきたい

と思います。

人を大切にする

江﨑　美波　さん
（鹿島小５年）

特選作品の紹介　愚　人権作文
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　１０月２６日、佐賀新聞に

「小六女児、首つり自殺。いじめ原

因。父がうったえる。」と、書いてあ

るのを読みました。ぼくと同じ小学

６年生だったので少しおどろきまし

た。新聞には

「近よるな」

「何で来るのか」

と、言葉のいじめがあったようです。

何気なく言った言葉が、亡くなった

明子さんには、どう聞こえたのか、

どんな気持ちでいたのか、考えると

とてもつらい気持ちにぼくもなって

いきました。

　ぼくのクラスはとても仲が良いク

ラスだと思います。でもみんなが悪

口をぜったい言わないとは言えませ

ん。一人一人顔がちがったり、背が

高かったり低かったり、性格が強

かったり弱かったり、同じ人間は

ぜったいいません。だから、だれか

のちょっとした一言がきっかけと

なって、その人の弱い部分や苦手な

所を言葉や態度で傷つけ合うことが

無いのが一番良いことだと思います。

一つしかない大事な命を、そばにい

る友達同士で傷つけ合うのはおかし

いです。やっぱり仲間は助け合わな

くてはいけないと思います。

　この間、修学旅行に行った時、ぼ

くのめあては、

「時間をしっかり守り、一人ぼっち

を作らないようにする」でした。亡

くなった明子さんは、一人ぼっち

だったかも知れません。とてもさみ

しい思いもたくさんしたかも知れま

せん。ぼくは、楽しい修学旅行に

なったのもたくさん友達と話して

笑って一人ぼっちにならなかったか

らだと思います。明子さんにもだれ

か一人話したり優しくしてくれる友

達がそばにいたら、命が亡くならな

かったと思います。

　ぼくの周りにあるテレビゲームや

カードゲームは、死んだ者が生き返

ります一度死んだ者は簡単に生き返

ると思っている人間がいるとテレビ

で聞いたことがあります。現実の世

の中でゲームのように人の命を簡単

に思うことが、今の明子さんのよう

ないじめにつながっています。だれ

も人の命をうばう権利はありません。

ぼくもつい悪口や人のいやな事を

言ってしまいそうな時、自分が反対

に言われたらいやだと思う気持ちを

忘れないようにしたいです。

　今、明子さんの家族はとても悲し

んでいると思います。自分の命で

あってもたくさんの人の愛情や思い

が命の中につまっていることを忘れ

ないようにしたいです。

命の大切さ

岡　京汰　さん
（浜小６年）

　今、テレビや新聞を見ると、小学

生や中学生の人がいじめで自殺をし

ているニュースを耳にすることがあ

ります。その時、ぼくは心がいたく

なり「どうして。」と思い考えさせら

れることがあり、悲しくなります。

　ぼくの周りにもいやな言葉を使っ

たり、いつの間にかその人のことを

きずつけたりしていることがあるか

もしれません。そのことを考えると、

いつも使っている言葉も相手の気持

ちを考えながら使わないと、ふだん

使っている言葉が相手をきずつける

武器になるんだということもわかり

ました。ぼくもドッヂボールで遊ん

でいるとき、友達に

「どこにボール投げてるんだよ。

しっかり投げてよ。」

と言ったとき、その友達はその後、

ぼくと話をしてくれませんでした。

　最初、ぼくは気づかなかったけれ

ど、あのとき言った言葉が、ぼくは

ドッヂボールで一生けん命だったの

で分からなかったけれど、きつく

言ってしまってその子をきずつけて

いたことが分かり、すごく落ちこん

だことがありました。それにぼくは、

友達をはげますつもりで

「次はがんばればよかたい。」

と言ったときにその友達の顔色が変

わり、またぼくはその子をきずつけ

たんだなあと思いました。はげます

つもりが予想外の結果になり、その

難しさを感じました。

　さりげなく使う言葉でも、相手の

ことを思って使わないといけないん

だと、身をもって体験することがで

きました。

　これからは、そのことを考えなが

ら言葉を使っていきたいです。言葉

一つで、相手とのつながりがよくな

ればいじめもなくなるし、そうなっ

てほしいと思います。

　言葉は、人間社会で大きな役わり

をしています。その言葉を使うぼく

たちが、あやまった使い方をすると、

相手をきずつける武器にもなるし、

人間社会を悪くしてしまいます。だ

から、一人一人が言葉を使うとき、

ほんのちょっと相手のことを考えて

使うと、住みやすい社会になると思

います。

　ぼくも今までは言葉一つでそんな

に変わると深く考えたことがありま

せんでしたが、今回言葉の役わりの

大切さをすごく考えることができて

よかったと思います。だからこれか

らは、いつも相手の気持ちを考えて

言葉を大切に使おうと思います。

　みなさんもふだん言葉を使うとき

には、もう一度見直してみてはどう

でしょうか。

「言葉は考えて使おう」

松田　聖士　さん
（鹿島小５年）

特選作品の紹介　愚　人権作文
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　私は、「しょうがい」を持った方と
あまり深く関わったことがありませ
ん。ですから、しょうがい者やその
家族の気持ちは全然分かっていない
かもしれません。
しかし、先日、「しょうがい」につい
て何も知らない私でも怒りがこみ上
げてくるようなことがありました、
ある店で、レジに並んでいると隣の
レジに車椅子の男性が並んでおられ
ました。お金を払う時、その人はお
金を落としてしまいました。すると
後ろに並んでいたおばさんが、その
お金を汚いものを扱うようにして拾
い、しかも投げてその男性に渡した
のです。私は、それを見てとても悲
しくなりました。男性は、悔しそう
な表情で「ありがとうございます。」
とおっしゃいました。その様子を見
て私は、男性はどんなに悲しかった
だろうと思いました。そして、おば
さんは、どんな気持ちでそんなこと

をしたのかなと疑問に思いました。
もし、男性の家族がその様子を見て
いたとしたら、悲しく悔しい気持ち
になっただろうなと思いました。
「しょうがい」があるからという理
由で、そんな扱いをするなんておか
しい考えだと思います。普通は体の
不自由な人には優しくするものだと
思います。
ある本にこんなことが書いてありま
した。「みんなそれぞれに苦手な事
を持っている。足が遅かったり、数
学が苦手だったり。障害も同じで世
間一般でしゃべれない人と呼ばれる
人は、しゃべるのが苦手なだけ、自
分の足で歩けない人は、ちょっと足
を使うのが下手くそなだけなのであ
る。よく障害を笑う人がいるが、そ
ういう人間こそ笑われるべき人間な
のではないか。」
私は、初めてこの文章を読んだ時
「なるほど、こんな考えがあるん
だ。」と驚き、今までの自分の考え方
を恥ずかしく思いました。また、こ
の文章を読む前は、「しょうがい」を
持っている人を差別してはいけない
と分かっていながらも、なんとなく
避けたり、関わりたくないと思って

いました。今思うと本当にくだらな
い考えだったと思います。
私がこの文章を読んで「しょうがい」
に対する考えが変わったように、今
「しょうがい者」を笑い、自分勝手
な思い込みで差別している人たちが、
しょうがい者差別は、いけないとい
う考えを持つようになれば、少しず
つでも差別は減っていくと思います。
私たちの身の回りにあるさまざまな
差別も、その理由の多くが、何の根
拠もないただの偏見だったり、周り
の人がしているから差別しているだ
けだったりだと思います。
また、忘れていけないのが自分の何
気ない行動ですごく傷ついてしまっ
ている人がいるということです。私
が見た車椅子の男性もおばさんの何
気ない行動ですごく傷ついたと思い
ます。
私は、この出来事の後「差別なんて
絶対にしない。」と誓いました。一人
ひとりがこの意識を持つことができ
るような日本になって、戦争をしな
い国だけではなく、差別をしない国
としても世界で有名になればいいな
あと思います。

「しょうがい者」と私たち

岩永　まり絵　さん
（西部中３年）

　私たちは、誰もが自由に人間らし
く生きていくことができるように、
基本的人権を「侵すことのできない
永久の権利」として保障されている
ことを学びました。しかし、私は現
在世界中の全ての人が本当に平等で
自由に生きることができているかと
考えると、そうではないと思いまし
た。　
　今、世界中のいろいろな国で戦争
が起こっています。私は戦争を経験
したことがありませんが、戦争のこ
とをテレビで見たり、戦争を経験し
たことがある方の話を聞いたりして
本当に恐ろしいと思いました。戦争
は、人権を奪い、同時に命まで奪っ
てしまいます。
　日本も昔戦争をしていました。そ
の戦争で広島と長崎に原子爆弾が投
下され、たくさんの人が亡くなり、
多くの人がつらく、悲しい思いをし
ました。

　今年の夏、私は、学校の人権平和
学習会で核兵器廃絶をめざして活動
している高校生の話を聞きました。
日本は、「持たず、作らず、持ち込ま
せず」という非核三原則があります。
外国には、まだたくさんの核兵器を
所持している国があります。長崎の
高校生達は、「核兵器廃絶」という強
い意志を持って署名を集め、高校生
平和大使として国連欧州本部や
ニューヨークの国連本部を訪問して
核兵器と世界平和を訴えて来られた
ということでした。現地の高校生と
交流した時、ニューヨークの高校生
は、初めは「原子爆弾を日本に投下
したことは、間違いではなかった。」
という様なことを言っていたけれど、
高校生平和大使が核兵器のことや核
兵器について日本人がどう思ってい
るかなどを話すと最後は「僕は間
違っていた。核兵器はあってはいけ
ない。」というような考えに変わって
くれたそうです。長崎の高校生平和
大使も自分たちの活動で気持ちが伝
わって嬉しかったと思うし、少しで
も核廃絶に近づいたのではないかと
思います。
　この話を聞いて私は、一人の高校

生が本気で話をしていけば、核兵器
を持っている国の人の考えを変えさ
せることができるということに大き
な希望を見出しました。戦争になる
前に話合いなど別の方法で解決でき
ると思います。そして、戦争だけで
なく、たくさんの国で紛争があり難
民となったり、食料が足りず餓死す
る人がたくさんいます。
日本はとても恵まれた国で、私たち
は、毎日ご飯を食べることができ、
学校に行って平和な生活ができてい
ます。好き嫌いをして、食べ残して
いる今の生活が普通だと思っていた
自分が情けなくなりました。毎日、
安全な水や食料がなく、命の危険を
感じて生活している多くの人々のこ
とを考えて、自分の生活を見直して
行かなくてはいけないと思いました。
　世界中の全ての人が、平等に自由
に生活ができる様に、私たちにでき
ることとして、署名活動や募金活動
に協力したり、戦争や核兵器につい
て知り、伝えて行かないといけない
と思います。この様なことができる、
人権が保障されている国に住んでい
て良かったなと思いました。

平和な世界をめざして

亀本　裕香　さん
（西部中３年）

特選作品の紹介　愚　人権作文
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あいさつで　えがおの花を　さかせよう

植松　けんたさん（古枝小２年）

いけないよ　おしえてやるのも　おともだち

なかしま　あゆむさん（七浦小１年）

勇気ある　その一言で　えがおでる

下村　七海さん（七浦小４年）

いきている　一つのいのち　たいせつに

針尾　恭輔さん（浜小５年）

おともだち　だいじなだいじな　たからもの

くりた　あいかさん（古枝小２年）

人権は　みんな持っている　宝物

幸尾　勇利さん（西部中２年）

さしのべて　あなたのその手　あの子にも

三原　和さん（東部中２年）

目指そうよ　笑顔の社会　僕たちが

永石　淳士さん（東部中１年）

思いやり　友だちにわたす　プレゼント

森田　未来さん（明倫小６年）

怯人権標語

　「障害者」と聞いて、あなたはどん
な感想を持ちますか。「かわいそう」
でしょうか。「不便そうだな」でしょ
うか。それとも、「不幸」でしょうか。
でも、よく考えてみると本当にそう
でしょうか。私たちと障害者には、
そんな大きな違いがあるのでしょう
か。
　確かに、障害者と私たちでは色々
と違う所はあります。例えば、指が
一本足りなかったり、目や耳が不自
由だったり、しゃべれなかったり、
知能が低下した人もおられます。し
かし、私たちと全て違うわけではあ
りません。生活の仕方やリズム、交
通やコミュニケーションなど多少違
うこともあるでしょう。私たちも十
人いれば十人のそれぞれの過ごし方
があります。誰もが違っていて、誰
が普通だとかあの人はちょっと外れ
ているとか、そういった事はありま
せん。みな違うことが普通なのです。
障害者だからといって自分たちとは

別なんだ、もとから異なっているん
だという事はありません。それに障
害者も人間です。感情だって私たち
と同じです。嬉しいと思ったら笑う
し、悲しいときには泣くでしょう。
むかっとしたら怒ったりもするで
しょう。
　なのに、どうして私たちは、障害
者というだけで距離を置いてしまう
のでしょうか。どうして近寄りがた
いと思ってしまうのでしょうか。い
つも通りに接することができないの
でしょうか。きっとみんな分かって
いるのだと思います。障害者の人た
ちと私たちの間には大して壁はない
のだと。けれども、私たち自身がそ
の壁を大きくしているんじゃないだ
ろうかと感じます。障害者が困って
いる時に、何人の人がぱっと手を差
しのべたり、行動することができる
でしょうか。やっぱり見て見ぬふり
をしたり、関わらないようにしよう
とする人が多いだろうなと思います。
私もそんな場面では、すぐには動け
ないでしょう。手を貸したくてもど
うやればいいのか分からずに戸惑っ
てしまうと思います。でも、それこ
そが私たちのつくった壁です。
　障害者も自分たちも変わりません。

特別なことはしなくていいのです。
　ただ、困っているようであれば声
をかけて、手伝いがいるのなら手を
貸せばいいし、必要ないのならその
ままでいいのです。親切にしても
らったことは誰にとっても嬉しいこ
とだと思います。けれど、逆に気を
遣いすぎて親切がお節介になってし
まうことがないように気をつけなく
てはなりません。よかれと思ってし
たことも迷惑になってしまうことも
あります。至れり尽くせりの優しさ
はいりません。そっと手を貸したり、
ちょっと助けるだけでも十分お手伝
いになると思います。
　だから、私たちが障害者と関わる
時は、自然に振る舞う方が相手側と
しても気が楽だと思います。あまり
深く考えず、といっても考えなしに
接するのではなく、自分の偏見や思
い込みを持たなければ良い関係は作
れると私は考えます。障害を持って
いる人はかわいそうな人ではありま
せん。不幸な人ではありません。私
たちと同じです。
　障害は、「特別なもの」ではないの
です。

障害がある人とない人

中西　涼香　さん
（東部中３年）

特選作品の紹介　愚　人権作文・人権標語



広報かしま　Ｈ２３(２０１１).２.111

怯人権マンガ

タイトル　命を大切に

作　　者　片渕　未那さん（鹿島小５年）

タイトル　もっと人のことを考えよう

作　　者　藤家　真琴さん（明倫小６年）

タイトル　差別反対！！

作　　者　谷口　千絵さん（西部中１年）

タイトル　ムゲンダイ

作　　者　西　あおいさん（明倫小５年）

タイトル　一すじの光

作　　者　横山　楓さん（西部中１年）

タイトル　戦争は、人権をも傷つけます

作　　者　西川　晃輔さん（西部中１年）

特選作品の紹介　愚　人権マンガ
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エイブルからのお知らせなど

に行ってみよう

恭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　いきいきルーム（エイブル１階）

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・

　　　　事前申込が必要です。）

恭開館のお知らせ

　市民図書館は、通常、祝日の翌

日は休館となりますが、建国記念

の日（祝日）の翌日である２月１２日

（土）は休館せず、１０時から１７時ま

で開館します。

　皆さまぜひご利用ください。

講座申込先、問合先

　　　　　　鹿島市民図書館

　　　　　　緯（６３）４３４３

　２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

品から「有明海の魅力」を紹介します。

　有明海の織りなす美しい色彩の世界と、

太古の風貌を漂わせる生き物たちをご堪能

ください。２月２６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。

　参加希望者はお問い合わせください。

期　間　２月１日（火）～２月２７日（日）

問合先　かしま市民立楽修大学

　　　　緯（６３）２１３８

　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

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

　３月９日～８月２４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

無料
対象：小学生

エイブル２階
和室

　２月２７日（１回限り）
　日曜日１３時３０分～１５時

溝上　宗幹
　　　（三紀子）さん３０人子どもの茶道教室

公開

講座 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

　３月６・１３日（いずれか１回限り）
　日曜日１０時～１３時樋口　秋さん２０人ぎょうざ作り教室

“ケイタク米”で鹿島でもおなじみの人気

アコースティックユニット『ケイタク』のコンサート。

と　き　３月１２日（土）　開演１８時３０分

ところ　エイブルホール

問合先　かしま市民立楽修大学　緯（６３）２１３８

ケ イ タ ク コ ン サ ート第８回えいぶる事業

入場料【全席自由】

一般　　　　２,０００円

楽大生　　　１,５００円

高校生以下　１,０００円

高校生以下の楽大生　　８００円

エイブル倶楽部募集中講座

かしま市民立楽修大学の職員を募集します

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　２月１日（火）～１８日（金）　※郵送可２月１８日必着
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２月２０日（日）　二次選考　面接試験２月２７日（日）

詳しくは募集要項をご覧ください。

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

事務局　正規職員市民図書館　正規職員業　種

・鹿島市内在住者（就学、就職などで一時的に転出している人を含む）

・生涯学習、図書館に興味があり、楽修大学への寄与に意欲があり、接客業務が好きな人

・パソコンが実務レベルで使用できる人

・普通自動車免許を所有している人

応募資格

・楽修大学に関する業務全般

・施設貸出し事務等の窓口接客業務

・各種事業の企画、運営

・施設維持管理業務など

・市民図書館に関する業務全般

・各種事業の企画、運営

・図書館施設維持管理業務

・その他楽修大学に関する業務

主な業務

かしま市民立楽修大学（エイブル２階）、鹿島市民会館鹿島市民図書館（エイブル1階）勤務場所

・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]１３時～２２時

・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

図書館からのお知らせ市民図書館 大塚清吾の世界展～有明海の魅力～床の間コーナー
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“cold feet” 

今月のキーフレーズ

№６３

　（ロジャー）　やあダン。エイミーを好きなんだ

　　　　　　ってな。彼女をダンスパーティー

　　　　　　に誘えばいいじゃないか。

　（ダ　ン）　できないよ。かなりドキドキして

　　　　　　自信がないよ～！！

Roger:

Dan:

Hey Dan, I heard you like Amy.
Why don't you ask her to the dance? 

I can't. I'm too nervous, I have cold feet.

何かをすることに自信をなくしたり、恐れるという表現です。 ジョリン先生

　（ダ　ン）　ハイ！ロジャー！明日車の運転の

　　　　　　テストだよな。こわがらずにな！

　

　（ロジャー）　わかったよ。そうならないように

　　　　　　するよ。

Dan:

Roger:

Hi Roger, isn't your driving test
tomorrow? Don't get cold feet.

Ok, I'll try not too.

　「コミュニティ・スクール」とい

う言葉をお聞きになったことがある

でしょうか。一言でいえば、学校・

保護者・地域が一体となって子ども

たちを育んでいく制度です。本校は、

鹿島市教育委員会の支援を得て今年

度よりコミュニティ・スクールの研

究推進に取り組んでいます。

　これからの学校は、保護者や地域

の方々の願いに耳を傾け、子どもが

育つ教育（知育・徳育・体育・食育

等）を共に創っていくことが求めら

れます。知育はそのほとんどを学校

が担います。徳育・体育は学校と家

庭と地域の取組、食育は学校と家庭

の取組の相乗でその効果をあげます。

保護者や地域の方々が学校の教育活

動にかかわることにより、子どもた

ちの学習活動は広がりをみせ、地域

に根差した教育が活発に展開されま

す。また、地域には子どもたちを見

守る目が増え、子どもの健全育成、

安全確保にも大きな期待ができます。

　さらに、こうした活動は地域社会

（コミュニティ）のつながりを深め、

強めていく町づくりにもつながりま

す。

　昨年１１月の「明倫まつり」では佐

賀大学の川上泰彦先生にご講演をい

ただきました。子どもたちの育成に

は、様々な人々がかかわっていくこ

との重要性を話してもらいました。

　今後も「地域の子どもは地域全体

で守り育てる」を目標として研究を

深めていきます。

コミュニティ・スクールの推進

明倫小学校

校学 だ よ り

No.１６５

寓地域での取組を発表する児童

こんなときこのひとこと、学校だより
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　平成２年から始まったこの交付金制度は、地域のイ

ベントや伝承芸能の保存活動、特産品の開発などの事

業に活用されています。あなたの活動で「ふるさと鹿

島」を盛り上げてみませんか？

対象事業　鹿島の自然・歴史・文化・産業等を活かし

　　　　　た地域づくりを行う事業

応募要件　実施主体が市内の団体・個人

　　　　　事業実施期間内（平成２３年４～９月）に終了

　　　　　する事業であること

交　付　額　対象事業費の７０％以内で予算の範囲内

申請方法　申請書に必要事項を記入し、市役所３階企

　　　　　画課へ提出してください。

　　　　　※申請書は企画課にあります。

締　　切　２月１８日（金）１７時まで　※締切厳守

選考方法　書類選考の上、面接（後日実施）で決定しま

　　　　　す。面接日は直接申請者に連絡します。

交付決定　４月初旬に申請者に連絡します。

問　合　先　企画課企画係　緯（６３）２１０１

潤加入できる人

　鹿島市に住民登録をしている人、または外国人登録

　の済んでいる人です。

潤掛け金

　１人５００円（年額）で、加入は１人一口です。

　中途加入の掛金も１人５００円です。

潤共済期間

　共済期間は４月1日から翌年３月３１日までです。

　４月1日以降に加入申し込みをされますと、翌日か

　ら共済対象となります。

潤加入申込

　市内の「ゆうちょ銀行・郵便局窓口」でできます。

　申込書も備えてあります。

潤交通災害の対象

　図のような走行中の交通

　事故による人身事故が対

　象となります。

潤その他

　災害見舞金の請求や詳しいことは、気軽にお問合せ

　ください。

問合先　市民課市民年金係　緯（６３）２１１７ 

社会体育施設の使用予約を受け付けます
お
知
ら
せ

補欠選挙等に伴う農業委員の紹介
お
知
ら
せ

平成２３年度前期「ふるさとづくり交付金」

ふるさとへの思いを形にしてみませんか！

お
知
ら
せ

電話予約受付先施　設　名

（６３）２１２５生涯学習課北公園テニスコート

（６３）２１３８

かしま市民立

楽修大学

（エイブル内）

祐徳運動広場Ａ・Ｂ

中川グラウンド

横田グラウンド

市民体育館、市民武道館

各予約受付先へ

問合せの上、申

し込んでくださ

い。

能古見公民館のごみふれあい楽習館体育館

古枝公民館林業体育館

浜公民館臥竜ヶ岡体育館

北鹿島公民館北鹿島体育館

七浦公民館七浦海浜スポーツ公園体育館

（６２）３３７９
鹿島市体育協会

（陸上競技場内）

陸上競技場、サブグラウンド 

市民球場

０８０（５２７２）８４０７市グラウンドゴルフ協会蟻尾山公園グラウンドゴルフ場

　平成２３年度の社会体育施設の予約受け付けを開

始します。

予約開始日　３月１６日（水）

予約受付月　４～６月までの予約を受け付けます。

　　　　　　※北公園テニスコートは、大会の予

　　　　　　　約のみ受け付けます。

問合先　生涯学習課スポーツ係

　　　　緯（６３）２１２５

平成２３年度交通災害共済の加入申込を受け付けています
お
知
ら
せ

情報掲示板ワイド
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交通規制のお知らせと

ご協力のお願い

公認鹿島祐徳ロードレース大会 
　と　き　２月２７日（日）１０時～１４時

　コース　右図のとおり

　選手の走路と交差する道路は、右図の時

間帯で交通規制が行われますので、ご協力

をお願いします。

【問合先】　鹿島祐徳ロードレース大会事務局

　　　　　（鹿島市体育協会内）

　　　　　緯（６２）３３７９

　第６０回　公認鹿島祐徳ロードレース大会
イ
ベ
ン
ト

イノシシによる農作物の被害に悩まされていませんか？
－鹿島市イノシシ被害防止対策事業－

お
知
ら
せ

　深刻化するイノシシ被害の

対策を進めるために下記の内

容で事業を実施しています。

補助対象および補助率

・イノシシの被害を防止するためのワイヤーメッシュ

　および電気牧柵一式（防草シート含む）

　補助率　１／３以内（千円未満切り捨て）

・狩猟免許取得費　定額　１７,０００円

　※平成２２年４月以降の取得者が対象となります。

事業実施年度　平成２２年度～平成２３年度

補助金上限　　１００,０００円

　　　　　　（申請者一人当たりの市補助金合計額が

　　　　　　　１０万円になるまで何回も申請可。）

補助対象者の条件

・市税の未納のない人

・農作物を栽培し、出荷している人または水田で農作

　物を耕作している人

その他　申請方法などの詳細はお問い合わせください。

問合先　農林水産課農政係　緯（６３）３４１３

情報掲示板ワイド
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　総務省では、経済的な理由で地上デジタル放送に移

行することができない世帯に対して支援を行っていま

すが、今回、その対象を、「ＮＨＫ放送受信料全額免除

世帯」に加えて、「市町村民税非課税世帯」に拡大しま

す。

①新たな支援の対象は？

　まだ地上デジタル放送に対応できていない世帯で、

「世帯全員が市町村民税非課税の措置を受けている世

帯」が対象です。

　なお、支援を受けるにはＮＨＫとの放送受信契約が

必要ですが、まだ契約がお済みでない場合は、支援申

込み以降に速やかに契約してください。

②受けられる支援の内容は？

　簡易なチューナー（1台）を無償で給付（配送）します。

　また、チューナーの設置方法や操作方法を電話でサ

ポートします。（チューナーの訪問設置、アンテナ改

修等は行いません。）

③申込方法は？

　申込書に必要事項を記入し、必要書類を添付して総

務省地デジチューナー支援実施センターへ送付してく

ださい。

　申込書は、インターネット・電話等で総務省地デジ

チューナー支援実施センターからお取り寄せください。

　市役所１階市民課窓口でも配布します。

　申込みに当たっては、「世帯全員が記載された住民

票の写し」と「世帯全員分の市町村民税非課税証明書」

が必要です。

④問合先

　総務省　地デジチューナー支援実施センター

　緯０５７０－０２３７２４

　http://www.chidejishien.jp

本年（平成２３年）７月２４日までに今までのテレビ

放送（地上アナログ放送）は終了します。

地上デジタル放送視聴のための
低所得世帯支援が拡大されます

お
知
ら
せ

　現在、鹿島市では、行財政改革を進めるため、新た

な「鹿島市行財政改革大綱」を策定しています。

　行財政調査委員会とは、市長の諮問に応じ、大綱の

調査および審議を行う機関で、公共的団体の代表者や

公募市民の皆さまからご意見をお聞きし、大綱に反映

させるものです。

　市民の皆さまのご応募をお待ちしています。

募集期間　２月１日（火）～２月１５日（火）　必着

公募人数　２人（男女各１人）　

　　　　　※応募者多数の場合は審査の上、選考します。

任期（予定）　２月下旬～３月下旬

応募資格　①鹿島市内に住所を有する２０歳以上の人

　　　　　（平成２３年１月１日現在）

　　　　　　ただし、鹿島市職員および鹿島市議会議

　　　　　　員は応募できません。

　　　　　②任期期間の平日午後に開催する委員会に

　　　　　　出席できる人（４回程度）

報　　酬　日額　５,０００円

応募方法　応募される人は、市のホームページまたは

　　　　　市役所３階企画課に備え付けの申込書に必

　　　　　要事項をご記入の上、提出してください。

　　　　　（郵送・ＦＡＸ・メール可）

応募・問合先

　鹿島市役所　総務部企画課企画係

　〒８４９－１３９１

　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　緯（６３）２１０１　胃（６３）２１２９

　糸kikaku@city.saga- kashima.lg.jp

鹿島市行財政調査委員会の委員を公募します
お
知
ら
せ

募
　
　
集

鹿島市行財政改革大綱（案）に対する

　　　意見公募（パブリックコメント）を行います

～市民の皆さまのご意見をお聞かせください～

　大綱（案）は、２月下旬に市役所１階や地区公民

館、市のホームページなどでご覧になれます。

　詳しくは、２月中旬に市のホームページでご案

内します。

情報掲示板ワイド
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利用者負担が高額になったとき

高額介護サービス費が支給されます
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

　利用者が同じ月内に受けた在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担の合計（同じ世帯に複数の利用者がい

る場合は世帯合計額）が、利用者負担の上限を超えた場合、申請により超えた分が高額介護サービス費として支給

されます。

利用者負担

上限額
　 利 用 者 負 担 段 階 区 分

３７，２００円世帯一般世帯

２４，６００円世帯住民税世帯非課税

１５，０００円個人
・合計所得金額と課税年金収入額の合計が８０万円以下の人

・老齢福祉年金の受給者

１５，０００円

１５，０００円

個人

世帯

・生活保護の受給者

・利用者負担を１５，０００円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

恭１ヵ月の利用者負担の上限

　介護保険と医療保険の両方の利用者負担を年間で合算し高額になった場合は、限度額を超えた分が支給

される高額医療・高額介護合算制度があります。

　詳しくは、市役所１階保険健康課へお問い合わせください。

恭介護保険と医療保険の利用者負担が高額になった場合は

ライターはガスを抜いて捨てましょう

　ご自宅に少しずつガスが残った使い捨てライターが溜まっていることありませんか？

　ガスが残ったままごみとして捨てられると、ごみ収集車（パッカー車）での火災事故の原因となり危険です。

　ライターを廃棄する際は必ず中のガスを抜いて処分して下さい。ガスの抜き方、分別方法は下記のとおりです。

　　　恭使い捨てライターの場合

　　 　［ガスの抜き方］

　　 　　①周囲に火の気のないことを確認し、操作レバーを押し下げます。

　　 　　　着火した場合はすぐに吹き消します。

　　 　　②輪ゴムや粘着力の強いテープで、押し下げたままのレバーを固定します。

　　 　　③ガスが噴射していることを確認し、この状態のまま火の気の無い、

　　 　　　風通しのよい屋外に半日から１日置きます。

　　 　　④念のため着火操作をして、火が着かなければガス抜きは完了です。

　　 　［分別方法］　ガス抜きが完了したら「もえるごみ」の袋へ

　　　恭充填式ライターの場合

　　　　［ガスの抜き方］　上記の方法を参考にガス抜きをします。

　　　　［分別方法］　ガス抜きが完了したら「もえないごみその他」の袋へ

（参考：社団法人日本喫煙具協会HP）　　　　　　　　　　　　問合先　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６

№９０

介護保険、このごみどの袋
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健康の問合先

鹿島市保健センター

緯（６３）３３７３

ワクチン接種費用助成を始めまワクチン接種費用助成を始めまししたた

子宮頸がん予子宮頸がん予防防
ヒヒブブ（インフルエンザ菌ｂ型（インフルエンザ菌ｂ型））
小児用肺炎球小児用肺炎球菌菌

　市では、市民を対象に１月中旬から下記ワクチンの接種費用の助成

を始めましたのでお知らせします。

　これらの予防接種は法に基づかない任意の予防接種のため、本人ま

たは保護者の理解が必要です。

　接種を希望する場合はよく検討してから接種しましょう。

子宮頸がん予防ワクチン
子宮頸がんの原因となるヒトパピロー

マウイルスの感染を防ぎ、子宮頸がん

を予防します。なお、ワクチンで防ぎ

きれなかった病変の早期発見のため、

２０歳からは「子宮頸がん検診」を定期

的に受診することが大切です。

対　象　者　中学２・３年生の女子

　　　　　高校１年生相当年齢の女子

助成期間　平成２３年１月１１日（火）～平成２４年３月３１日（土）

　　　　　ただし、現在高校１年生相当年齢の人は平成２３年３月末まで

接種回数　計３回

　　　　　①初回接種②初回接種から１ヵ月後③初回接種から６ヵ月後

接種方法　鹿島市・嬉野市・太良町内の指定医療機関での個別接種

　　　　　※事前予約の上、接種を受けてください。

持　参　物　健康保険証・予防接種済証・母子健康手帳

ヒブワクチン

インフルエンザ菌ｂ型という細菌が原

因でおこる髄膜炎や肺炎などを予防し

ます。ヒブによる髄膜炎は重症となる

ことが多く、特に２歳未満がかかりや

すいといわれています。

対　象　者　０歳から４歳

助成期間　平成２３年１月１１日（火）～平成２４年３月３１日（土）

接種回数　接種回数は接種開始の月齢、年齢により異なります

　　　　　毅生後２ヵ月～７ヵ月未満…初回３回、追加１回の計４回

　　　　　毅生後７ヵ月～１歳未満……初回２回、追加１回の計３回

　　　　　毅１歳～５歳未満は１回

接種方法　鹿島市・嬉野市・太良町内の指定医療機関での個別接種

　　　　　※事前予約の上、接種を受けてください。

持　参　物　母子健康手帳・健康保険証

小児用肺炎球菌

肺炎球菌が原因でおこる髄膜炎や肺炎、

中耳炎などを予防します。抵抗力の弱

い乳幼児がかかりやすく、特に２歳未

満では髄膜炎になることが多く、注意

が必要です。

対　象　者　０歳から４歳

助成期間　平成２３年１月１１日（火）～平成２４年３月３１日（土）

接種回数　接種回数は接種開始の月齢、年齢により異なります

　　　　　毅生後２ヵ月～７ヵ月未満…初回３回、追加１回の計４回

　　　　　毅生後７ヵ月～１歳未満……初回２回、追加１回の計３回

　　　　　毅１歳～２歳未満…２回　毅２歳～５歳未満…１回

接種方法　鹿島市・嬉野市・太良町内の指定医療機関での個別接種

　　　　　※事前予約の上、接種を受けてください。

持　参　物　母子健康手帳・健康保険証

※この助成事業を利用して任意接種を受けるには対象者であることと、助成期間内に指定医療機関で接種すること

　が条件です。

※接種前の診察で体調不良等により接種できなかった場合は診察料がかかることがあります。

※指定医療機関が不明な場合は保健センターへお問い合わせください。

接種費用の自己負担はありません

接種費用の自己負担はありません

接種費用の自己負担はありません
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佐賀県ではウイルス性肝炎治療費を助成していま佐賀県ではウイルス性肝炎治療費を助成していますす

実施医療機関

県指定の医療機関

詳しくは佐賀県ホームページをご覧ください。また、杵藤保健福祉事務所でも確認できます。

助成期間

診断書に記載されている治療開始（予定を含む）月から１年間。

ただし、医師が継続治療が必要と認めた場合は更新ができます。

※更新を希望される場合は、助成期間の満了前までに申請手続きが必要です。

助成内容

保険診療請求額から自己負担限度額を除いた額を県と国で助成します。

自己負担限度額（月額）
世帯全員の市民税(所得割）課税合算額

※世帯員で条件を満たす人は、合算除外申請ができます。

階層

区分

２０,０００円２３５,０００円以上甲

１０,０００円２３５,０００円未満乙

　Ｃ型ウイルス性肝炎の２回目のインターフェロン

治療にも助成制度があります。

　条件については主治医へご相談ください。

申請書類の提出・問合先
　　　武雄市武雄町大字昭和265　　　　　

　　　杵藤保健福祉事務所　健康指導担当　

緯０９５４（２２）２１０４

Ｂ型ウイルス性肝炎の核酸アナログ製剤治療により、

肝硬変や肝がんの予防をするため核酸アナログ製剤

治療に係る医療費自己負担額の一部を助成します。

助成対象者

・佐賀県在住で (佐賀県に住民票がある人)医療(健

　康)保険に加入されている人。

・Ｂ型肝炎ウイルスの増殖を伴い肝機能異常が確認

　されたＢ型慢性肝疾患で核酸アナログ製剤治療を

　受けている人、または治療予定の人。

・治療結果等データの収集（各報告書の提出）に同

　意される人。

Ｂ型ウイルス性肝炎の核酸ア
ナログ製剤治療費自己負担額
の一部を助成

Ｂ型ウイルス性肝炎およびＣ型ウイルス性肝炎は、

インターフェロン治療によって、その後の肝硬変や

肝がんといった重篤な病態を防ぐことが可能である

ことから、早期治療の促進のためインターフェロン

治療費を助成します。

助成対象者

・佐賀県在住で (佐賀県に住民票がある人)医療(健

　康)保険に加入されている人。

・慢性肝炎（Ｂ型およびＣ型肝炎ウイルスによるも

　の）および代償性肝硬変（Ｃ型肝炎ウイルスによ

　る）と診断された人で、Ｂ型およびＣ型ウイルス

　性肝炎の根治を目的として行うインターフェロン

　治療を受けている人、または治療予定の人。

・治療結果等データの収集（各報告書の提出）に同

　意される人。

　インターフェロン治療費
　自己負担額の一部を助成
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

災害のない１年を願って　－鹿島市消防出初め式－

　１月８日、恒例の鹿島市消防出初め式

が中川グラウンドで行われました。

　市内６地区から集結した４７１人の団

員の皆さんは、『安心・安全なまちづく

り』推進のため、決意を新たにしました。

　２３日には、文化財防火デー（１月２６日）

を前に文化財防火訓練が戸口神社一帯

（飯田）で行われ、地元消防団員が訓練を

通して文化財の大切さを再認識しました。

　１月９日に行われた成人式では、久し

ぶりに会う同級生との再会に自然と笑み

がこぼれ、会場は華やかな雰囲気に包ま

れていました。

　式典の中で、新成人代表の岡祐介さん

が、「こうして成人式を迎えられたのも

家族をはじめ、恩師や地域の方々など多

くの人に支えられ励まされてきたからで

す。この感謝の気持ちを忘れず、社会、

鹿島に対して少しでも恩返しできるよう

努力していきます。」と力強く決意の言

葉を述べました。

二十歳の門出を祝う

多良岳オレンジ海道が全線開通　３月５日（土）～

　鹿島市と太良町を結ぶ多良岳地区広域

農道「（愛称）多良岳オレンジ海道」の開

通式が３月５日（土）に行われます。

　当日はＪＲウォーキング等のイベント

も開催されるため、一般車両の全線通行

は１５時以降となりますので、ご注意くだ

さい。

問合先　農林水産課基盤整備係

　　　　緯（６３）３４１３

寓市民憲章を宣言

－中島あゆみさん－

寓決意の言葉

－岡　祐介さん－

落　成　式

１２月２４日

鹿島小学校（新）北校舎落成式

があり、校舎の沿革や新校舎

の説明のほか、児童代表のこ

とばやアトラクションで花を

添えました。

表　　彰

１２月２１日

平成２２年度鹿島市統計グラフ

コンクールにおいて特選・準

特選に入賞した子どもたちを

表彰しました。

冬の風物詩

３００年以上続く　ふな市

１月１９日
早朝から、活きのいい鮒の販
売、『ふなんこぐい』の試食、
もちつきやイベントなどが催
され、たくさんの人でにぎわ
いました。
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　鹿島市議会では、昨年１０月に制定

した、議会基本条例に基づく「議会

報告会」と合わせ、「記念講演会」

を行います。市民の皆さまのご来場

をお待ちしています。

と　き　２月５日（土）１４時～

ところ　エイブルホール

内　容

　①議会報告会　１４時～１５時３０分

　②記念講演会　１５時３０分～１７時　

　　演題「鹿島市の将来のまちづく

　　　　　りについて」

　　講師　早稲田大学教授

　　　　　入江正之さん

入場料　無料

主　催　鹿島市議会

問合先　鹿島市議会事務局

　　　　緯（６３）２１０４

おお知知ららせせ
平成２２年度鹿島市議会
報告会および講演会

 

　市の魅力をＰＲしようと、地区ご

とに観光スポットや偉人などを紹介

する観光情報番組「いってみんさい

きてみんさい」をケーブルテレビで

放映しています。ぜひご覧ください。

２月の放映予定…古枝地区ＰＲ番組

　１６日（水）１０時～、１９時～

　１７日（木）８時～、１３時～、２１時１３分～

※都合により放映日、時間帯が変更

　になる場合があります。

※放映後、市ホームページに掲載を

　予定しています。

問合先　商工観光課観光振興係

　　　　緯（６３）３４１２

 

　市では、国民健康保険・後期高齢

者医療の被保険者が亡くなられた場

合、その葬祭を行った人（喪主）に

対し、申請により葬祭費（国保２万

５千円、後期３万円）を支給してい

ます。

　詳しくはお問い合わせください。

※葬祭を行った日から２年を経過し

　ますと、時効により支給ができな

　くなりますのでご注意ください。

問合先　保険健康課国保係

　　　　緯（６３）２１２０

鹿島市観光情報番組を
ケーブルテレビで放映中

国民健康保険・後期高齢者医療
葬祭費の支給制度があります

 

　任期満了に伴う鹿島市土地改良区

総代選挙が２月２４日に執行されます。

　この総代選挙の立候補届出は次の

とおりです。

届出日時　２月１７日（木）～１８日（金）

　　　　　８時３０分～１７時

届出場所　鹿島市土地改良区事務所

届出書類　事前に必要書類を選挙管

　　　　　理委員会まで取りに来て

　　　　　ください

問　合　先　選挙管理委員会

　　　　　緯（６３）３４１８

 

　国土交通省では、迅速なリコール

の実施やリコール隠し等の防止のた

め、「自動車不具合情報ホットライン」

を通じて、皆さまのお車に発生した

不具合情報を収集しています。

　お車に不具合が発生した際は、情

報をお寄せください。

○フリーダイヤル（平日・日中）

　緯０１２０（７４４）９６０

○自動音声（年中無休・２４時間）

　緯０３（３５８０）４４３４

鹿島市土地改良区
総代選挙立候補受付

自動車の不具合情報を
お寄せください

　平成２２年１２月分市長交際費の支出状況を公表します。

問合先　企画課秘書係　緯（６３）２１００

支出の相手方、行事名支出金額支出日・件数区　分
供花１件１５,０００円１２月１３日弔　慰
鹿島実業高等学校女子全国大会出場（駅伝・バレー）４０,０００円１２月７日餞　別

５５,０００円合　計

平成２２年１２月
市長交際費支出状況表

介護保険料および
市税集合徴収分の
第９期の口座振替日は

２月　２　８　日（月）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

情報掲示板　愚　お知らせ
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　公的個人認証サービスの電子証明

書の有効期間は、発行の日から起算

して３年間です。有効期限が到来し

た場合は順次失効することになりま

すので、更新を希望される人は、手

続きをお願いします。なお、失効し

た後でも、新しい電子証明書の発行

を受けることがきます。

受付場所　市民課窓口

受付時間　８時３０分～１７時　　　　

　　　　　（土、日、祝日を除く）

必要なもの・更新する電子証明書が格

　　　　　納された住基カード

　　　　・本人確認のための顔写真

　　　　　付き公的証明書

　　　　　（運転免許証、パスポート等）

　　　　・公的個人認証用パスワード

　　　　・発行手数料　５００円

問　合　先　市民課市民年金係

　　　　　緯（６３）２１１７

 

　調査票への記入・回収に際しまし

ては、お忙しいところご協力いただ

きありがとうございました。

　経済産業省で集計の後、平成２３年

９月下旬（予定）に速報が公表されま

す。調査結果はこれからの工業関係

の様々な計画や施策の基礎資料とし

て利用されます。

問合先　企画課情報統計係

　　　　緯（６３）２１０１

公的個人認証サービスの
更新はお済みですか？

平成２２年工業統計調査への
ご協力ありがとうございました

 

○各種作業の注文をお受けします

「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。

○家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

チップはいかがですか

○刃物研ぎいたします

　と　き　２月１７日（木）８時３０分～

○会員を募集しています（６０歳以上）

　説明会　２月１７日（木）９時３０分～

　ところ　シルバー人材センター

問合先

　鹿島市シルバー人材センター

　緯（６３）０９７０

 

 

　婚活中の皆さんご参加ください！

　皆さんの出逢いをサポートします。

　鹿島の観光地めぐりやゲームなど、

楽しい企画が盛りだくさん。

　軽装でご参加ください。

と　　き　２月１１日（祝）

　　　　　受付９時３０分～開会１０時

集合場所　鹿島市民会館

募集人数　２０歳以上の独身男女各２０名

　　　　　（男性は鹿島市内在住者・

　　　　　女性は市外在住者でもか

　　　　　まいません）

募集締切　２月４日（金）

参　加　費　男性２,０００円　女性１,０００円

　　　　　※当日受付で徴収します。

主　　催　鹿島市６地区公民館合同事業実行委員会

問　合　先　のごみふれあい楽習館　

　　　　　緯（６２）３３７３

市シルバー人材センター
からのお知らせ

イイベベンントト
ふれあいparty　inかしま
‐あなたも出逢いのチャンス-

 

　３月末で生活経営科が閉科となる

ため、今回のファッションショーが

最後となります。

と　き　２月５日（土）１２時３０分～

ところ　鹿島市民会館

内　容　第１部　学習成果発表　　

　　　　１２時５０分～１４時

　　　　第２部　ファッションショー

　　　　１４時１５分～１５時５分

問合先　鹿島実業高等高校

　　　　緯（６３）３１２６

 

　昭和６０年に旭ヶ岡公園の桜の保存

と育成を目的に発足した鹿島市桜樹

保存会では、今日まで約４００本の

桜を植樹し、また、桜の生育調査を

行うなど、より良い桜の環境づくり

を目指しています。

　今年も下記のとおり植樹祭を開催

し、市民の皆さんと共に桜の木を植

樹します。ぜひご参加ください。

と　き　２月１３日（日）１０時～

ところ　旭ヶ岡公園

※ご寄付についても、随時受け付け

　ています。皆さまのご支援よろし

　くお願いします。

問合先　鹿島市桜樹保存会事務局　

　　　　（鹿島青年会議所内）

　　　　緯（６２）５６５６

第８回鹿島実業高校
学習体験フェア

鹿島市桜樹保存会
植樹祭

鹿島商工会議所との共同開催
鹿島よか逸品市　１０時～１５時
－　鹿島市民会館ロビー内　－

　市内の店舗がお店の一押し商品を

　出品します。

　鹿島実業オリジナル鹿島おにぎり　

　の試食もあります。（限定１００個）

情報掲示板　愚　お知らせ・イベント
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対象者　ハローワークで求職申し込

　　　　みを行っている人やハロー

　　　　ワークで基金訓練について

　　　　あっせんを受けた人など、

　　　　一定の要件を満す人

受講料　無料（教材費は実費負担）

応募方法　ハローワーク鹿島で申込書

　　　　の交付を受けてください。

募集期間　２月１０日（木）～３月９日（水）

募集人員　３０人（３月１０日面接実施予定）

訓練期間　６ヵ月（３月３１日～９月３０日）

訓練科目　医療調剤事務（昼間：６ヵ月コース）

訓練施設　鹿島市勤労者福祉センター

その他　訓練・生活支援給付金の支

　　　　給対象事業となります。

　　　　（受給資格が必要）

問合先　ハローワーク鹿島

　　　　緯（６２）４１６８

　　　　２月１０日以降にお問い合わ

　　　　せください。

 

　地元でとれる旬の食材を無駄なく

使い、調理方法も工夫をした、「エコ

クッキング」にチャレンジしてみま

せんか。お子さんと一緒の参加も大

歓迎です。

と　き　３月２０日（日）１０時～１４時

ところ　エイブル２階　調理実習室

参加費　大人５００円（小人３００円）

内　容　食と環境に関する話と調理

募集人数　２０人程度

申込締切　３月１１日（金）先着順

問合先　環境下水道課環境係

　　　　緯（６３）３４１６

募募 集集
職業訓練教室が
開講します

環境にやさしい
エコクッキング講座

 

　市では、統計調査員として国が実

施する基幹統計調査（国勢調査など

年間数件）に従事していただける人

を随時募集しています。希望される

人は、あらかじめ「登録調査員」と

して登録していただき、調査実施の

際に調査員として活動していただき

ます。統計調査員に関心をお持ちの

人は気軽にお問い合わせください。

問合先　企画課情報統計係

　　　　緯（６３）２１０１

 

　介護保険法に基づく認定調査に従

事いただく調査員を若干名募集します。

調査地域

　武雄市・嬉野市・鹿島市・白石町

雇用期間（勤務成績で雇用期間更新あり）

　平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

資　格　等

　保健師・看護師・介護支援専門員

　のいずれかの資格を有し、認定調

　査の経験がある者で、自宅にイン

　ターネットを接続している者、ま

　たは接続可能な者

勤務形態

　自己所有車を使用し、自宅を拠点

　に業務を行います。 

応募方法

　次の書類を郵送または杵藤地区介

　護保険事務所へご持参ください。

　①市販の履歴書（顔写真貼付）

　②資格等を証明する書類の写し

選考方法　書類選考および面接

募集期間　２月１０日（木）～３月４日（金）

問　合　先　介護保険事務所　認定係

　　　　　緯（６９）８２２７

あなたも統計調査員
になりませんか

介護保険事務所
平成２３年度　在宅調査員募集

 

　雇用・能力開発機構佐賀センター

では、平成２３年４月期の受講生を募

集しています。

入所日　４月５日（火）

時　間　月～金曜日９時３０分～１５時４０分

　　　　機械加工技術科のみ９時３０

　　　　分～１６時３５分授業の日あり

　　　　企業実習（１ヵ月）あり

期　間　６ヵ月

締　切　３月２日（水）

応募資格　雇用保険受給資格者等の離

　　　　職者および求職者で、再就

　　　　職のために技能習得を必要

　　　　とする人

申込み　最寄りの公共職業安定所

　　　　気毎月職業訓練説明会を実

　　　　　施しています。

問合先　同センター

　　　　緯０９５２（２６）９５１６

 

募集団地　鹿島市・武雄市・大町町

　　　　　地区の１０団地

申込書配布　２月１日（火）～

申込受付　２月４日（金）～１０日（木）

　　　　　９時～１８時（日曜を除く）

公開抽選　２月２１日（月）

申込・問合先

［指定管理者］川原建設㈱武雄管理室

　　　　緯０９５４（２６）０５２２

職業訓練
受講生募集

平成２３年２月
県営住宅入居予備者募集

定員募集訓練科
１８　テクニカルオペレーション科
１２　機械加工技術科
１８　金属加工科
１８　電気設備科
１８　住宅リフォーム技術科
２４　建築CAD科

情報掲示板　愚　募集
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　主に雇用保険の受給ができない人

（失業中の人など）を対象に行う訓練です。

訓練内容　ワード、エクセル、パワーポイントほか

訓練期間　３月１０日（木）～６月９日（木）

訓練時間　月、火、木、金曜

　　　　　９時１０分～１５時５０分

定　　員　２８人

実施場所　ＮＰＯ法人フロンティア（横田）

募集締切　２月２１日（月）

受　講　料　無料（教材費６,３００円が必要）

問　合　先　NPO法人フロンティア

　　　　　緯（６３）４５７１または

　　　　　最寄りのハローワーク

 

　内閣府では、平成２３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ます。

募集期間　２月１４日（月）～３月２５日（金）

応募資格　１８歳以上３０歳以下

　　　　　（平成２３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

－説明会を開催します－

と　き　３月１３日（日）１０時～

ところ　メートプラザ佐賀（佐賀市）

問合先　県こども未来課青少年健全育成担当

　　　　緯０９５２（２５）７３８１

「ＩＴ基礎科」職業訓練
受講生募集

青年国際交流事業に
参加しませんか

 

　文科省認定のソフトボール上級指

導員が指導します。

対　象　小学６年生～おおむね６０歳

募集人員　２０人程度

会　場　祐徳グラウンドＢ

日　程　（２月２７日を除く）２月～３月の

　　　　各日曜日（７日間）９時～１２時

会　費　１,０００円（７日間）※初日に徴収

申込先　鹿島市ソフトボール協会事務局　諸岡

　　　　緯０９０（３１９７）４１６１

 

 

　市では、メンタルヘルス・自殺対

策に関する講演会を開催します。

と　き　２月１７日（木）１４時～１６時

ところ　エイブルホール

入場料　無料

講　師　ＮＰＯ法人　自死遺族支援ネットワークＲｅ代表

　　　　山口和浩さん

主　催　佐賀いのちの電話、鹿島市

申込み　電話での事前申込みが必要

問合・申込先　

　　　　鹿島市福祉事務所

　　　　緯（６３）２１１９

ソフトボール
ピッチャー教室

講講 演演 会会
「生きる」を支える

～あなた、そしてあなたの大切な人の命を守るためにできること～

 

 

　不動産の相続・売買・贈与などの

登記、供託、債務整理、成年後見な

ど司法書士全般に関するいろいろな

ご相談をお受けします。

と　き　２月５日（土）１０時～１５時

ところ　鹿島市民会館２階第５会議室

その他　当日は電話相談も受け付けます。

　　　≪専用ダイヤル≫

　　　　緯０９５２（２９）９９６６

　　　　緯０９５２（２９）０６３５

問合先　佐賀県司法書士会

　　　　緯０９５２（２９）０６２６

 

　杵藤保健福祉事務所では、体の不

調や症状でお悩みの人や難病と診断

された人等の医療に関する相談を受

けています。気軽にご利用ください。

と　き　２月１６日（水）１４時～１５時３０分

ところ　エイブル

相談医　長崎川棚医療センター　神経内科医

相談申込　２月８日（火）までに電話

　　　　で申し込んでぐださい。

申込先　杵藤保健福祉事務所　難病担当

　　　　緯０９５４（２２）２１０５

相相 談談
司法書士による

県下一斉無料法律相談会

難病医療相談

個人でできるインフルエンザ予防策 問合先　保健センター予防係　緯（６３）３３７３

介護保険制度説明会を開催

３月で６５歳になられる人を対象に、

制度説明会を開催します。対象以

外の人も気軽にご出席ください。

と　き　２月１７日（木）１４時～

ところ　福祉会館３階大会議室

問合先　介護保険事務所

　　　　緯（６９）８２２２

ポイント！

潤からだの抵抗力を高めるため

　に日ごろから心がけましょう。

十分な休養と
バランスのよい食事

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。

マスク

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。

手洗い

情報掲示板　愚　募集・講演会・相談
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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）３３７３２月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成１９年７月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票、尿
内　容　身体測定、育児相談、尿検査
　　　　　　　　小児科医の診察、　歯・目・耳の検査

１０日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２１年７月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票
内　容　身体測定、育児相談、歯科診察、
　　　　　　　　小児科医の診察、　フッ化物塗布（希望者のみ）

２４日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２２年１０月生まれ
持参品　母子健康手帳
内　容　身体測定、育児相談、
　　　　　　　　小児科医の診察 

２３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

２２・・９９・１・１６６・２・２３３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

１１６６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

１５日（火１５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

４日（金）　エイブル　『大好き嗣届け』　

１８日（金）　楠　風　館　『ほっこりひととき♪』

８日（火）　エイブル　『ハートがいっぱい嗣』

２３日（水）　楠　風　館　『心がまったり♪』

子育てサークル　会場受付９時４５分～１０時

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

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１日（火）

七浦漁村センターぞ　うさん９日（水）

鹿島小わんぱくクラブひよこさん１５日（火）

古 枝 公 民 館きりんさん２２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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８日（火）　祐徳稲荷神社初午祭
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　祐徳稲荷神社
１３日（日）　平成２２年度　「６５歳　盛年の集い」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エイブルホール　１３時３０分～
１３日（日）　桜樹保存会植樹祭（詳細は２２ページ）
　　　　　　　　　　　　　　　　旭ヶ岡公園　１０時～
１８日（金）～２０日（日）

第５１回郡市対抗県内一周駅伝大会
　　　　　　　鹿島市役所中継　１８日（金）１４時３５分予定

２７日（日）　公認祐徳ロードレース大会
　　　　　　　　　　　林業体育館前スタート　１０時～

　　　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

４月号３月号
３月３日１月３１日

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館２階

　３日（木）　受付１３時～１４時　　　　　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始

　２４日（木）　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

　１日（火）　１０時～１５時

愚成人健康相談　保健センター

　９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

　７・１４・２１・２８日（月）、４・１８・２５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　

　９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

　１６日（水）　　１０時～１２時（要予約：福祉事務所緯（６３）２１１９）

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

　２４日（木）　　１３時３０分～１６時

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）

　１・１５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

　２・１６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

２月

 如月 
きさらぎ

（２月分）

５・１２・１９・２６日（土）、
６・１３・２０・２７日（日）、１１日（祝）

市役所
保健センター

７・１４・２１・２８日（月）、２４日（木）市民図書館

７・１４・２１・２８日（月）
生涯学習センター
（エイブル）

１・８・１５・２２日（火）
陸上競技場、
社会体育館

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

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

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

当番薬局在宅当番医日

祐信堂薬局中村医院　緯（６３）９２３４６日（日）

おおぞら薬局別府整形外科　緯（６３）３０６３１１日（祝）

前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０１３日（日）

西牟田薬局田中医院　緯（６３）４０８０２０日（日）

アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８２７日（日）

市水道課　緯（６２）３７１８へお問い合わせください。

今回より鹿島市内のコースが一部変更とな

ります。当日は交通規制がありますので、

ご協力をお願いします。

問合先　鹿島市体育協会緯（６２）３３７９


