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　１月２９日、国立劇場で開催された民俗芸能公演に琴路神

社の獅子舞（南川獅子舞保存会）が出演、威勢のいい獅子の

掛け声とともに見事な舞を披露し、観客を魅了しました。

　この琴路神社の獅子舞は３００年以上前に始まったとさ

れ、平らで丸い形の面が珍しいこともあり、国立劇場から

出演要請があったそうです。

写真
公演を終えた南川獅子舞保存会の皆さん
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平成２３年１月３１日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯５－人２－世帯１０,５９４人３１,５８１

世帯４－人１＋世帯　５,２０６人１４,３２４鹿　　島

世帯１＋人２－世帯　１,１６２人  ３,８５９能　古　見

世帯３－人６－世帯　　　９８１人  ３,１８７古　　枝

世帯０人１１＋世帯　１,０４８人  ３,２３３浜

世帯０人４－世帯　１,２１５人  ３,７４２北　鹿　島

世帯１＋人２－世帯　　　９８２人  ３,２３６七　　浦

人９－人１４,８１５男

人７＋人１６,７６６女

№１００７

市内循環バス時刻表改市内循環バス時刻表改正正
４月１日か　　　　　４月１日からら

　新時刻表は広報かしま４月号でお知らせします
　詳しくは　企画課企画係　緯（６３）２１０１
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桜まつりを開催

おすすめの市内花見スポット

寓花のトンネル 寓蟻尾山公園 寓臥竜ヶ岡公園 寓祐徳稲荷神社 寓誕　生　院 寓のごみ人形工房

　市内の桜の見ごろは、例年３月下旬～４月上旬。これら以外にも花見スポットはありますので、

家族や友人らと一緒に「市内花見めぐり」はいかがですか？

 　商工観光課　緯（６３）３４１２詳しくは

※桜の開花状況により期間を変更することがあります。

期　間 ３月　２　５　日（金）～４月４日（月）

ライトアップ １　８　時　～　２　２　時ライトアップ １　８　時　～　２　２　時

・カルメラ無料体験　期間中の１１時～１７時

・猿回し　３月２５日（金）～４月１日（金）の毎日（１日数回）

・竹とんぼ距離飛ばし競争　４月２日（土）～３日（日）１４時～

　毎日先着３０人受付（竹とんぼは配付）、賞品あり

※北園忠治さん（行成）にご協力いただき開催します。

※天候などにより日程、時間、内容が変更になることがあります。桜まつり関連行事

建３月開催分 建４月開催分

ところ行事名
開始
時間

開催日

市民体育館県西部地区高校剣道大会　８:３０１３日（日）

鹿島小・明倫小・市民球場桜まつり学童軟式野球大会　９:００19・20・21・２6

陸上競技場サブグラウンド佐賀県観桜少年サッカー大会　９:００２０日（日）

旭ヶ岡公園桜まつり少年相撲大会　９:００２５日（金）

市民体育館ほか県下少女バレーボール観桜大会　８:３０２７日（日）

北公園４地区鹿島観桜テニス大会　９:００２７日（日）

西部中学校観桜中学女子ソフトボール　９:００２７日（日）

ところ行事名
開始
時間

開催日

大手門会館旭ヶ岡観桜俳句大会１０:００２日（土）

市民球場鹿島市近接中学軟式野球大会　９:００２・９（土）

鹿島高校観桜少年柔道大会　９:００３日（日）

市民体育館観桜卓球大会　８:４５３日（日）

市民武道館観桜弓道大会　９:００３日（日）

西部中学校桜まつり少年剣道大会　９:００３日（日）

横田公民館桜まつりチャリティ茶会１０:００３日（日）

松陰神社境内桜まつり県下民踊大会１０:３０４日（月）

福祉会館観桜囲碁大会　９:００４日（月）

中川グラウンド観桜ゲートボール大会　８:３０９日（土）

日本の歴史的日本の歴史的公公園１００選！園１００選！

旭ヶ岡公旭ヶ岡公園園　桜まつり桜まつり
 　商工観光課　緯（６３）３４１２詳しくは

イベント
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春のイベント 情春　の　イ　ベ　ン　ト　情　報報

　建情報掲示板ワイド春のイベント情報

建第１０回　肥前浜宿　花と酒（咲け）まつり
酒処肥前浜宿で新酒の香りと春の桜に酔いしれませんか?

と　　き　３月２６日（土）、２７日（日）　１０時～１７時

と　こ　ろ　肥前浜宿酒蔵通り、庄金地区ほか

内　　容　Ｂ級グルメ大会

　　　　　県内酒造「新酒」飲み比べ

　　　　　酒蔵にわかまつり（２６日１１時開演）

　　　　　岡ゆう子歌謡ショー（２６日１９時開演）

　　　　　酒蔵カラオケのど自慢大会（２７日１０時開演）

　　　　　茶会、野畠面浮立、大村方獅子舞など

 　肥前浜宿花と酒（咲け）まつり実行委員会

　　　　　（いきいき館内）　緯（６９）８００４

詳しくは

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

　情報掲示板などにもこれ以外のイベントを掲載しています。

建第５回　かしま発酵まつり

新酒と地元発酵食品、Ｂ級グルメでおもてなしをします。

と　　き　３月１３日（日）１０時～１６時

と　こ　ろ　矢野酒造酒蔵（東蔵）ほか

内　　容　鹿島発酵研究会による地元発酵食品のふるまい

　　　　　Ｂ級グルメ（甘酒のりソース焼きそば）　前売券発売中

 　鹿島発酵研究会(鹿島商工会議所内)

　　　　　緯（６３）３２３１

詳しくは

建春のほとめきまつり
ほとめき会は、鹿島市中心商店街の活性化を図ろうと発足

した団体で、今春も道踊りなどの催し物を企画して「春の

ほとめきまつり」を開催します。

と　　き　４月３日（日）１５時～１９時

と　こ　ろ　鹿島市中心商店街（さくら通り～スカイロード）

内　　容　道踊り・歌など

　　　　　もちやおしるこのふるまいもあります。

 　折敷瀬敞子　緯（６３）４０２９詳しくは

５月３日博多どんたくに参加しませんか?

今年もほとめき会で博多どんたくに参加します！

ただ今、参加者募集中です！

同日開催　市内蔵めぐりツアー参加者募集

　発酵まつり当日、市内（浜・古枝など）の酒造など

をバスでめぐります。参加費無料

　申込締切　３月４日（金）

今回も赤門前を出発、花のトンネルを踊り込みます
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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）

　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

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！！！！！！！！！！！

①不在者投票指定病院・老人ホームなどに入院・入所している人は、その施設内で不在者投票ができます。

　入院・入所している病院・施設にお尋ねください。

②出張などで選挙期間中は市外に滞在している人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

　これには投票用紙等の請求手続きが必要です。早めに選挙管理委員会までお問い合わせください。

③身体に重度の障害がある人や要介護認定５の人などは、郵便による不在者投票ができます。

　これにはあらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けておく必要があります。早めに選挙管理委員会までお問

　い合わせください。

　選挙管理委員会　緯（６３）３４１８

恭期日前投票のご利用を！

　投票日に仕事や旅行などで投票所へ行けない人のた

めに「期日前投票」制度があります。

日　　程　上の表のとおり

時　　間　８時３０分～２０時

と　こ　ろ　市民会館１階選挙管理委員会

持　参　品　入場券

詳選挙管理委員会　緯（６３）３４１８

期日前投票の注意点

　県知事選と県議選は、投票日は４月１０日で一緒です

が、告示日が異なっています。このため期日前投票期

間が異なりますのでご注意ください。（下記参照）

恭不在者投票のご利用を！

３/２５～４/１ ４/２～４/９

告示日３／２４

４/１０

投

票

日

告示日４/１

知事選

県議選

期日前投票期間（３/２５～４/９）

期日前投票期間（４/２～４/９）

▼

▼

この期間は知事選しか

期日前投票できません

この期間は、知事選・県議選の

両方とも期日前投票ができます

詳しくは

詳しくは
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平平成成２３２３年年５５月３１月３１日日までにまでに
住宅用火災警住宅用火災警報報器を取り付けましょ器を取り付けましょうう
　お住まいの住宅は平成２３年５月３１日までに設置が義務付けられています

ので、早めに設置しましょう。

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

使用をやめたいとき、使用者を変更したいときなどは、

事前に水道課への届け出が必要です。水道課窓口まで

お越しください。

　※土・日・祝日・年末年始は業務を行っていないため

事前に手続きが必要となります。平日に都合がつかれ

ない人は下記までお問い合わせください。

　水道課管理係　緯（６２）３７１８

　　　　　　　　　　　　　　 　鹿島消防署　緯（６３）１１１９

設置場所

　　①寝室の天井または壁【煙感知器】

　　②２階に寝室がある場合は、階段の踊り場の天井または壁【煙感知器】

　　③台所の天井または壁【熱感知器】 　★ 義務はありませんが設置を勧めます。

　　④７㎡（４.５畳）以上の部屋が５つ以上ある階の廊下の天井又は壁【煙感知器】

春の火災予防運動 ３月１日（火）～７日（月）

『「消したかな」あなたを守る 合言葉 』

もしも不審に思ったら、次のことに注意してくださいもしも不審に思ったら、次のことに注意してください。。
・はっきり断る　・はっきり断る。。
・書　・書類類（契約書（契約書））には、押印やサインをしないには、押印やサインをしない。。
・相手が脅迫的な行動に出た時は、警察に通報する　・相手が脅迫的な行動に出た時は、警察に通報する。。
※住宅用火災警報器は、クーリングオフの対象です※住宅用火災警報器は、クーリングオフの対象です。。

ご注意くださいご注意ください！！
～住宅用火災警報器や消火器の訪問販～住宅用火災警報器や消火器の訪問販売売～～

詳しくは

詳しくは

　建情報掲示板ワイド消防署からのお知らせ
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募集内容　相談員（嘱託職員）　１人

応募資格（以下の条件をすべて満たしていること）

　　　　・身体障害者手帳の交付を受けている人

　　　　・介助者なしに職務の遂行が可能な人

　　　　・活字印刷文による出題文に対応できる人

　　　　・自動車の普通免許所有者

　　　　・パソコンを使った一般事務ができる人

雇用期間　平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

　　　　　（最長平成２５年３月３１日までの更新あり）

勤務内容　障害児・者に対する日常生活面での相談対

　　　　　応や雇用、就労促進に向けた支援を行う。

勤務時間・形態　週３日　９時～１７時（社会保険なし　雇用保険あり）

勤務場所　市役所１階福祉事務所

応募方法　市のホームページからダウンロードした専

　　　　　用履歴書または福祉事務所に備え付けの専

　　　　　用履歴書と４００字から８００字程度のテーマに

　　　　　沿った作文を提出してください。

　　　　　作文の記入用紙は市販の原稿用紙を使用し

　　　　　てください。

　　　　　作文テーマ「障害について思うこと」

募集期間　３月１日（火）～３月１５日（火）　郵送可

採用方法　面接とあらかじめ提出していただいた履歴

　　　　　書と作文により採用決定します。

　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９

募集内容　嘱託職員等　若干名

応募資格　自動車の普通免許を所有し、パソコンを　

　　　　　使った一般事務ができる人。

募集期間　３月１日（火）～３月１４日（月）　郵送可

業務内容　生活福祉資金の貸付業務、権利擁護事業の

　　　　　相談支援業務、募集事務、貸出事務など

勤　　務　週４０時間、鹿島市社会福祉協議会での勤務

給　与　等　１３２,３００円～１６０,０００円

　　　　　（社会保険料等を含む。昇給・賞与なし）

雇用期間　平成２３年４月１日～９月３０日

　　　　　　（更新あり）

採用方法　書類審査後、面接日時を連絡します。

応募方法　市販の履歴書に必要事項を記入し３月１４日

　　　　　（月）までに鹿島市社協へ提出してください。

　　　　　※ハローワークの紹介状が必要です。

 　鹿島市社会福祉協議会　緯（６２）２４４７

　　　　　〒８４９-１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１

詳しくは

募集内容　相談員（嘱託職員）　１人

雇用期間　平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

　　　　　　（最長平成２５年３月３１日までの更新あり）

勤務内容　配偶者やパートナーなどからの暴力・虐待

　　　　　防止の啓発活動や相談業務

勤務時間・形態　週３日　９時～１６時（社会保険なし　雇用保険あり）

勤務場所　市役所１階福祉事務所

応募方法　市のホームページからダウンロードした専

　　　　　用履歴書または福祉事務所に備え付けの専

　　　　　用履歴書と４００字から８００字程度のテーマに

　　　　　沿った作文を提出してください。

　　　　　作文の記入用紙は市販の原稿用紙を使用し

　　　　　てください。

　　　　　作文テーマ「配偶者やパートナーなどからの暴力・虐待について」

募集期間　３月１日（火）～３月１５日（火）　郵送可

採用方法　面接とあらかじめ提出していただいた履歴

　　　　　書と作文により採用決定します。

　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９

配偶者やパートナーなどからの

暴力・虐待被害の相談員を募集します

鹿島市社協嘱託職員等を募集します

障害者支援相談員を募集します

詳しくは

詳しくは

採　用　情　報
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　建情報掲示板ワイド情報掲示板ワイド

お
知
ら
せ

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

お
知
ら
せ

　転勤や進学などに伴い、住所

の異動が多い年度末と年度始め

に市民課では土・日曜日も手続き

を受け付けます。

と　　き　３月２６日（土）・２７日（日）、

　　　　　４月２日（土）・３日（日）の８時３０分～１２時

と　こ　ろ　市民課窓口

内　　容　以下の手続きについて受け付けます。

　　　　　潤転入・転出などの住所異動届およびこれに

　　　　　　伴う児童生徒異動届、国民健康保険および

　　　　　　介護保険の手続き

　　　　　潤出生・死亡・婚姻等の戸籍に関する届け出

　　　　　※上記届け出の際は、本人確認のできる身分

　　　　　　証明書（運転免許証等）をご持参ください。

　市民課市民年金係　緯（６３）２１１７

お
知
ら
せ

海の森　植樹祭にご参加ください！
お
知
ら
せ

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

河川上流部に広葉樹を植樹する「第１７回海の森植樹祭」を開催します。

　今回は、中木庭ダム横の市有地内にイロハモミジやつばきなど、

７種類９４０本の広葉樹を植樹します。

詳しくは

と　　き　３月１２日（土）　９時～１２時１０分（予定）

　　　　　※荒天時は３月１９日（土）に順延、

　　　　　　態度決定は１１日夕方に行い、参加者へ連絡します。

集　　合　市役所前に９時

と　こ　ろ　中木庭ダム東側（国道沿いの市有地）

　　　　　※シャトルバスで現地へ移動します

持　参　物　軍手、タオル

　　　　　植栽用鍬をお持ちの人はご持参ください。

そ　の　他　弁当や飲み物はこちらでご用意します。

植　樹　種　イロハモミジ、ツバキ、ナンキンハゼ、クヌギ、イチョウ、コナラ、ケヤキ

申込締切　３月８日（火）

　鹿島市環境衛生推進協議会事務局（市農林水産課林務水産係）　緯（６３）３４１３詳しくは

～時間外交付制度のご利用を～

　左の期間でなくても、仕事などで平日に市役所に

来ることができない人のために、市民課と税務課で

は次のような証明書などについて電話予約をして、

休日や夜間に受け取ることができる「時間外交付」

を実施しています。予約や受け取りについての詳細

はお問い合わせください。

愚市民課

　住民票の写し、印鑑登録証明書、納税証明書、

　課税証明書、所得証明書

愚税務課

　名寄帳、地籍図、評価通知書、公課証明書

 　市民課市民年金係　緯（６３）２１１７

　　　　　税務課納税相談係　緯（６３）２１１８

詳しくは
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　市では、市民のみなさんに環境に関するイベントを通じて「人と地球にやさしい生活」を実感してもらおうと、

エイブル周辺でかしまエコフェスタを開催します。もっとエコを知ってエコひいきになりましょう！

１０時～１４時　エイブル２階調理実習室

岳食と環境に関する話の後に旬の食材を

　使った調理を行います。

②エコクッキング講②エコクッキング講座座

１０時～１６時　市役所玄関前

※試乗（運転）するには免許証が必要です。

①電気自動車試乗①電気自動車試乗会会

１０時～１５時　市役所玄関前

岳電気自動車や電気バイクを試乗（運転）

　するには免許証が必要です。

①エコカー展示・試乗①エコカー展示・試乗会会

１３時～１４時３０分　エイブル２階和室

岳新聞を使ったマイバッグ作りのほか、

　エコかるたなどで遊びます。

④子どもエコ工作教④子どもエコ工作教室室（小学生対象（小学生対象））３月２０日（日）
開　催

バーバパパも

　やってくるよ！

恭参加者を募集しています！

　上記②④に参加を希望する人は、3月１１日（金）までに申し込みが

　必要です。（定員各２０人、先着順受付となります。）

　※エコクッキング講座は、参加費（大人５００円、子ども３００円）が必要です。

恭不用になった子ども服をお譲りください！

　集まった服は上記⑤で希望者に無料で差し上げます。

　１２０ｃｍ以下サイズで汚れがなく、破れていない服をお願いします。

　お手数ですが、３月１８日（金）までに環境下水道課へお持ちください。

　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６　または　市のホームページをご覧ください。

かしまエコフェスタを開催
イ
ベ
ン
ト

情報掲示板ワイド

と　　き　３月１３日（日）　１０時～１５時

と　こ　ろ　鹿島市民会館

内　　容　９時３０分～　喰青空市場、展示

　　　　　１０時～　　　喰開会セレモニー、ステージ発表

　　　　　１０時３０分～　喰医学講座「消化器癌の早期診断の重要性と最新の外科治療」　

　　　　　　　　　　　　講師　　医学博士　佐藤　建さん（織田病院医師）

　　　　　１３時３０分～　喰記念講演「感謝のプラス志向」　講師　三遊亭歌之介さん（写真寓）

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

　鹿島市みんなの集い実行委員会（市生涯学習課内）　緯（６３）２１２５

　市内で活動するさまざまな団体の活動発表や作品の展示・即売等を行います。今回は、全国で活躍中の「落語家」

三遊亭歌之介さんの鹿児島弁を交えた講演があります。

お
知
ら
せ

第 ２５ 回　鹿島市みんなの集いを開催
イ
ベ
ン
ト

詳しくは

詳しくは

１３時３０分～　エイブルエントランスロビー

（なくなり次第終了となります。）

※サイズは１２０cmまで、無料配布

⑤子ども服おゆずりコーナ⑤子ども服おゆずりコーナーー

９時～１５時　エイブルエントランスロビー

地球温暖化や太陽光発電設備などに関す

る展示コーナーを設置します。

⑥パネル展示コーナ⑥パネル展示コーナーー

１３時～１４時３０分　エイブル３階研修室

岳講演のほか、太陽光発電設備に関する

　展示や補助制度のお知らせもあります。

③講演③講演会会～～地球温暖化と太陽光地球温暖化と太陽光発発電電～～
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情報掲示板ワイド

恭無償給付などの対象は?

　次のいずれかに該当し、ＮＨＫの放送受信料が全額免除となっている世帯です。

　①生活保護などの公的扶助を受けている世帯

　②障害者手帳所有者がいる世帯で、かつ世帯全員が市町村民税非課税の措置を受けている世帯

　③社会福祉事業施設に入所されている人

　※すでに地上デジタル放送がご覧になれる世帯は、支援を受けられませんのでご注意ください。

恭支援の内容は？

①簡易チューナー（１台）を無償で現物給付します（※テレビは給付しません）。

　閣簡易チューナーが１台あれば、現在ご利用中のアナログテレビ１台で地上デジタル　

　放送をご覧になれます。簡易チューナーは、基本的にお住まいまで訪問して設置し、　

　操作説明を行います。

②アンテナ工事などが必要な場合は無償で工事を行います。

　閣簡易チューナーの設置のみで地上デジタル放送がご覧になれない場合は、屋外アンテナなどの無償改修を行　

　います。また、共同受信施設またはケーブルテレビをご覧になっている世帯の改修経費なども負担します。

恭申込期限

　平成２３年７月２４日まで（消印有効）　※期限が延長されました。

恭支援の申込方法は?

　下記により申込書を入手の上、総務省　地デジチューナー支援実施センターに送付してください。

　支援の申込書の入手方法

　　①総務省　地デジチューナー支援実施センターへご連絡ください。

　　②申込書は、市の福祉事務所（１階）にもあります。

　総務省　地デジチューナー支援実施センター　ナビダイヤル緯０５７０－０３３８４０

　　　　　【受付時間】平日９時～２１時（土・日・祝日は９時～１８時）

悪質商法にご注意ください！この支援による簡易チューナーについて費用を請求することはありません。

詳しくは

お
知
ら
せ

地上デジタル放送簡易チューナーを無償給付します！
７月２４日正午に地上アナログ放送は終了します

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

野鳥の死がいを見つけたら？
お
知
ら
せ

　国内各地で「鳥インフルエンザ」の発生が確認され

ており、市でも注意喚起を促しているところです。

　もし、野鳥（野生の鳥）の死がいを見つけたら下記を

参考にしていただきますようお願いします。

　　岳野鳥は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの

　　　病原体があることがあります。

　　岳一羽でも外傷のない野鳥の死がいを発見し、不

　　　安な場合はご連絡ください。

恭野鳥はさまざまな原因で死んでしまいます！

　野鳥はエサをとれずに衰弱する場合や環境の変化で

死んでしまう場合があります。

　野鳥が死んでいても「鳥インフルエンザ」を直ちに

疑う必要はありません。

恭鳥インフルエンザウィルスの人への感染は？

　鳥インフルエンザウィルスは、感染し

た鳥との濃密な接触等の特別な場合を除

いて、通常では人に感染しないと考えら

れています。日常生活では、過度に心配

する必要はありません。

 　農林水産課農政係　緯（６３）３４１３詳しくは

①野鳥の死がいは

　　　　手でさわらないでください。

②同じ場所でたくさんの鳥の死がいを

　見つけたらご連絡ください。
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７０歳以上７５歳未満の国保加入者の皆さんへ

医療費の自己負担割合が据え置かれます！

お
知
ら
せ

○現在、医療機関での窓口負担が1割の人は、平成２３年4月から平成２４年3月まで引き続き１割に据え置かれます。

　今まで窓口負担が３割の人（同じ世帯に住民税課税所得１４５万円以上の７０歳から７４歳までの国保被保険者がい

る人）は、引き続き３割となります。

　※ただし、８月に前年の所得をもとに新年度の負担割合が変更される場合があります。

○７０歳から７４歳の人（一般）の医療費が高額になった場合の自己負担限度額も、平成２３年4月から平成２４年3月まで

　据え置かれます。

 　保険健康課国保係　緯（６３）２１２０詳しくは

恭開通式

と　　き　３月５日（土）１０時～

と　こ　ろ　多良岳オレンジ海道　西葉大橋

内　　容　潤テープカット

　　　　　潤くす玉割り

　　　　　潤郷土芸能の披露

　　　　　　隅母ヶ浦面浮立

　　　　　　隅ゆたたりエイサー

　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」の開通式を行います。

　当日は記念イベントとしてＪＲ九州ウォーキングが行われますので、一般車両の全線通行は１５時以降となります。

恭ＪＲ九州ウォーキング

　多良駅を出発し、多良岳オレンジ海道を歩く渡り初

めウォーキングとなります。ゴールは肥前七浦駅です。

と　　き　３月５日（土）

集合場所　多良駅（なるべくＪＲをご利用ください。）

スタート受付　（多良駅）８時３０分～１１時

ゴール受付　（肥前七浦駅）１５時まで

参　加　費　無料（事前申込不要）

 　農林水産課基盤整備係　緯（６３）３４１３詳しくは

多良岳オレンジ海道いよいよ全線開通
３月５日（土）開通式＆ＪＲ九州ウォーキングを開催

イ
ベ
ン
ト

情報掲示板ワイド

　市では、経済的な理由で就学困難な児童生徒に対し、

学用品費や学校給食費など就学に必要な経費の一部を

援助する制度を設けています。

援助対象者　生活保護世帯およびこれに準じる程度に生

　　　　　活が苦しく、学用品費や給食費などの負担

　　　　　が困難な世帯の児童・生徒

援助の種類　潤学用品費、通学用品費

　　　　　潤医療費（学校保健安全法で定められた病気のみ）

　　　　　潤校外活動費、修学旅行費　

　　　　　潤給食費

　　　　　潤新入学児童生徒学用品費等

申請手続　申請の受付は、市役所２階の市教育委員会

　　　　　教育総務課で行っています。

持　参　品　潤印鑑

　　　　　潤収入がわかる書類

　　　　　　（世帯で収入がある人について全員分）

　　　　　　隅平成２２年分の源泉徴収票

　　　　　　　　（確定申告をした人は、申告書の写し）

　　　　　　隅昨年の勤め先と今の勤め先が違う場合

　　　　　　　は、現在の勤め先の給料明細書

　　　　　　　（直近3ヵ月～６ヵ月程度）

 　教育総務課学校教育係　緯（６３）２１０３詳しくは

お
知
ら
せ

就学援助制度のお知らせ
お
知
ら
せ

新しい有効期限（平成２３年７月３１日）の高齢受給者証を３月末までに郵送します。

４月になりましたら、現在お持ちの高齢受給者証は使えませんので、処分していただくか

市役所保険健康課へご返却ください。
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受給要件

　国民年金加入中に、病気やけがで障害者になったと

き、または６０歳から６５歳になるまでの間に障害者にな

ったときに、初診日の前日において次のいずれかの要

件を満たせば受給することができます。

　①初診日の属する月の前々月に保険料納付済期間

　　（免除期間を含む）が加入期間の２/３以上あること。

　②初診日の属する月の前々月までの１年間は保険料

　　未納期間がないこと。

障害の認定と年金支給

　障害基礎年金は障害認定日（初診日から１年６ヵ月

を経過した日または１年６ヵ月を経過しないで症状が

固定した日）において障害等級１級または２級に該当

したと認定されたときに支給されます。

障害等級の例

 　市民課市民年金係緯（６３）２１１７

　　　　　武雄年金事務所緯０９５４（２３）０１２１

詳しくは

ご存知ですか？　障害基礎年金
お
知
ら
せ

情報掲示板ワイド

奥平谷キャンプ場オープンは４月２９日から
お
知
ら
せ

　今年も新緑の季節に奥平谷キャンプ場が、オープンします！大自然

の雄大さに触れながら、キャンプはもちろんのこと、バーベキューや

山登り、川遊びもできます。

　あなたのスタイルにあった自然の楽しみ方を満喫してみませんか。

恭利用期間と申込方法

申込開始日　４月１日（金）　８時３０分～

申込方法　電話または市役所２階商工観光課へお越しください。

宿泊可能日　下記カレンダーの　　（薄い緑）の日のみとなります。

 　商工観光課観光振興係　緯（６３）３４１２詳しくは

金額（円）備考（広さのめやす等）定員種類

１２,４３０２階建　和洋室　２０畳１０人
コテージ

１２,４３０平屋建　洋室　１３畳１０人

　２,２００４畳半６人

バンガロー
　２,５６０６畳半７人

　７,３５０2階建　８畳＋８畳２０人

１４,７００2階建　３１畳＋１４畳５０人

　　　３６０現地管理人指示－持込テント

恭料金表

平成２３年４月

土金木水火月日

２１

９８７６５４３

１６１５１４１３１２１１１０

２３２２２１２０１９１８１７

３０２９２８２７２６２５２４

平成２３年５月

土金木水火月日

７６５４３２１

１４１３１２１１１０９８

２１２０１９１８１７１６１５

２８２７２６２５２４２３２２

３１３０２９

平成２３年７月

土金木水火月日

２１

９８７６５４３

１６１５１４１３１２１１１０

２３２２２１２０１９１８１７

３０２９２８２７２６２５２４

３１

平成２３年８月

土金木水火月日

６５４３２１

１３１２１１１０９８７

２０１９１８１７１６１５１４

２７２６２５２４２３２２２１

３１３０２９２８

平成２３年９月

土金木水火月日

３２１

１０９８７６５４

１７１６１５１４１３１２１１

２４２３２２２１２０１９１８

３０２９２８２７２６２５

平成２３年６月

土金木水火月日

４３２１

１１１０９８７６５

１８１７１６１５１４１３１２

２５２４２３２２２１２０１９

３０２９２８２７２６

恭利用可能日カレンダー

潤両手または両足がない人

潤両眼の矯正視力の和が０.０４以下の人

潤日常の生活がひとりでほとんどできない程度の人

１
　
級

潤片手または片足がない人

潤両手の親指と人差し指がない人

潤両手の親指と中指がない人

潤両眼の矯正視力の和が０.０５以上０.０８以下の人

潤日常の生活に著しく制限を受ける程度の人

２
　
級
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情報掲示板ワイド

　市では、広告を募集する下記の物件について、それぞれ詳しい内容を示した広告掲載基準を作成していますので、

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

①市広報紙『広報かしま』

③市庁用車（マイクロバス）

発行部数　１１,０００部

　　　　　（約１万部を新聞折込みにより市内各戸に配布。

　　　　　その他は各公共施設・団体へ配布）

概　　要　毎月１日発行（年間１２号）、Ａ４版２０～３０ページ

広　告　枠　噛１号につき４枠

　　　　　噛１枠＝縦５.５㎝×横１８㎝（Ａ４の約１／５）

募集方法　市と契約した代理業者による募集・広告作成

　企画課情報統計係　緯（６３）２１０１

掲載箇所　庁用車（マイクロバス）側面及び後面

面　　積　それぞれ縦×横のサイズ

　　　　　潤側面（右側）・・５０cm×２００cm＝１㎡

　　　　　潤側面（左側）・・５０cm×１５０cm＝０.７５㎡

　　　　　潤後面・・・・・・・・４０cm×１３０cm＝０.５２㎡

掲載料金　１㎡当たり６０,０００円／年

　財政課管財係　緯（６３）２１１４

平成23年
March

ここが広告掲載

のスペースです。

ここが広告掲載

のスペースです。

市の資産に有料広告を載せませんか？
お
知
ら
せ

②市ホームページバナー

掲載箇所　鹿島市公式ホームページのトップページ下部

サ　イ　ズ　縦６０ピクセル×横１８０ピクセル

広　告　枠　４枠

形　　式　ＧＩＦまたはＪＰＥＧ

　　　　　（アニメーションＧＩＦは不可とします）

掲載料金　１枠当たり５,０００円／月

　企画課情報統計係　緯（６３）２１０１

④市営中央駐車場フェンス

設置箇所　鹿島市営中央駐車場（駐車場フェンス）

設置方法　駐車場フェンスへの看板添架

　　　　　※看板の作製、フェンスへの添架に要する経

　　　　　　費は申込者が負担することになります。

規　　格　それぞれ１区画当たりの縦×横のサイズ

　　　　　潤Ａ区画…５０cm×２００cm

　　　　　潤Ｂ区画…７５cm×２００cm

掲載料金　１㎡当たり５,０００円／年

　商工観光課商工労政係　緯（６３）３４１２

研

ここが看板添架

のスペースです。硯

研

詳しくは

詳しくは

詳しくは

詳しくは

バナーのイメージ（原寸大）
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情報掲示板ワイド

対　象　年　齢種　　目

男４０歳以上
女３５歳以上

マスターズ陸上△

少年：小学４年生以上
成年：２０歳以上

トランポリン△

男４０歳以上
女３０歳以上、親子

年齢別バドミントン
○●☆◇

男３０歳以上
女３０歳以上

ラージボール卓球○☆◇

４５歳以上年齢別ソフトテニス○●△
フリーリズムダンス
フリーハイキング
女３０歳以上女子ソフトボール
２０歳以上ゲートボール※
２０歳以上グラウンドゴルフ※

対　象　年　齢種　　目
４０歳以上壮年サッカー
４０歳以上ソフトバレーボール☆◇
２０歳以上ターゲットバードゴルフ
８人の合計年齢が２６０歳以上男女混合綱引き◇
３０歳以上年齢別テニス●△
２０歳以上バウンドテニス○●◇
２０歳以上ミニテニス○●
５０歳以上壮年ボウリング△●
２０歳以上インディアカ◇
フリーフォークダンス▲
フリーオリエンテーリング▲
２０歳以上ペタンク
フリー３Ｂ体操☆
フリーよさこい

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

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

ります。　

と　き　５月２２日（日）

ところ　佐賀市、小城市、多久市

参加費　選手・監督１人につき８００円（保険料含む）

　

申込方法　４月１１日（月）までに生涯学習課に申し込ん

　　　　　でください。実施要領・参加申込書も同場

　　　　　所にあります。

　生涯学習課スポーツ係　緯（６３）２１２５

県さわやかスポーツレクレーション祭
イ
ベ
ン
ト

学習内容　多くの実習・体験で、楽しみながら地域活

　　　　　動に活かせる知識を学びます。

　　　　　・基礎過程（１年次）　

　　　　　　基礎知識習得の学習　　　

　　　　　・実践課程（２年次） 

　　　　　　実技や演習など実践活動

受講期間　２年間（平成２３年４月～平成２５年３月）

応募資格　昭和２６年４月１日以前生まれの人

募集人数　６０人

主な講義会場　エイブル（鹿島市生涯学習センター）

入　学　金　１０,０００円　　　　　　

受　講　料　３５,０００円（年額・教材費を含む）

申込方法　市保険健康課、各地区公民館にある入学案

　　　　　内のなかの入学願書を高齢者大学へ提出し

　　　　　てください。（郵送可）

募集締切　定員になり次第決め切ります

　佐賀県長寿社会振興財団

　　　　　　　緯０９５２（３１）４１６５　

　佐賀県高齢者大学鹿島校では平成２３年度からの新規入学生を募集しています。

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

親しまれてきました。

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

佐賀県高齢者大学鹿島校学生募集
お
知
ら
せ

詳しくは

詳しくは
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情報掲示板ワイド

　佐賀県滞納整理推進機構とは、佐賀県と県内市町が共同して、個人住民税等の滞納額の縮減を目指す組

織として、平成２１年４月１日に発足した差押を前提とした滞納整理の専門組織です。県内市町から引き継

がれた滞納事案に対し、差押などの滞納処分を前提に滞納整理に取り組んでいます。

　随時、勤務先・金融機関・自宅・事業所等へ財産調査を行い、財産が見つかれば差押、滞納金への充当

を行います。

恭佐賀県滞納整理推進機構とは？

恭勤務先、金融機関等の財産調査の実施、差押を行います！

恭滞納整理の流れ

鹿島市は佐賀県滞納整理推進機構と共同で
市税の徴収強化に取り組んでいます！

お
知
ら
せ

換　　価
・金融機関からの取り立て

・公売（佐賀県・市町合同公売会）、インターネット公売等

差　　押
・預貯金

・（例）電化製品、美術品、機械、器具など

財産調査
・金融機関等への預貯金照会

・自宅、事業所への財産の捜索

▼▼

▼▼

▼▼

滞納金への充当

　滞納整理を行うには、皆さまに納付いただいた税金が投入されます。

　貴重な税金を福祉や教育など有効に活用するためにも、納期内納付にご協力ください。

　　　　　 　市税務課納税相談係　緯（６３）２１１８

　　　　　　　　　　佐賀県滞納整理推進機構については　佐賀県滞納整理特別対策室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緯０９５２（３０）３１６３

詳しくは
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　３月３日は何の日でしょうか。

「ひな祭り」はよく知られていて

も「耳の日」といわれていること

を知っている人は少ないでしょう。

　３の字が耳の形に似ている事と、

３月３日で「ミミ」という語呂合

わせからという説もあります。

「耳の日」は、人々が耳に関心を

持ち、耳の病気のことだけでなく、

健康な耳を持っていることに感謝

するとともに、また、耳の不自由

な人たちに対して社会的に関心を

持つことを目的として、昭和３１年

に制定されたものです。

　聴覚障がいは、コミュニケー

ションの障がいといわれています。

　聴覚に障がいのある人は日常生

活の中で、さまざまな不便を感じ

ておられます。そのことを私たち

がよく理解することでよりよいコ

ミュニケーションが築けるのでは

ないでしょうか。

　聴覚に障がいのある人は、一見

してその障がいが分からないため、

周囲に気づいてもらえず、心ない

言葉を受けることもあります。

　また、日常生活の中で放送や呼

びかけ等に気づかず、適切な行動

や判断がとれないことで事故や事

件に巻き込まれたり、生命の危機

にさらされることもあります。

　聴覚障がいのある人は、手話で

コミュニケーションをとる方法が

あります。手話でなくても、筆談

や口話、携帯電話の画面などで相

手とコミュニケーションをとるこ

ともできます。手話を知らないか

らといって会話ができないと思わ

ず、自分ができる手段で相手のこ

とを理解することが大切です。

　そして、何より大切なのは、そ

の場に居合わせた皆さんのちょっ

とした心遣いではないでしょうか。

３月３日は何の日？

噛ご意見等をお寄せください

　同和対策課　緯（６３）２１２６

上手に介護サービスを活用するために

介護保険Ｑ＆Ａ
介護サービスの利用を希望する人は、まず要介護認定の申請が必要です。

　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

詳しくは

　看護師や保健師などが訪問する訪問看護サービスがあります。また、リハビリを重視した訪問リハビリテー
ション、各分野の専門家が居宅を訪問して指導や助言をする居宅療養管理指導などのサービスもあります。

Ａ　専門家が居宅を訪問してくれるサービスがあります

Ｑ　不安定な健康状態を家でケアしてもらえますか？

　施設に通って日常生活の支援を受ける通所介護（デイサービス）や、生活機能向上のための機能訓練を受
ける通所リハビリテーション（デイケア）があります。リフトバスによる送迎も行われ、ほかの人との交流
や情報交換もできるので積極的に活用しましょう。

Ａ　施設に通うサービスを利用してほかの人と交流しましょう

Ｑ　家にばかりいないで気分転換に外出もしたいときは？

　訪問入浴介護サービスがあります。通常は介護スタッフと看護師が居宅を訪問し、簡易浴槽を持ち込んで
行います。本人が快適なだけでなく、清拭や部分浴だけでは心配な清潔が保てるので、家族や介護者にもう
れしいサービスです。

Ａ　簡易浴槽を持ち込んで行うサービスがあります

Ｑ　家に風呂がないので、入浴したいのですが？

　短期間に限定して施設に入所し、生活支援や機能訓練を受けるショートステイ（短期入所生活介護・短期
入所療養介護）を利用してみましょう。ほかの人との交流や気分転換、また介護者の継続的な負担を軽減す
ることもできるでしょう。ケアプランに組み込みましょう。

Ａ　短期間施設に入所するサービスが利用できます

Ｑ　介護する家族が体調を崩したらどうしたらよいですか？

介護保険、人権の輪
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ケイタクコンサート
第８回

えいぶる事業

愚エイブル祭り延期のお知らせ

　例年3月に開催してきました

「エイブル祭り」を今年は５月１７

日（火）～２２日（日）に開催すること

になりました。

　詳細は「エイブルの木」などで

お知らせします。

　“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』のコンサートを開催します。

　と　　き　３月１２日（土）

　　　　　　開場１８時　開演１８時３０分

　と　こ　ろ　エイブルホール

　入　場　料　【全席自由】　発売中

　　　　　　一　般　　　２,０００円

　　　　　　楽修大学生　１,５００円

　　　　　　高校生以下　１,０００円

　　　　　　高校生以下の楽修大学生　８００円

　 　かしま市民立楽修大学

　　　　　　緯（６３）２１３８

に行ってみよう

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。

　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

３月９日～８月２４日

［水曜日開催］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
エイブル１階

いきいきルーム

３月５日～８月２０日

［土曜日開催］１５時３０分～１６時３０分
 菖蒲 　
し ょ う ぶ

 共栄 さん
と も え

２０人フラメンコ教室②

５００円/１回

※対象　小学生

エイブル１階

いきいきルーム

３月１２日～８月２０日

［土曜日開催］１３時３０分～１４時３０分
永田　 裕美 さん

ゆ み

２０人キッズダンス教室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

３月６日・３月１３日（日）

［いずれか１回限り］１０時～１３時
樋口　秋さん２０人

［公開講座］餃子作り教室

～中国家庭の味～

「大塚清吾の世界展」床　の　間
コーナー

　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か

らシルクロードの魅力パート２「敦煌の美

Ⅰ」をご紹介します。

　荒々しい断崖にたたず

む 莫高窟 の風景や、色鮮
ば っ こ う く つ

やかな壁画など、素晴ら

しい秘境の美をご堪能く

ださい。
［写真寓］敦煌壁画「阿修羅」

期　　間　３月１日（火）～３月３１日（木）

 　かしま市民立楽修大学　緯（６３）２１３８詳しくは

「図書館海援隊」に市民図書館が入隊！

さまざまな支援サービスを提供します
市　民
図書館

　市民図書館は、生活の中のさまざまな課題に対し、役立つ情報を提

供して支援サービスを行おうと、有志の公立図書館が結成した「図書

館海援隊」に入隊しました。次のような取り組みを行っていますので、

ぜひご活用ください。 　市民図書館　緯（６３）４３４３詳しくは

①働く気持ち応援コーナー

　面接・履歴書の書き方などの就

職に役立つ情報、仕事をスムーズ

に進めるヒントとなる本を集めて

います。求人案内や職に関するパ

ンフレットも置いています。

②心の健康コーナー

　なんだか元気がでないとき、疲

れを感じた時、読むとホッとでき

る本などを集めています。

③シニアコーナー　

　毎月テーマを変えて展示コー

ナーを設けます。

詳しくは

詳しくは

エイブルからのお知らせなど
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こんなときこのひとこと、学校だより

“I'm starving” 

今月のキーフレーズ

ドノヴァン先生

№６４

直訳すると「何か食べなければ死んでしまう」という意味ですが、一般の

会話では「お腹がとてもすいている」という意味で使われます。

「浜は野鳥の楽園」

バードウオッチング

寓絶滅危惧種・クロツラヘラサギ発見！

浜小学校

校学 だ よ り

No.1６６ 　今年度の校内研究の研究主題は、

「『人・もの・自然』と主体的に関

わり、ふるさとを愛する子どもの育

成」です。総合的な学習の時間や生

活科、生活単元学習の中で「ふるさ

と浜」の「人・もの・自然」に目を

向けられるような体験や交流を進め

てきました。児童は、学習の中で浜

町の行事や自然に触れながら、「名

人さん」「生き物」「特産物」「歴

史」などを学習し、「浜町のよさ」

を実感しています。

　そして、「浜川」や「有明海」に

興味を持った児童は、これまで自分

たちが知らなかった生き物が数多く

いることに気づき始めました。

　そこで、２月６日（日）希望者を

募って浜川河口へバードウォッチン

グ（野鳥観察）へ出かけました。

　昨年度から始まった浜小学校ＰＴ

Ａ主催の行事で、２年目になります。

　当日確認できた野鳥は、コサギ、

アオサギ、アカアシシギ、アオアシ

シギ、ハマシギ、ユリカモメ、ズグ

ロカモメ、セグロカモメ、オナガガ

モ、コガモ、イソヒヨドリ、ムクド

リ、そして絶滅が危惧されているク

ロツラヘラサギ１２羽の全１３種でした。

クロツラヘラサギ１２羽の中の１羽に

足輪がついているものも発見しまし

た。Ｋ９５という文字がはっきり見え

児童も大はしゃぎでした。

　野鳥がやってくるということは、

休息地や餌場など野鳥の住みやすい

自然が残っているからだと思います。

　野鳥が飛来してくるこのすばらし

い「浜町」をもっと大切にしたいも

のです。

（ト　ム）　痛い・・・・お腹が痛いよ。

（ジェフ）　えっ　昨夜何をしてたんだ？

（ト　ム）　う～ん。すっごくお腹がすいてたか

　　　　　らステーキ、ハンバーガー２個、

　　　　　チキンとサラダの小を食べたんだ。

（ジェフ）　それはお腹が痛くなるなぁ。かなり

　　　　　多すぎるよ。

（ト　ム）　ぼくも今はそう思うよ。イタタ・・・・

Tom:
Jeff:
Tom:

Jeff:

Tom:

Ouch...my stomach hurts.
Oh? What did you eat last night?
Well, I was starving, so I had a steak,two
humburgers,some,chicken and a small salad.
No wonder your stomach hurts.
That's way too much.
I know that now... ouch...

（ジェイク）　やあキム　元気？

（キ　ム）　腹ペコなんだ。

　　　　　昼ごはんにしようか？

（ジェイク）　いいよ。通りの向こうのレストラン

　　　　　で食べようよ。

（キ　ム）　いいね！今すぐ行こう！

Jake:
Kim:
Jake:

Kim:

Hi, Kim. How are you?
I'm starving. Do you want to get some lunch?
Sure. Let's eat at the restaurant across the
street.
Great! Let's leave right now.
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　鹿島市議会は、昨年９月に制定された

鹿島市議会基本条例に基づき、２月５日、

エイブルホールで第１回鹿島市議会報告

会・記念講演会を開催しました。

　第１部の報告会には、全１６議員をは

じめ市民約１００人が参加、市議会のし

くみや議会基本条例などの説明を受けた

後、活発な意見・質問がありました。

　また、議員研修の一環として開催された第２部の早稲田大学入江正之教授によ

る「鹿島市の将来のまちづくりについて」と題した記念講演会では、スペインの

バルセロナのまちづくりを紹介し、肥前

浜宿の酒蔵通りについて、「風情や情緒

を感じ、空間の良さを知ること、残って

いるものの良さがどこにあるのかを考え

てまちづくりをすることが大切です。」

と話されました。

　参加者は身近なテーマとして、真剣に

講師の話に聞き入っていました。

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

県内一周駅伝大会　鹿島市チーム１１位

　２月１８日から２０日まで開催された第５１

回県内一周駅伝大会に１３チームが出場、

県内をタスキで繋ぎました。

　２月１６日、鹿島市を表敬訪問した中島

賢士選手（１月の箱根駅伝で総合優勝の

ゴールテープを切った早稲田大学主将

（上浅浦出身））は１８日に地元区間を出走、

箱根を感じさせる力走で見事区間賞に輝

きました。

市民と議会がともに歩むために…議会報告会・記念講演会を開催

模型で鹿島再生を提言　～肥前浜宿酒蔵通り　伝統的建造物群保存地区～

　肥前浜宿酒蔵通りを１００分の１サイ

ズで再現した模型（早稲田大学理工学部

建築学科入江研究室製作）を3月２０日頃

まで市役所玄関ロビーに展示しています。

　この模型は、建築家ガウディの研究で

著名な日本を代表する工学博士入江正之

教授が、新たな休憩施設の創設や船着き

場、路地の活用など、さまざまな提言を

もとに作製されています。

　この機会にぜひご覧ください。

毎年の寄贈に感謝

２月４日

　　　スーパーモリナガ　様

　　　ＪＡ青森　　　　　様

今年も市内の保育園や幼稚園、

老人福祉施設などに青森市特

産の浪岡りんご約２４００個

が贈られました。

［写真］カトリック幼稚園での贈呈式

２月２日

　鹿島ローンテニスクラブ様

平成２２年度佐賀県社会体育優

良団体表彰式が県庁で行われ、

県内のスポーツクラブなど７

団体が表彰されました。

受賞者紹介

１月１８日　　　家永克明　様

４０年間市の交通安全指導員を

務めるなど、多年にわたり交

通安全に尽力された功績によ

り、交通栄誉章「緑十字金章」

を受章されました。（市内３人目）

肥前浜宿酒蔵通りでも展示予定

寓母校前で声援を受ける中島選手
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　平成２２年分の所得税と平成２３年度

の市・県民税の申告期限は３月１５日

（火）までとなっています。

　まだお済みでない人は、下記の日

程で申告をお願いします。

会　　場　鹿島市役所５階大会議室

時　　間　９～１６時

 　税務課課税係

　　　　　緯（６３）２１１８

おお知知ららせせ
確定申告はお早めに！
３月１５日まで

詳しくは

３月１日（火）　　　　　　開会、会期の決定、議案の一括上程（提案理由説明）

　　　　　　　　　　　　議案審議、質疑

３月２日（水）　　　　　　常任委員会（議案）

３月３日（木）～４日（金）　休会（議案研究）※４日発言内容通告締切（正午）

３月５日（土）～６日（日）　休会

３月７日（月）　　　　　　委員長報告、議案審議、質疑、討論、採決

３月８日（火）　　　　　　議案審議、質疑

３月９日（水）　　　　　　常任委員会（請願）

３月１０日（木）　　　　　　休会（議案整理）

３月１１日（金）　　　　　　新年度予算審査特別委員会（現地調査）１３時～

３月１２日（土）～１３日（日）　休会

３月１４日（月）～１７日（木）　新年度予算審査特別委員会

３月１８日（金）　　　　　　調整日（一般質問）

３月１９日（土）～２１日（祝）　休会

３月２２日（火）～２４日（木）　一般質問

３月２５日（金）　　　　　　委員長報告、議案審議、質疑・討論・採決、閉会

開　　議　１０時～

 　議会事務局　緯（６３）２１０４詳しくは

市議会３月議会定例会会期日程（案）
～傍聴にきてみませんか？～

※一般質問の数などにより、議事日程
　を一部変更することがあります。
※一般質問の通告内容などは、鹿島市
　ホームページの「鹿島市議会」に掲
　載します。
※ケーブルテレビでは１２チャンネル
　で、議会を中継します。

平成２３年１月分市長交際費の支出状況を公表します。

 　企画課秘書係　緯（６３）２１００詳しくは

支出の相手方、行事名支出金額支出日・件数区　分

福岡市佐賀県人会へ提供（のごみ人形１５個）１４,３９０円１月１４日
その他

イオン九州「佐賀うまいものフェア」へ提供（酒１本）１,４８０円１月３１日

１５,８７０円合　計

市長交際費の支出状況

３月の申告相談日と対象地区

高津原１日（火）

中牟田・横田２日（水）

西牟田３日（木）

城内・東町・大手・新町４日（金）

若殿分・末光・馬渡７日（月）

納富分・井手分８日（火）

行成・執行分９日（水）

小舟津・犬王袋・世間・重ノ木１０日（木）

市内全域

１１日（金）

１４日（月）

１５日（火）

情報掲示板　愚　お知らせ
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　日に日に春の足音が近づいて、畑

の準備の季節になってきました。

　土づくりや農作業は、ぜひセン

ターにご用命ください。

恭家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

チップはいかがですか

　格安にて。剪定した枝葉をチップ

化し、それを発酵させて堆肥にした

ものを使いやすい袋詰めやトラック

「バラ積み」で販売しています。

　どうぞご利用ください。

恭各種作業の注文をお受けします

　「農作業各種」「草払い、草取り」

「庭木の剪定」「家事」「襖張り替え」

「はがき書き」など、さまざまな作

業について気軽にご相談、注文くだ

さい。

恭刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソー

などの刃物研ぎをお受けします。

　と　き　３月１７日（木）８時３０分～

　　　　　当日ご都合がつかない人

　　　　　は、前日までにセンター

　　　　　へご持参ください。

恭会員を募集しています

　友人などお誘い合わせの上、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　３月１７日（木）９時３０分～

　ところ　シルバー人材センター

 　鹿島市シルバー人材センター

　　　　　緯（６３）０９７０

こんな仕事もお受けします
鹿島市シルバー人材センター

詳しくは

 

　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。

３月の放映予定…北鹿島地区ＰＲ番組

　２４日（木）８時～

　２５日（金）８時～、１３時～、２１時１５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。

 　商工観光課観光振興係

　　　　　緯（６３）３４１２

 

　卒業、入学、就職など環境が変化す

るこの時期、青少年が犯罪の加害者

や被害者にならないよう、そして子

ども達の希望に満ちた新しいスター

トのために地域・学校・家庭が手をつ

なぎ、声をかけたり一緒に考えるな

ど、大人と子どもの信頼できる環境

をつくるようにしましょう。

　大人が変わることで、子ども達の

心が成長します。

 　鹿島市青少年育成市民会議

　　　　　（生涯学習課内）

　　　　　緯（６３）２１２５

鹿島市観光情報番組を
ケーブルテレビで放映中

詳しくは

３月は『春の青少年育成
強調月間』です

詳しくは

 

 

　平成２３年度の標記試験の概要は、

次のとおりです。下記ホームページ

でもご覧になれます。

試　験　名

　国家公務員採用英種・衛種、　国税

　専門官、労働基準監督官、法務教官

受験案内の請求

　返信用封筒（角形２号、１４０円分

　〔国税専門官は１２０円分〕の切手

　を貼付し、あて先、請求する試験

　名を明記）を同封した封筒に、請

　求する試験名を朱書きし、下記へ

　送付してください。

 　人事院九州事務局第二課試験係

　　　　　緯０９２（４３１）７７３３

　　　　　http://www.jinji.go.jp/

　　　　　〒８１２－００１３

　　　　　福岡市博多区博多駅東２－１１－１

※国税専門官については、武雄税務

署緯０９５４（２３）２１２７でも資

料請求ができます。　

 

 

　サークル・エコー通信は、広報か

しま（市報）の内容を視覚障がいをお

持ちの皆さんへ音声でお届けしよう

と、毎月朗読ボランティアを行って

います。この作業にご協力いただけ

る新規会員を募集していますので、

気軽にお問い合わせください。

 　事務局　冨田

　　　　　緯（６２）６２６５

試試験験・・採採用用
国家公務員採用試験
（大学卒業等程度）

詳しくは

募募 集集
サークル・エコー通信　会員募集
－朗読ボランティアにご協力ください－

詳しくは

介護保険料・
市税集合徴収分の
第１０期の口座振替日は

３月３１日（木）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・試験・募集
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　鹿島市では、市内外への情報発信

力を高めようと、鹿島市ホームペー

ジのダイジェスト版となるメールマ

ガジンの配信を３月から開始します。

　登録は鹿島市のホームページ上で

できます。市民の皆さんぜひご覧く

ださい。また、市外の知人、友人、

鹿島出身者の皆さんにもお勧めくだ

さい。

発行時期　毎月上旬

主な内容　潤トピックス

　　　　　潤市長の動静

　　　　　潤市からのお知らせ

　　　　　潤イベント情報　など

そ　の　他　メールマガジンは携帯端

　　　　　末には対応していません。

 　企画課情報統計係

　　　　　緯（６３）２１０１

 

訓練科名　生産技術科、建築設計科

　　　　　電気・配管システム科ほか

応募資格　離転職者、一般求職者、

　　　　　新卒者

申込締切　３月１０日（木）

訓練期間　普通課程２年、短期課程１年

申　込　先　各職業安定所

 　産業技術学院総務開発課

　　　　　緯０９５２（７４）４３３０

鹿島市メールマガジン配信開始
　読者募集

詳しくは

県立産業技術学院
平成２３年４月入校生追加募集

詳しくは

 

　鹿島市観光協会では、イベントや

直売所など、鹿島の旬な情報満載の

メールマガジン「かしましましま通

信」を配信しています。

　鹿島市観光協会のホームページよ

りご登録ください。今ならプレゼン

トが当たるキャンペーンを実施して

います。

 　鹿島市観光協会　観光戦略推進室

　　　　　緯（６８）０００７

　　　　　http://kashima-kankou.com/

 

 

　趣味を通した生きがいづくりに

『陶芸』をしてみませんか。

と　　き　毎週金・土曜日９時３０分～１６時

と　こ　ろ　陶芸作業所（福祉会館横）

対　象　者　市内在住で６０歳以上の人

　　　　　（初心者を優先します。）

期　　間　３年間

費　　用　３,０００円程度／月（材料費等）

定　　員　１５人（先着順）

開　講　式　４月中旬予定

 　保険健康課長寿社会係

　　　　　緯（６３）２１２０

鹿島市観光協会
メールマガジン読者募集

詳しくは

講講習習会会・・教教室室
高齢者のための
陶芸教室受講生募集

詳しくは

 

 

　九州新幹線鹿児島ルート新鳥栖駅

の開業を記念して行われるイベント

で、来場者に県内各地の物産（グル

メや土産品等）の試食販売のほか、

観光地のＰＲや伝承芸能等の披露が

行われます。

　鹿島市からも物産販売で５業者が

出展、行成区の面浮立披露（１２日の

み）や旭ヶ岡公園の桜まつり、肥前

浜宿の花と酒まつりのイベント等の

観光ＰＲを行います。

と　　き　３月１２日（土）～１３日（日）

　　　　　　　　　　１０時～

と　こ　ろ　新鳥栖駅西口広場等

 　商工観光課観光振興係

　　　　　緯（６３）３４１２

 

　まちおこし団体「心の風車」では、

毎月第３日曜日の３時間、子どもが

外で遊べ、さまざまな世代が交流で

きるイベント「日曜かしま劇場」を開

催します。

と　　き　３月は２０日（日）に開催

　　　　　１０時～１３時（雨天中止）

と　こ　ろ　北公園

内　　容　潤弾き語りライブ

　　　　　潤お絵かき（テーマ:春）

　　　　　潤輪投げ

　　　　　潤フリーマーケットなど

 　心の風車　大石

　　　　　緯０９０（９６０２）０４６９

イイベベンントト
九州新幹線新鳥栖駅
開業記念イベント

詳しくは

日曜かしま劇場
～毎月第３日曜日は外で遊ぼう～

詳しくは

交通事故にあわれた人のご相談に

専門相談員が応じます（相談無料）

相　談　日　月曜～金曜（祝日を除く）

　　　　　９時～１２時、１３時～１７時

 　佐賀自動車保険請求相談センター

　　　　　緯０９５２（２９）８７６８

詳しくは

第２５回卒業制作展（福岡選抜展）

と　　き　３月１７日（木）～２１日（祝）

　　　　　１０時～１８時（最終日は１７時まで）

と　こ　ろ　マリンメッセ福岡

　　　　　　　　　　※「全国陶磁器フェア」入場券が必要です

 　県立有田窯業大学校

　　　　　緯０９５５（４２）３１４４

詳しくは

来訪される場合は事前にご連絡ください。

情報掲示板　愚　募集・講習会・イベント
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　３月１日～３月７日の『子ども予防接種週間』に合わせ、下記

医療機関で土曜日に予防接種が受けられます。

　母子健康手帳の確認をし、対象となるお子さんはこの機会に

ぜひ接種しましょう！（予防接種の詳細は２３ページ参照）

【市内実施医療機関】　※予約が必要です。

志田病院　緯（６３）１２３６　

　　隅３月５日（土）９時～９時３０分　※日本脳炎のみ

田中医院　緯（６３）４０８０

　　隅３月５日（土）９時～１３時

峰松医院　緯（６２）３７７６

　　隅３月５日（土）９時～１２時

村山小児科　緯（６３）１１５８

　　隅３月５日（土）１３時３０分～１４時

※その他、鹿島市外でも土・日曜日に実施できる医療機関があり

ます。直接、希望する医療機関へお問い合わせください。

土・日に子どもの予防接種が受けられま土・日に子どもの予防接種が受けられますす

麻しん風しん混合予防接種はお済みです麻しん風しん混合予防接種はお済みですかか

　年長児、中学１年生、高校３年生相当年齢の人、麻しん風し

ん混合予防接種はお済みですか。接種期間も残りあと１ヵ月と

なりました。今年度の対象者でまだ接種が済んでいない人は体

調の良いときに早めに接種しましょう。

対　象　者　２３ページの第１期～４期に該当する人

　　　　　※対象者には個別に通知しています。

接種場所　県内の予防接種実施医療機関

　　　　　※希望する医療機関へ事前に予約してください。

　　　　　※医療機関によっては曜日指定のところもあります。

接種期限　３月３１日（木）

接種回数　１回

　市民税非課税世帯、生活保護世帯の人で、下記対象期間にイ

ンフルエンザ予防接種を自費で受けた人は、申請により接種費

用を払い戻しますので、手続きにお越しください。

対象期間　平成２２年１０月～平成２３年２月

手続きに必要なもの

　・インフルエンザ予防接種済証または領収証

　・印鑑　

　・振込先の通帳

　・運転免許証や健康保険証など、身分証明ができるもの

申請期限　３月３１日（木）

申　請　先　保健センター（エイブル１階）

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

　鹿島市保健センター

　　　　　　緯（６３）３３７３

詳しくは

献血にご協力くださ献血にご協力くださいい

と　　き　３月２４日（木）

　　　　　９時３０分～１１時３０分　１３時～１６時

と　こ　ろ　鹿島市民会館

　がん患者やご家族からの電話相談を受け付けて

います。悩まずに電話してください。

相　談　日　毎週月曜・水曜・金曜

　　　　　９時３０分～１３時　１４時～１６時３０分

相　談　先　佐賀県総合保健協会

　　　　　緯０１２０（２４６）３８８（携帯不可）

　　　　　緯０９５２（２７）４６６６

　がん患者とその家族が交流し、互いに励まし合

い、がんに向き合う力を養ってもらおうと、交流

会を開催します。

と　　き　３月８日（火）１３時３０分～１５時４５分

と　こ　ろ　佐賀県総合保健会館（佐賀市）

参加対象　がん患者とその家族

内　　容　交流会、リラックスヨガ（希望者のみ）

参　加　費　無　料

申込方法　電話で３月４日（金）までに下記へ申し

　　　　　込んでください。

募集人数　３０人（先着順受付）

 　佐賀県総合保健協会

　　　　　緯０１２０（２４６）３８８（携帯不可）

　　　　　緯０９５２（２７）４６６６

　　　　　月曜・水曜・金曜

　　　　　１０時～１３時　１４時～１６時

詳しくは

がんの悩み相談ダイヤがんの悩み相談ダイヤルル

がん患者交流会が行われまがん患者交流会が行われますす
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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）３３７３３月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成１９年８月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票、尿
内　容　身体測定、育児相談、尿検査
　　　　　　　　小児科医の診察、　歯・目・耳の検査

１０日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２１年８月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票
内　容　身体測定、育児相談、歯科診察、
　　　　　　　　小児科医の診察、　フッ化物塗布（希望者のみ）

２４日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２２年１１月生まれ
持参品　母子健康手帳
内　容　身体測定、育児相談、
　　　　　　　　小児科医の診察 

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・２３・３・２３・３００日日（水）（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

２２・１・１６６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

潤のびのびサークル
　対　象１歳７ヵ月児～就学前児と保護者
潤よちよちサークル
　対　象５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

４日（金）　エイブル　『子育ての思いを川柳に』　

１８日（金）　楠　風　館　『心も体もおいしいね嗣』

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１５日（火）

鹿島小わんぱくクラブひよこさん２２日（火）

古 枝 公 民 館きりんさん２９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

マタニティスクーマタニティスクールル

受付　１３：３０～１３：５０
内容　赤ちゃんのお風呂他
対象　妊婦

３３日（木日（木））

のびのび・よちよち合同サークル　　　
１０時～１２時　
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３月

 弥生 
やよい

５日（土）　「多良岳オレンジ海道」開通式
　　　　　西葉大橋　１０時～（詳細は１０ページ）
６日（日）　鹿島市消防団春季訓練　市内6ヵ所　
１１日（金）　市内中学校卒業式
１２日（土）　海の森　植樹祭　荒天時１９日（土）に順延
　　　　　市役所前９時集合（詳細は７ページ）
１２日（土）　第８回えいぶる事業　ケイタクコンサート
　　　　　エイブル　１８時３０分～（詳細は１６ページ）
１３日（日）　第２５回鹿島市みんなの集い
　　　　　市民会館　１０時～（詳細は８ページ）
１３日（日）　第５回かしま発酵まつり
　　　　　矢野酒造酒蔵ほか１０時～（詳細は３ページ）
１８日（金）　市内小学校卒業式
２０日（日）　かしまエコフェスタ
　　　　　エイブルほか（詳細は８ページ）
２４日（木）　市内小中学校修了式
２５日（金）～４月９日（土）　佐賀県知事選挙期日前投票
　　　　　　　　　　　　　　　（詳細は４ページ）
２５日（金）～４月４日（月）　旭ヶ岡公園桜まつり
　　　　　　　　　　　　　　　（詳細は２ページ）
２６日（土）～２７日（日）　肥前浜宿　花と酒（咲け）まつり
　　　　　　　　　　　　　　　（詳細は３ページ）

休日昼間　鹿島市休日こどもクリニック（高津原）
　　　　　　　受付時間　９時～１７時　緯（６３）１８３８
　　　　　建おくすりノートを持っていきましょう
在宅当番医・当番薬局
夜　　間：南部地区小児時間外診療センター
　　　　　（武雄地区休日急患センター：武雄市武雄町大字昭和３００）
　　　　　受付時間　１９時～２１時（土・日曜・祝日のみ）

　　　　　緯０９５４（２２）５５９９
　　　　　杵藤地区消防本部（武雄市）
　　　　　緯０９５４（２２）４２０７

当番薬局在宅当番医日

ミズ北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６６日（日）

アルナ浜店薬師寺医院　緯（６３）５２８１１３日（日）

アルナ鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７２０日（日）

ミズスカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５２１日（祝）

オダ薬局ピオ店吉田病院　緯（６２）３２０３２７日（日）

　　　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

５月号４月号
４月２日３月３日

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館２階

　１０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

愚成人健康相談　保健センター

　２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・２８日（月）、４・１１・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・３０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

市水道課　緯（６２）３７１８へお問い合わせください。

（３月分）
５・１２・１９・２６日（土）、
６・１３・２０・２７日（日）、２１日（祝）

市役所
保健センター

７・１４・２８日（月）
２２日（火）、３１日（木）

市民図書館

７・１４・２８日（月）
２２日（火）

生涯学習センター
（エイブル）

１・８・１５・２２・２９日（火）
陸上競技場、
社会体育館


