
　４月１０日（日）は、佐賀県知事・県議会議員選挙、４月

２４日（日）は、鹿島市議会議員選挙の投票日です。

　私たちの住む市や県の運営に関わる大事な選挙ですの

で、有権者の皆さん、忘れずに投票に行きましょう。

（３ページに関連記事があります。）

　「いい候補、選んで託す郷土愛。」の標語は、県選管

が募集した明るい選挙キャッチフレーズコンクールで、

特選に選ばれた江口市子さん（乙丸）の作品です。

国勢調査人口速報集計結果
　平成２２年国勢調査にご回答いただきありがとうございました。

　鹿島市の速報値をお知らせします。（　）は１７年調査との比較

　　　人　口　３０,７２２人　　（１,３９５人減少）
　　　世帯数　１０,０４０世帯（１０世帯増加）
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４月は統一地方選挙

いい候補、選んで託す郷土愛。

市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい市の市の木木

平成２３年２月２８日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯５＋人０世帯１０,５９９人３１,５８１

世帯４＋人１４＋世帯　５,２１０人１４,３３８鹿　　島

世帯０人０世帯　１,１６２人  ３,８５９能　古　見

世帯１－人２＋世帯　　　９８０人  ３,１８９古　　枝

世帯３＋人１－世帯　１,０５１人  ３,２３２浜

世帯３－人２２－世帯　１,２１２人  ３,７２０北　鹿　島

世帯２＋人７＋世帯　　　９８４人  ３,２４３七　　浦

人１－人１４,８１４男

人１＋人１６,７６７女
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建はじめに
　さて、私が市長に就任しましてか
ら、約１０ヵ月が過ぎようとしており
ます。私がこれまで無事に市政をす
すめることができましたのは、議会
をはじめ市民の皆さまのご理解とご
協力の賜物と心から感謝をしている
ところでございます。
　振り返りますと、就任当初、私は、
市政運営の原点として「新風創
造」・「連携と発掘」という標語を
掲げ、これまで心血を注いで行動し
てまいりました。具体的には、優先
的に取り組む７つの項目に関するプ
ロジェクトチームの発足や職員提案
制度のより実効性のある活用、さら
には第五次総合計画の策定などを通
じて、市役所組織の横断的な協調、
あるいは市内の各種団体の皆さまと
の連携を図り、そして地域に眠る多
くの資源の発掘や活用に関しまして
も、私なりに新しい風を吹かせたつ
もりでございます。これに加えて、
今年は、これまで経験したことがな
いような新しい風が、外側からすで
に吹きはじめています。
　菅首相が「平成の開国」と意欲を
示しています環太平洋経済連携協定
（ＴＰＰ）への参加の取扱いは、現
在のところ、先行き不透明な状況で
ございます。本市に対する少なから
ぬ影響は、必至と思われますので、
今後の動向を注視していく必要があ
ると考えているところでございます。
　さらに、私たちに身近な問題とし
て諫早湾干拓事業の開門調査の件が
ございます。昨年の高裁判決により
開門調査が行われることになってい
ますが、判決が示す猶予はわずか３
年とされている中、いまだに開門の
方法や農業用水の確保策、防災対策
など具体的な対応の方向が明らかに
されておりません。そのような中で、
県や近隣の市町と必要に応じて連携
しながら、私たちは、何をすべきか
を考えていく必要があると感じてお
ります。

　また、県内においては、これまで
私たちが親交を深めてきた大韓民国
の 高興郡 がある

こ ふ ん ぐ ん

 全羅南道 と、佐賀県
ぜ ん ら な ん ど う

との間で本年１月２５日に友好協定が
締結されたところでございます。今
後、佐賀県全体が友好関係に入って
いく中で、私たちは、これまで高興
郡と友好関係にあったアドバンテー
ジを活かして、県内においても先頭
に立ち、これまでの友好関係から、
さらに発展した経済交流という次の
段階へステップしなければならない
ものと考えております。
　そして、思わぬ災害も発生してお
ります。昨年の 口蹄疫 に続き、鳥イ

こ う て い え き

ンフルエンザの流行、 新燃岳 の噴火、
し ん も え だ け

ニュージーランド地震など予期せぬ
災害が次々とふりかかっており、私
たちも例外なく、自然の猛威に対す
る常日頃からの準備を怠らず、「ま
さか」でなく「万が一」を考え、迅
速に対応できる心構えを持っておか
なければなりません。
建みんなが住みやすく、暮らしやす
いまちの実現に向けて
　社会情勢がめまぐるしく変化する
中で、新たな総合計画を策定し、先
の定例会におきまして、議員の皆さ
まにご審議をいただきました。
　計画期間を５年間に短縮し、社会
情勢の変化に即応性を持たせた「第
五次鹿島市総合計画」におきまして
は、本市の課題を明確にし、将来ビ
ジョンと地域のグランドデザインを
描いております。
　昨年の国勢調査の速報値によりま
すと、本市人口は、３０,７２２人となっ
ており、前回の平成１７年と比較しま
すと１,３９５人減少し、県内市町の中
で５番目に多い減少数となっており
ます。本年４月からスタートします
総合計画で、この人口減少傾向に少
しでも歯止めをかけるために、「市
民力」と「行政力」を効果的に活か
しながら施策の基本方針である「み
んなですすめるまちづくり」を展開
し、「鹿島に住んでよかった、住み

たい」と思っていただけるようなあ
らゆる施策を市民の皆さまと一体と
なり積極的に進めてまいります。総
合計画で理想の都市像とする「みん
なが住みやすく、暮らしやすいま
ち」の実現に向け展開する主要な施
策について、いくつか申し上げます。
　子育て支援では、中学生までの入
院医療費助成の拡充や小児時間外診
療体制・妊婦健康診査の充実、健康
づくりの推進では、子宮頸がん等ワ
クチン接種の助成や胃がん検診など
の充実を図ってまいります。
　教育の面では、能古見小学校の学
校施設の耐震化事業や、学力向上に
効果がある電子黒板の導入、子ども
の国際理解を深める事業として、大
韓民国高興郡のテソ小学校への訪問
事業を行っていきます。
　雇用の場の創出・拡大では、新規
就農者の育成や定着の支援、地元企
業の雇用につながる視点での新しい
特産品開発に対する支援やＦＭラジ
オを活用した観光情報発信を行う事
業などを推進していきます。
　さらに、耕作放棄地の利活用とし
て、牛などの放牧をはじめ、耕作放
棄地に適した収益性の見込める作物
を育てるモデル園としての検証を行
います。また、これまで誰も取り組
んだことがないミカンの花の商品化
につきましては、時間はかかると思
われますが、佐賀大学と連携しなが
ら研究を進めていきたいと考えてお
ります。

　市議会３月定例会の冒頭、樋口市長が平成２３年度の施政方針

を述べましたので、要約してお知らせします。

平成　２　３　年度施政方針を発表

　　平成２３年度
　　　　　　施政方針を発表
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　快適な暮らしの実現では、市内の
道路網の新設、改良を国の支援を受
けながら整備を図るほか、市の玄関
口であり、顔でもあります肥前鹿島
駅の改修と駅前の整備を国や県、Ｊ
Ｒ九州と連携して、段階的に図って
いきます。まずは、駅舎のバリアフ
リー化を進めて、利用者の皆さまが
利用しやすい、また利用者が増える
ような魅力的な市の玄関口にしてい
きたいと考えております。
　これまで申し上げました施策以外
にも、市民の皆さまからご提案いた
だいたものや昨年行いましたプロ
ジェクトチームでの検討などを踏ま
え、当初予算で具現化しているとこ
ろでございます。
　このほかにも、老朽化が進んでい
る市民会館をどうするのか、中心市
街地の活性化のための施策、また、
ＴＰＰ対応策、諫早湾干拓事業の開
門調査に関する措置など一定の方向
や予算化の目途が立ったものについ
ては、できるだけ速やかに具体的な
提案を申し上げたいと思っておりま
す。

建第二次鹿島市行財政改革大綱の策定
　現行の第一次行財政改革は、国の
「三位一体改革」による地方交付税
などの急激な削減や近隣市町と模索
していた合併協議が不調に終わった
ことにより、このままでは市民サー
ビスの維持が困難となることが予想
されたため、平成１８年３月に「第一
次鹿島市行財政改革大綱」を策定し、
なるべく市民サービスが低下しない
ように、組織見直しや可能な限りの
経費削減対策を行ってまいりました。
　この結果、市の借金である市債残
高を減らしながら、基金は現状を維
持するなど、政策的経費を幾分か捻
出できるまでに回復してまいりまし
たので、平成２３年度から実施する第
二次行財政改革では、スリム化され
た現状を維持しながら、市民サービ
スの向上や市の発展に必要な施策を
積極的に展開していきたいと考えて
おります。言い換えれば、これまで
は「堅実な経営」に軸足を置いてい
たものを、「健全な財政を維持しな
がら、限りある人と予算の効率性を
高めて、市民ニーズにマッチした

サービスを提供していく」という考
え方に軸足を移したということでご
ざいます。
　そして、今後の改革を着実に実行
していくことにより、市民憲章や第
五次総合計画に定める「みんなが住
みやすく、暮らしやすいまち」の実
現を目指してまいります。

　このほかにも
毅地域主権の確立に向けた動き
毅鳥インフルエンザ対策
　について述べました。

施政方針・選挙のお知らせ

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。 　選挙管理委員会　緯（６３）３４１８詳しくは

　投票に　　　
　行きましょう

恭投票のご案内

　投票日当日は、７時から２０時まで投票ができます。

　　送られてきた入場券に記載されている投票所に

「入場券」を持ってお越しください。

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

恭開票のご案内

　開票作業は「のごみふれあい楽習館」で行います。

開票作業　選挙当日の２０時４５分～

開票速報　知事・県議選は２２時から３０分おきの

　　　　　市議選は２１時３０分から３０分おきの

　　　　　各候補者の得票数を約１０分後に発表します。

開票速報は鹿島市ホームページで！
http://www.city.kashima.saga.jp/

統一地方選挙
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　平成２３年度の各会計の予算は、３月議会に提案され、いずれも議会の議決を受け、

各種事業がスタートしました。

　平成２３年度一般会計当初予算額は１２０億５００万円で、昨年度の肉付予算（６月補正後）

と比較して５,６７２万円（0.5％）の増となりました。

　本年度は、「第５次鹿島市総合計画」のスタートの年度となります。

　人件費や公債費などの固定的な経費（経常的経費）を極力圧縮し、将来への負担を

考慮しながらも、総合計画にかかげる「みんなが住みやすく、暮らしやすいまち」の

実現に向け、「定住促進」「子育て支援」などの政策的事業や、まちづくりのための

投資的事業など、市民のニーズにマッチしたサービスを提供していきます。

　詳細は市ホームページで公開していますのでご覧ください。

　　　　 　財政課財政係　緯（６３）２１１４詳しくは

建一般会計予算の状況（構成）

小・中学校耐震補強事業
継続的に、耐震化事業に取り組んでいます。

肥前鹿島駅及び駅前広場整備事業
駅舎のバリアフリー工事などを行います。

増　　減平成２２年度予算額平成２３年度予算額会　計　区　分

２.５％２億８,８００万円「骨格予算」　１１７億１,７００万円
１２０億　　５００万円一　般　会　計

０.５％５,６７２万円「肉付予算」　１１９億４,８２８万円

２.２％２,２００万円　９億７,８６８万円１０億　　　６８万円公 共 下 水 道 事 業

特
別
会
計

０.０％０万円６１万円６１万円谷田工場団地造成・分譲事業

１.１％４,３２３万円４０億６,３５６万円４１億　　６７９万円国 民 健 康 保 険

皆減△３３２万円３３２万円平成２２年度末で事業廃止老 人 保 健

△３.０％△１,０８５万円３億５,６８１万円３億４,５９６万円後 期 高 齢 者 医 療

当初
予算

平成２３年度　鹿島市

※平成２２年度は市長の改選期であったため、一般会計当初予算は「骨格予算」として編成し、市長選挙後の６月補正予算において、

　新市長の施政方針に基づく新規事業などを盛り込んだ「肉付予算」を編成しましたので、２段書きで比較を行っています。

建予算の概要

当初予算の概要をお知らせします
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建平成２３年度一般会計の主な目的別予算配分（予算額と構成比）

議会、総務、消防
経費

２１億４３３万円

１８％

毅肥前鹿島駅及び駅前広場整備事業　　　７，２００万円

毅防災基盤整備事業　　　　　　　　　　１，４７１万円

毅庁舎空調改修事業　　　　　　　　２億２，２５０万円

毅市民会館指定管理事業　　　　　　　　　　７１２万円

毅市民会館耐力度調査及び建設検討事業　　　　　５４２万円 など

福祉事業の推進

４４億７,６６４万円

３７％

毅放課後児童対策事業　　　　　　　　　　　　４，６５２万円

毅保育所運営費（法人立）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９億３，６４０万円

毅乳幼児医療費助成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６，６８９万円

毅小中学生入院医療費助成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３００万円

毅ＤＶ等対策事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１８８万円 など

当初予算の概要をお知らせします

衛生、健康対策

８億６９４万円

７％

毅休日こどもクリニック運営事業　　　　  　６８４万円

毅小児インフルエンザ予防接種助成事業　　  ４３０万円

毅子宮頸がん等ワクチン接種助成事業　　１，８７１万円

毅妊婦・乳幼児健康診査事業　　　　　　３，０１０万円

毅ごみ処理負担金（一部事務組合）　　１億５，７０７万円 など

農林水産業の振興

６億６,５４０万円

６％

・中山間地域等直接支払交付金事業   １億      ２２９万円

・中山間地域総合整備事業　　　　　　　２，３８０万円

・地域農業水利施設ストックマネジメント事業   ３，３５１万円

・森林整備加速化・林業再生事業　　　　５，０７１万円

・漁村再生交付金事業　　　　　　　　　４，０９７万円 など

農林水産業の振興

６億６,５４０万円

６％

毅中山間地域等直接支払交付金事業   １億      ２２９万円

毅中山間地域総合整備事業　　　　　　　２，３８０万円

毅地域農業水利施設ストックマネジメント事業   ３，３５１万円

毅森林整備加速化・林業再生事業　　　　５，０７１万円

毅漁村再生交付金事業　　　　　　　　　４，０９７万円 など

商工観光、企業誘致、
　雇用対策

４億 １,７５７万円

３％

毅誘致企業助成措置事業　　　　　　　　２，９１６万円

毅中心市街地活性化対策事業　　　　　　２，０６１万円

毅地場産業振興対策事業　　　　  　　　　　２３０万円

毅新規事業活動支援事業　　　　　　  　　　１２１万円

毅かしま観光戦略推進事業　　　　　　　５，７７２万円 など

学校教育、生涯学習

１２億２,３０４万円

１０％

毅日韓小学校友好交流事業　  　　　　　　　１５７万円

毅情報・電子機器整備事業　　　　　　　　　７５５万円

毅小中学校耐震補強・大規模改造事業　　５，８５０万円

毅伝統的建造物群保存事業　　　　　１億　  ４１７万円

毅エイブル・図書館指定管理事業　　１億５，４３２万円 など

土木、建設事業

１０億２,５７９万円

９％

毅辺地道路整備（中川内～広平線）　　　　７，９１４万円

毅社会資本整備総合交付金事業（舗装等）　   １億２，７３０万円

毅中木庭ダム周辺整備事業　　　　    　　１，９１４万円

毅肥前浜宿街なみ環境整備事業　　　　　１，５２０万円

毅急傾斜地崩壊防止事業　　　　　 　　  １，４０１万円 など

借入金の返済
（公債費）

１２億３,２７０万円

１０％

　平成２３年度の一般会計借入金残高は８９億円へ減少する見込

みであり、地方交付税で返済額が全額措置される臨時財政対

策債（３７億円）を差し引くと、実質的な借入金残高は５２億円程

度となります。さらに、この５２億円の返済にも、約６割の交

付税措置が見込まれます。
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総合
計画

いよいよ始まります

詳しい内容は、ホームページまたは次の閲覧場所でご覧ください。

　閲覧場所　市役所３階企画課、市民課ホール、市民図書館、地区公民館（６ヵ所）

 　企画課企画係　緯（６３）２１０１詳しくは

　総合計画とは、鹿島市の将来像やそれを実現するためのまちづくりの基本的な

方向性を示したもので、市のすべての活動の根拠となる最上位の計画です。

　この計画は、基本構想と基本計画で構成されています。

計画期間　平成２３年度～平成２７年度

第五次鹿島市総合計画
　　平成２３年４月スタート

計画実現のために

１協働による

　　　　まちづくり

２行財政運営

産業の振興

１農業・林業・水産業

２工　業

３商　業

４観　光

５雇用と勤労者福祉

福祉・保健・医療の充実

１社会福祉

２児童・子育て支援

３低所得者福祉

４保健・医療

建設環境の整備
１都市基盤
２生活環境
３伝統的町並み及び
　集落の保存と活用
４安全の確保

５自然環境

教育文化の向上

１学校教育

２地域教育

３社会教育

４文化・スポーツ

建基本計画…将来像を実現するための取り組み

建基本構想…鹿島市の将来像やまちづくりの基本的な考え方

みんなが住みやすく、暮らしやすいまち目指す将来像

平成２７年度目標　３１，０００人人 口 目 標

施策の基本的考え方

　本市の豊かな自然の恵みを守り、育んでいくとともに、産業の振興、福祉・保健・医療の充

実、建設環境の整備、教育文化の向上を図ることにより、本市が「住みやすく、暮らしやすい

まち」と市民の皆さまに感じていただけるようなまちづくりを目指します。

　定住促進などの施策を積極的に行うことにより、人口減少傾向に歯止めをかけ将来的には人

口増を目指していきます。

医・職・住の充実

【医】福祉・保健・医療の充実で、みんな生き生き元気

　　　　　　　　　　　　　　　　　（安心して産み育てられる環境、健康づくりの推進など）

【職】豊かな地域資源を活かし、雇用の創出と拡大（鹿島ブランドの発掘、地元企業の育成など）

【住】安全・安心、快適な暮らしの実現（地域防災体制の強化、住環境・道路網の整備など）

「医・職・住」の充実により、目指す都市像の実現、人口減少の歯止めにつながると考えます。

みんなですすめるまちづくり

　市民一人ひとりや企業、団体、行政などが情報を共有し、連携し合うことで、地域の課題に

柔軟に対応することが可能になります。

　そのための環境づくりと、協働によるまちづくりをすすめていきます。

いよいよ始まります　総合計画
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　市では、市民の皆さんが市内の業者に依頼して住宅

の改修工事を行う場合に、予算の範囲内で費用の一部

を補助します。

対　象　者　鹿島市民

対象物件　市内の住宅（併用住宅を含む）

施工業者　市内の個人事業者または

　　　　　市内に本店がある法人

対象工事　住宅改修工事（下表のとおり）

申請受付　平成２３年４月１日から随時受付

　　　　　（予算の範囲内で、先着順）

申請方法　市役所２階まちなみ建設課や市のホームペ

　　　　　ージで配布する専用の「申請書」に必要事

　　　　　項を記入し、必要書類を添えてまちなみ建

　　　　　設課に提出してください。

そ　の　他　・補助は、１つの住宅につき１種別１回限

　　　　　　りです。

　　　　　・平成２４年３月３１日までに改修工事が完了

　　　　　　する必要があります。

 　まちなみ建設課施設管理係

　　　　　緯（６３）３４１５

詳しくは

－　 鹿島市緊急経済対策　 －

住宅改修事業費補助金の申請を受け付けます

お
知
ら
せ

既存事業との関連補　助　額内　　容種　　別

１７ページの介護保険による住

宅改修との併用はできません。

障害者補助制度との併用はで

きません。

改修費の５０％

限度額１０万円

①手摺の取り付け
②段差の解消
③滑りの防止および移動の円滑化等の
　ための床または通路面の材料の変更
④引き戸等への扉の取替え
⑤洋式便器等への便器の取替え
⑥その他①～⑤の住宅改修に付帯して
　必要となる住宅改修

バリアフリー改修

国・県補助との併用ができ

ます。

１kw当り３万円

限度額１０万円

住宅（既存･新築）に新たに太陽光発電

システムを設置
太陽光発電システム設置

家庭用浄化槽補助金との併

用ができます。

１０万円／１件

定額補助
家庭用浄化槽への切り替え生活排水改善

　従来の乳幼児医療費助成（就学前まで）が、平成２３年4月1日から、助成対象を小・中学生の入院までに拡大し、

「乳幼児及び児童の医療費助成制度」へと変わります。

４月診療分より小・中学生の入院費を助成します
お
知
ら
せ

拡大されるのは

　愚対象者

　　市内に住所がある小学校1年生から中学校3年生

　　までの子ども

　愚対象となる医療費

　　保険診療分の入院費

　　岳入院中の食事代、差額ベッド代などの保険外の

　　　負担については助成の対象になりません。

　愚申請から助成まで

　　①医療機関で一部負担金をお支払いください。

　　②福祉事務所に備え付けの申請書に必要事項を記

　　　入し、提出してください。

　　※申請書には、医療機関から証明をもらうか、領

　　　収書を添付してください。（レシート不可）

　　③一人あたり月５００円を控除した全額を、指定さ

　　　れた金融機関の口座へ申請の翌月の２５日前後に

　　　振り込みます。

注意点など

　潤申請の期限は、医療費を支払ってから１年以内で

　　す。

　潤初めて申請する人は、振込先口座の通帳をお持ち

　　ください。

　潤加入している健康保険の高額療養費に該当する場

　　合は、健康保険からの振込通知書など給付が確認

　　できるものを添付してください。

　潤就学前の乳幼児の医療費については、今までどお

　　り入院・通院ともに助成します。

 　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９詳しくは
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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

　をしている人です。

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。

 　市民課市民年金係　緯（６３）２１１７ 詳しくは

　市役所のほか肥前鹿島駅、観光協会、道の駅鹿島などで配布しています。

①鹿島ランチマップ

　岳市内で昼食が食べられる５７店舗の一押しランチを紹介したランチマップです。

②外国語版観光パンフレット

　岳年々増加する外国人観光客に対応するために、英語・韓国語・中国語（簡体

　　字、繁体字）の計４種類を作成しました。

③鹿島ニューツーリズムパンフレット

　岳自然を活かしたさまざまな体験型観光プログラムを紹介しています。

 　商工観光課観光振興係　緯（６３）３４１２詳しくは

交通災害共済の加入申込を受け付けています
お
知
ら
せ

第二次鹿島市行財政改革大綱を市長に答申
お
知
ら
せ

　市長から諮問を受け、第二次鹿島市行財政改革大綱の調査・審議を行っていた「鹿島市行財政調査委員会」

（民間委員８人）は、平成２３年３月１８日に答申しました。平成２３年度から２７年度までの5年間で行う第二次行財政改

革は、鹿島市民憲章や第五次鹿島市総合計画実現のために行うもので、その主な内容は次のとおりです。

詳しい内容は、ホームページまたは次の閲覧場所でご覧ください。

　閲覧場所　市役所３階企画課、市民課ホール、市民図書館、地区公民館（６ヵ所）

 　企画課企画係　緯（６３）２１０１詳しくは

潤文字データ放送（ケーブルテレビ）　潤メールマガジンの発行

潤定例記者会見の毎月実施　潤市民意識調査の実施

潤行政計画に対する意見公募　

潤審議会など市民参画機会の充実　など

２　行政運営のあり方の再検証

　～市民サービスの維持・向上に向けて～

１　協働によるまちづくり

～積極的な情報提供と共有、そして協働へ～

３　効率的な財政運営の推進
～市民サービスの充実につながる政策経費の確保～

潤市有財産の有効活用、諸手当の見直し、経常経費の削減　など

潤保育所みどり園の民営化（H２５）

潤給食センター（調理部門）の民間委託（H２６）

潤窓口サービスの充実

潤ＩＣＴ（情報通信技術）による手続きの簡素化、利便性の向上など

新しい観光パンフレットができました 市外のご友人などに鹿島市を紹介する際にぜひご活用ください
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時間ところとき時間ところとき

９:３０～１０:００

１０:３０～１１:００

１２:００～１３:３０

七浦公民館

浜公民館

市民会館

５／１３
（金）

１０:００～１０:３０

１０:５０～１１:２０

１３:３０～１４:２０

中尾公民館

古枝公民館

北鹿島公民館

４／２０
（水）

９:３０～１０:３０

１１:００～１１:３０

１３:３０～１４:１０

横田公民館

のごみふれあい楽習館

北鹿島公民館

５／１４
（土）

９:３０～１０:２０

１０:４０～１１:１０

１３:３０～１４:３０

貝瀬公民館

中浅浦公民館

のごみふれあい楽習館

４／２１
（木）

９:００～１０:００

１０:３０～１２:００

古枝公民館

市民会館

５／１５
（日）

１０:００～１０:３０

１１:００～１１:３０

１３:３０～１４:００

飯田公民館

小宮道公民館

中町公民館

４／２２
（金）

　生後９１日以上の犬を飼っている人は、

狂犬病の予防注射（１年に１回）と犬の

登録（一生に１回）を必ず行いましょう。

　注射日程は、右表のとおりです。

手　数　料

　潤登録済の場合・・・３,０５０円

　潤新規の場合・・・・・６,０５０円

　おつりが出ないようご協力ください。

※新規登録の犬は飼い主の住所・氏名、

　犬の種類・毛色・名前・生年月日・

　性別を確認します。

 　環境下水道課環境係

　　　　緯（６３）３４１６

詳しくは

狂犬病予防注射・犬の登録のお知らせ
お
知
ら
せ

健康保険の切替手続きはお済みですか？
お
知
ら
せ

　春は引越し・就職・退職など異動の多い時期です。

　それに伴い、新たに国保へ加入したり、国保からそ

の他の保険（社会保険等）に変更になった場合は、変

更になった日から２週間以内に市に届出をする必要が

あります。自動的に切り替わることはありませんので、

健康保険の変更があったご家庭は届け出済みかどうか

の確認をお願いします。

届け出に必要なもの

潤国保に加入するとき

　（職場の健康保険をやめたとき、扶養からはずれたとき）

　覚職場の健康保険を喪失した証明書（離職票など）

潤国保をやめるとき

　（職場の健康保険に加入したとき、扶養に入ったとき）

　覚国民健康保険証と職場の健康保険証

　※健康保険証が交付されるまでに２週間以上かかる

　　場合もありますが、その場合も交付を受けたらす

　　ぐ届け出るようにしてください。

届　出　先　市民課窓口

 　保険健康課国保係　緯（６３）２１２０詳しくは

届け出が遅れると・・・

　国民健康保険税が課税されたままになることがあり

ます。また、３ヵ月以上届け出が遅れた場合、条例に

基づき『２,０００円～１００,０００円の過料』が課せられます。

（遅れた期間によって金額が異なります。）

お
知
ら
せ

野山に入るときはご注意を！
－イノシシの一斉捕獲を実施します－

お
知
ら
せ

　４月から市内全域で、有害鳥獣（イノシシ）捕獲が行

われます。これは近年の農業被害の増加と里地近辺へ

の出没をうけて実施されるものです。

　万が一の事故を防止するため、

山菜取りやハイキング等で野山

へ入られるときは次の点に注意

してください。

色で自分の居場所をアピールしましょう！

　岳薄暗い場所や遠くからでもすぐ見分けがつく服装

　　をしましょう。

音で自分の居場所をアピールしましょう！

　岳ラジオを携帯したり、大きめの声で会話するなど

　　しましょう。

ワナには触れないようにしましょう！

　岳もし触って作動した場合、大変危険です。

　　決して触れないでください。

 　農林水産課農政係　緯（６３）３４１３詳しくは
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情報掲示板ワイド

恭固定資産課税台帳の閲覧

　対　象　者

　潤市内に土地または家屋を所有する納税義務者

　潤市内の土地または家屋の借地・借家人

　潤固定資産を処分する権利を有する一定の人

　方　　法

　　本人を確認できる証明書（免許証等・法人は会社印が必要）、

　委任状、賃貸借契約書、処分する権利を確認できるも

　のなどを持参し、税務課窓口に申請してください。

　そ　の　他

　　対象となる人は固定資産課税台帳に関する記載事

　項証明書を求めることもできます。

恭固定資産税縦覧帳簿の縦覧

　市内に土地または家屋を所有している納税者また委

任を受けた代理人は、市内にある土地または家屋の価

格等を縦覧帳簿で確認できます。

　と　　き　４月１日（金）～６月３０日（木）

　　　　　　８時３０分～１７時１５分（土・日・祝日を除く）

　方　　法　

　本人を確認できる証明書（免許証等）を持参し、税務

課窓口に申請してください。

　代理人は合わせて委任状が必要です。

 　税務課課税係　緯（６３）２１１８詳しくは

　税務課では、課税台帳の閲覧および縦覧帳簿の縦覧ができます。

　軽自動車税は４月１日現在登録している所有者（使用者）に課税されます。

　車両の所有者として届け出ている人は５月中旬に納税通知書を送付しますので、

内容を確認して納期内に納めましょう。

　また、身障者等（身体障害者または精神障害者）の移動のために所有している軽自動車には、減免基準により軽

自動車税の減免制度があります。

　期限内に手続きをしなかった場合は減免できませんので、期限内に手続きを済ませましょう。

軽自動車税の納期限
納付書の納付は５月３１日（火）
（口座振替日は５月３１日（火））

軽自動車税の納期限と減免申請
お
知
ら
せ

固定資産に関する閲覧および縦覧ができます
お
知
ら
せ

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

使用をやめたいとき、使用者を変更したいときなどは、

事前に水道課への届け出が必要です。

　水道課窓口までお越しください。

※土・日・祝日・年末年始は業務を行っていないため事

　前に手続きが必要となります。平日に都合がつかれ

　ない人は下記までお問い合わせください。

問合先　　水道課管理係　緯（６２）３７１８

　身障者等の減免申請について

対　象　車　煙身障者等本人が所有する軽自動車

　　　　　煙身体障害者が１８歳未満の場合または精神

　　　　　　障害者の場合は、生計を同じくする人が

　　　　　　所有する軽自動車

　　　　　※普通自動車の減免（県）を受けていない場

　　　　　　合に限り、対象車の減免が受けられます。

期　　限　５月２４日（火）

と　こ　ろ　税務課窓口

潤今年初めて申請する人

　持参品　煙車検証（軽自動車届出書）

　　　　　煙身体障害者手帳や療育手帳など

　　　　　煙運転免許証　　煙印鑑（認印可）

潤昨年（平成２２年度に）減免を受けた人

　市より調査票を送付し、現況確認を行いますので

申請は不要です。

　ただし、昨年申請した車両を廃車等し、別の車両へ

変更（登録）する人は申請が必要です。

 　税務課課税係　緯（６３）２１１８詳しくは
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保険料免除等と年金給付の関係

　所得が少ないなど、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続きによって保険料

の納付が免除または猶予される制度があり、次の３種類があります。

　※１月から６月までに申請される場合は、前々年所得が基準となります。

怯保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け

　取ることができない場合があります。保険料を納めるか、納めることが困難な場合には上記の申請をしましょう。

　　申請の受付は市民課で行っています。印鑑・年金手帳をご持参ください。なお、所得要件確認のため税務申告

　がなされていることが条件となります。

怯離職者、震災・風水害等の被災者の人は所得に関係なく該当する場合があります。離職者で、申請する年度また

　は前年度に退職（失業）の事実がある場合、雇用保険受給資格者証、離職票等の写しが必要です。

　　※障害年金や生活保護を受けている人は「法定免除」となります。

怯将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、上記申請により免除または猶予された期間について、１０年以内で

　あれば、さかのぼって保険料を納めること（追納）ができます。

　ただし、承認を受けた翌年度から起算して３年目以降は加算金がつきますので、早めに追納してください。

※一部納付については、一部納付保険料を納付していることが必要となります。

問合先　市民課市民年金係　緯（６３）２１１７

国民年金保険料の納付が困難なときは？
－国民年金保険料免除制度があります－

お
知
ら
せ

○ ○ △ × ×

○ ○ △ ○ ×

○ ○ △ ○ ×

未　　納
若年者納付猶予
学生納付特例

一部納付全額免除納　　付年金給付との関係

算入されません算入されます算入されます算入されます算入されます
受給資格期間に

算入されるか?

遺
族
基
礎
年
金

障
害
基
礎
年
金

算入されません算入されます算入されます算入されます算入されます
受給資格期間に

算入されるか？

老
齢
基
礎
年
金

反映されません反映されません
２分の１

(一部納付分)反映されます
２分の1

(国庫負担分）反映されます
反映されます

年金額に反映さ

れるか？

①全額免除・一部納付申請

本人・世帯主・配偶者の前年所得

が一定額以下の場合には、申請に

より保険料の納付が全額免除また

は一部納付になります。

②若年者納付猶予申請

３０歳未満の人で本人・配偶者の

前年所得が一定額以下の場合には、

申請により保険料の納付が猶予さ

れます。

③学生納付特例申請

学生の方が本人の前年所得が一定

額以下の場合には、申請により保

険料の納付が猶予されます。在学

証明書または学生証の写しの提出

が必要です。

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

　今回、市が直接雇用する日日雇用職員を下記のとおり募集します。

申込方法　就業を希望する人は市総務課または市のホームページ「各種案内募集」で配布する専用の申込書を

　　　　　総務課職員係(市役所3階)に提出してください。

　　　　　※業務内容や申込締切日等の詳細は、市のホームページをご覧いただくか、

　　　　　　下記の各募集先またはハローワークにお問合せください。

 　市総務課職員係　　緯（６３）２１１３　または　ハローワーク鹿島　緯（６２）４１６８詳しくは

募集先および

問合先

雇用

予定
業　務　内　容雇用期間

募集

人員
事　業　名

保険健康課
緯（６３）２１２０

４月

１１日

介護保険の各種申請受付、要介護認定調

査など

６ヵ月以内

（更新あり）
２人地域相談体制強化事業

福祉事務所
緯（６３）２１１９

４月

１８日

放課後児童クラブ指導員、児童の見守り

など
１２ヵ月以内９人放課後児童対策事業

アンケートの集約、地域福祉懇談会開催

等の事務補助

６ヵ月以内

（更新あり）
１人

鹿島市地域福祉計画策

定事業

商工観光課

緯（６３）３４１２

産業振興・地域振興に役立てるための情報

の収集など
４ヵ月以内１人産業振興情報収集事業

教育総務課
緯（６３）２１０３

特別の支援を要する児童生徒に対する支

援業務

３ヵ月以内

２人
特別支援教育等支援員

事業

教員の補助、児童生徒への支援１人学習支援員事業

児童生徒の悩み相談などを受ける支援６人心の支援員活用事業

教育や福祉に関する知識や経験を活用し

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

小学校金管バンドの指導支援１２ヵ月以内１人
金管バンド指導支援員

活用事業

ホームページの作成や指導、その他情報

機器に関する支援
６ヵ月以内

（更新あり）

１人情報教育支援員事業

まちなみ建設課
緯（６３）３４１５

４月

２５日

道路の安全確保および景観保全のための

街路樹、道路側溝の清掃作業
２人道路管理美化整備事業

道・水路占用台帳および道路付属物台帳な

どの整備(パソコン入力)
６ヵ月以内１人

道・水路及び道路付属物

台帳整備事業

恭市が直接雇用する事業

採　用　情　報

【緊急雇用対策】日日雇用職員を募集します
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募集先および

問合先

雇用

予定
業　務　内　容雇用期間

募集

人員
事　業　名

環境下水道課

緯（６３）３４１６

５月

２日

ごみ不法投棄の監視パトロール、公共下

水道施設の環境保全など

４ヵ月以内

（更新あり）
２人環境美化推進事業

生涯学習課

緯（６３）２１２５

運動広場等の樹木剪定、体育施設および

周辺の清掃、事務補助ほか
６ヵ月以内２人

運動広場及び蟻尾山公

園等管理事業

古文書の記録保存および利活用のための

デジタル写真撮影・編集
６ヵ月以内

（更新あり）

１人
古文書資料デジタル写

真編集事業

自然体験など各種事業の事務補助や支援１人
青少年教育・体験活動支

援事業

商工観光課

緯（６３）３４１２

５月

１６日

観光素材の発掘、旅行商品の企画立案お

よび旅行代理店等への営業活動

６ヵ月以内

（更新あり）
１人

かしま観光営業強化事

業

恭市の委託先が募集する事業

　市が直接雇用する事業のほか、下記の委託事業もあります。就業を希望する人はハローワークまたは下記の問合

せ先に申し込んでください。

（市が直接雇用する事業の続き）

募集先および

問合先

雇用

予定
業　務　内　容雇用期間

募集

人員
事　業　名

ＪＡさが佐賀みどり支部園芸部園芸課

緯（６２）２１４５
５月

１日

農作業支援および各種研修・資格取得

(農業経験は問いません）
１１ヵ月

９人
鹿島アグリヘルパー事

業

嘉瀬の浦ファーム
緯（６２）７５８０
緯０８０（５２５２）４２３７

農作業支援および各種研修・資格取得

(農業経験は問いません）
３人鹿島アグリ研修事業

七浦地区振興会(道の駅鹿島)

緯（６３）１７６８

５月

２日

干潟展望館のインフォメーションでの案

内業務ほか

１１ヵ月

２人
道の駅「鹿島」観光強化

事業

干潟体験・環境教育インストラクターおよび特産品

販売・開発にかかる知識・技術習得ほか
３人

道の駅「鹿島」観光拠点

人材育成事業

(株)エフエム佐賀

緯０９５２（２５）７７９０

観光および地域情報のラジオ番組を作成

し市内外へ情報発信を行う
３人

鹿島市観光情報ラジオ

番組作成発信事業

消費生活相談員の会さが

緯０９５２（２４）１００９

消費者トラブルの未然防止や消費者意識

を高める啓発活動
６ヵ月１人消費者行政活性化事業

採　用　情　報
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西　回　り東　回　り
１６：００１３：００８：００鹿島バスセンター１５：００１０：００９：００鹿島バスセンター
１６：０１１３：０１８：０１鹿島新町（織田病院前）１５：０１１０：０１９：０１鹿島新町（織田病院前）
１６：０３１３：０３８：０３ピオ・納富病院前１５：０３１０：０３９：０３ピオ・納富病院前
１６：０４１３：０４８：０４よらんね１５：０４１０：０４９：０４よらんね
１６：０５１３：０５８：０５高木眼科前１５：０５１０：０５９：０５高木眼科前
１６：０６１３：０６８：０６御神松１５：０６１０：０６９：０６御神松
１６：０８１３：０８８：０８鹿島総合庁舎前１５：０８１０：０８９：０８鹿島総合庁舎前
１６：０９１３：０９８：０９西牟田(別府整形外科前)１５：０９１０：０９９：０９西牟田(別府整形外科前)
１６：１１１３：１１８：１１公園入口(佐賀西信用前)１５：１１１０：１１９：１１公園入口(佐賀西信用前)
１６：１２１３：１２８：１２鹿島・中川１５：１２１０：１２９：１２鹿島・中川
１６：１３１３：１３８：１３鹿島市役所・エイブル前１５：１３１０：１３９：１３鹿島市役所・エイブル前
１６：１４１３：１４８：１４行成公民館１５：１４１０：１４９：１４泉通り
１６：１５１３：１５８：１５九州労働金庫前１５：１５１０：１５９：１５小舟津
１６：１７１３：１７８：１７どんとこい前１５：１６１０：１６９：１６鹿島農協入口
１６：１８１３：１８８：１８行成１５：１６１０：１６９：１６しめご橋
１６：１９１３：１９８：１９ララベル前１５：１７１０：１７９：１７ドラモリ・コメリ前
１６：２０１３：２０８：２０ドラモリ・コメリ前１５：１８１０：１８９：１８ララベル前
１６：２１１３：２１８：２１しめご橋１５：１９１０：１９９：１９行成
１６：２１１３：２１８：２１鹿島農協入口１５：２０１０：２０９：２０どんとこい前
１６：２２１３：２２８：２２小舟津１５：２１１０：２１９：２１九州労働金庫前
１６：２３１３：２３８：２３泉通り１５：２２１０：２２９：２２行成公民館
１６：２４１３：２４８：２４鹿島市役所・エイブル前１５：２４１０：２４９：２４鹿島市役所・エイブル前
１６：２５１３：２５８：２５鹿島・中川１５：２５１０：２５９：２５鹿島・中川
１６：２６１３：２６８：２６公園入口(中川たねもの前)１５：２６１０：２６９：２６公園入口(中川たねもの前)
１６：２７１３：２７８：２７西牟田(別府整形外科前)１５：２７１０：２７９：２７西牟田(別府整形外科前)
１６：２８１３：２８８：２８鹿島総合庁舎前１５：２８１０：２８９：２８鹿島総合庁舎前
１６：３１１３：３１８：３１御神松１５：３１１０：３１９：３１御神松
１６：３２１３：３２８：３２高木眼科前１５：３２１０：３２９：３２高木眼科前
１６：３４１３：３４８：３４よらんね１５：３4１０：３4９：３４よらんね
１６：３５１３：３５８：３５ピオ・納富病院前１５：３５１０：３５９：３５ピオ・納富病院前
１６：３７１３：３７８：３７鹿島新町(織田病院前)１５：３7１０：３7９：３７鹿島新町(織田病院前)
１６：３８１３：３８８：３８鹿島バスセンター１５：３８１０：３８９：３８鹿島バスセンター

　西回りコースの鹿島バスセンター１２：００発を８：００発に変更しますので、通院等にぜひご利用ください。

（路線、バス停の変更はありません。）

市市市市市市市市市市内内内内内内内内内内循循循循循循循循循循環環環環環環環環環環ババババババババババススススススススススががががががががががよよよよよよよよよよりりりりりりりりりり利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用ししししししししししややややややややややすすすすすすすすすすくくくくくくくくくくななななななななななりりりりりりりりりりまままままままままま市内循環バスがより利用しやすくなりますすすすすすすすすすす
○運賃　大人２００円／回　高校生以下１００円／回　未就学児無料

○運休　祝祭日および毎週日曜日、１２月３１日～１月３日市内循環バ ス時刻表
恐

況

挟

狭

恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭

狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂

教
教

橋
橋

平成２３年４月１日から時刻表が変わります

　高津原のりあいタクシーの時刻表、路線、

バス停の変更はありません。

○運賃　大人３００円／回　高校生以下１５０円／回　未就学児無料

○運行　毎週火曜日・木曜日・土曜日

○運休　祝祭日および８月１３日～１５日，１２月３１日～１月３日

高津原のりあいタクシー時刻表
恐

況

挟

狭

恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭

狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂

教
教

橋
橋

吹上線（往路）
８：４５吹上公民館
８：４８かんらん
８：５０天神様前
８：５１中谷
８：５３旧公民館前
８：５５西峰団地
８：５７西ノ谷上
８：５８西ノ谷下
９：０１モリナガ
９：０３高木眼科医院
９：０５織田病院
９：０７よらんね
９：１０犬塚病院

吹上線（復路）
１６：００１１：３０犬塚病院
１６：０３１１：３３よらんね
１６：０５１１：３５織田病院
１６：０７１１：３７高木眼科医院
１６：０９１１：３９モリナガ
１６：１２１１：４２西ノ谷下
１６：１３１１：４３西ノ谷上
１６：１５１１：４５西峰団地
１６：１７１１：４７旧公民館前
１６：１９１１：４９中谷
１６：２０１１：５０天神様前
１６：２２１１：５２かんらん
１６：２５１１：５５吹上公民館

旭ヶ岡線（往路）
９：２５旭ヶ岡保育園前
９：２７吹上荘
９：２９田澤記念館
９：３１六洲荘前
９：３３城内
９：３６教育会館前
９：４０犬塚病院
９：４３よらんね
９：４６織田病院
９：４８高木眼科医院
９：５０モリナガ

旭ヶ岡線（復路）
１２：１０モリナガ
１２：１２高木眼科医院
１２：１４織田病院
１２：１７よらんね
１２：２０犬塚病院
１２：２４教育会館前
１２：２７城内
１２：２９六洲荘前
１２：３１田澤記念館
１２：３３吹上荘
１２：３５旭ヶ岡保育園前

市内循環バス時刻表改正のお知らせ

 　企画課企画係　緯（６３）２１０１詳しくは
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　今回の地震で失われた多くの尊い命に深く哀悼の意

を表すとともに、被災された地域の皆さまに衷心より

お見舞い申し上げます。

　この地震では、原子力発電所の事故が重なったこと

もあって、まれにみる複合型災害として、東北地方を

中心に甚大な被害をもたらしました。このため多くの

方が避難を余儀なくされております。

　本市でも有明海に津波警報が発令されましたので、

関係する皆さまのご協力を得て、関係機関や団体と連

携を図りながら、災害対策連絡室を設置し警戒にあた

りました。また、地震の影響を考慮して、市が主催す

る海の森植樹祭などの催しを中止にする緊急措置を

とったところでございます。

　今回、本市への被害はなく事なきを得ましたが、今

後も、私が常々申し上げております「まさか」でなく

「万が一」を心構えとし、緊急事態には、早急に態勢

を整え、迅速に対応してまいります。

　さて、被災された地域の一日でも早い復興とお住ま

いの皆さまが早く元の生活に戻られることを切に願っ

ていることろでございますが、皆さまもご承知のとお

り被災地に対する支援の輪が全国さらには世界に広が

っています。

　本市では、３月１８日に鹿島市災害対策支援室を設置

し、義援金受付のほか、現地の要望を踏まえた支援物

資の提供などを呼びかけて、お預かりした市民の皆さ

まの善意をお届けするという対応をしております。

　市といたしましても、義援金１０００万円を予算化

し送ったところであり、また、長年親交関係にある大

韓民国 高興郡 の皆さまから多額の義援金をいただきま
こ ふ ん ぐ ん

したので、鹿島市社会福祉協議会を通じて募金させて

いただいたところでございます。

　人材派遣につきましては、特に急がれる水道の給水

や公共下水道マンホール調査を行うことができる市職

員の派遣をすでに決定し、具体的な日程の調整をして

いるところでございます。今後予想されます保健師や

建築士などの有資格者の派遣要請についても対応でき

る準備を整えており、市民の皆さまの中からも、資格

を有する方を含めましてボランティアとして従事して

いただく方がいらっしゃれば、現地の要請により応え

ていきたいと考えております。

　被災された方々の受け入れにつきましては、市営住

宅や地区公民館など、市の施設の一時提供や市民の皆

さまのご厚意による民泊受け入れなど、態勢を整えて

いるところであり、今のところ、主として全国知事会

を中心に受入れの調整が進んでおります。さらに今後

の推移にもよりますが、例えば、永続的に鹿島への転

居を希望される農家があれば、耕作地のあっせんなど

も視野に入れて準備しているところでございます。

　また、復興の過程におきまして、燃料や物資、資材

といった生活必需品の不足、あるいは復興に伴う国の

動きなどさまざまな事態が予想され、多少ならずとも

市民生活への影響が懸念されます。これらの動きの的

確な情報と影響の把握に努めてまいります。

　最後になりますが、市民の皆さまの中にも被災され

た親族や友人など関わりがある方がいらっしゃるとお

聞きしております。復興支援や地震の影響に対する措

置について、市として、できる限りのことを講じてい

く考えでございますので、市民の皆さまのご理解、ご

協力を賜りますようお願い申し上げます。

市長からのメッセージ

鹿島市は市民の皆さまとともに
　東北地方太平洋沖地震の被災者の皆さまを

　　支援していきます

　鹿島市と鹿島市社会福祉協議会では、被災地支援のため、市役所などで義援金を受け付けています。

義援金の受付　平成２３年３月１４日～　※各施設の開館時間内にお願いします。

義援金箱の設置場所　市役所１階総合案内、各地区公民館、エイブル（市民図書館、保健センター、２階事務局）

　　　　　　　　　　平谷直売所、吹上荘　※鹿島市社会福祉協議会窓口（福祉会館１階）でも承ります。

 　鹿島市社会福祉協議会　緯（６２）２４４７詳しくは

義援金を受付中　皆さまの温かいご支援をお願いします

義援金詐欺にご注意ください！市職員や社協職員が各家庭を訪問し金品による義援金をお願いすることはありません
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　鹿島市では、義援金受付のほか、この度の地震の被災者の皆さまを受け入れるために一時的に公共施設を提供す

るなど、市内で受け入れる態勢づくりを整えています。万全の態勢を整えるために、下記の５項目について登録を

受け付けていますので、ご協力いただける方は、下記まで電話、ＦＡＸ、Ｅメールのいずれかでお申し込みくださ

い。市民の皆さまの温かいご支援・ご協力をよろしくお願いします。

　ご登録いただいた内容については、受け入れの際、必要に応じて災害対策支援室より依頼させていただきます。

　　　　　　登録のお申し込みは　東北地方太平洋沖地震　鹿島市災害対策支援室（鹿島市役所総務課内）

　　　　　　　　　　　　　電話（６３）２１１３　ＦＡＸ（６３）２１２９

　　　　　　　　　　　　　Ｅメール　syoubou3@city.saga-kashima.lg.jp

次の登録内容をお知らせください。

１．申請者の住所・氏名　※申請者が所有者でない場合は所有者の承諾が必要となります。

２．電話番号　３．空き屋・空き室の所在地　４．間取り　

５．受け入れ可能期間（○月○日から○月○日までの○ヵ月程度）

②被災者に提供可能な空き家・空き室の登録を受け付けています

次の登録内容をお知らせください。

１．所有者の住所・氏名　２．電話番号　

３．貸出可能な生活物資

（１）寝具（○組）　（２）自転車（大人用○台、子ども用○台）

（３）家電製品　・地デジ対応テレビ　・冷蔵庫　・電子レンジ　・炊飯器　・掃除機　など

※家電製品や自転車について、使用時の故障または返却後に故障が判明した場合に修理をせず

　に返却させていただきますことをご了承ください。

③被災者に貸出可能な物資の登録を受け付けています

佐賀県から有資格者の派遣要請があった場合に、登録者に連絡します。

なお、移動旅費、傷害保険は鹿島市で負担させていただきます。

資格の種類　保健師、看護師、介護士、保育士、建築士、土木技師など

登録内容　住所、氏名、資格、派遣可能期間（○月○日から○月○日）をお知らせください。

⑤有資格者ボランティアの登録を受け付けています

想定する受け入れボランティアの業務

毅被災者の移動支援（佐賀空港などから鹿島市役所まで）

毅市内事業所や市民の皆さまからご提供いただいた空き家や空き室の事前清掃

毅身の回りのお世話（銀行・病院などへの案内など、当分の間）　など

※移動が必要な際は、自己所有の車（マイカー）でボランティア業務をしていただくことにな

　ります。

登録内容　住所、氏名をお知らせください。

④被災者受け入れボランティアの登録を受け付けています

被
災
者
支
援
の
た
め
の
登
録
に
ご
協
力
く
だ

被
災
者
支
援
の
た
め
の
登
録
に
ご
協
力
く
だ
ささ
いい

被災された方をご存じの方は、
鹿島市にも避難ができることをお知らせください

次の登録内容をお知らせください。

１．住所　２．世帯主の氏名　３．電話番号　４．部屋の広さ（○畳○部屋）

５．受け入れ可能人数（○人）６．受け入れ可能期間（○月○日から○月○日までの○ヵ月程度）

※市では2週間から3ヵ月程度の受け入れをお願いできればと考えております。

①民泊（ホストファミリー）の登録を受け付けています
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路線、のりば案内

市内循環バス・高津原のりあいタクシーの路線、のりば

の　り　ば　名№の　り　ば　名№

併用泉通り⑫併用鹿島バスセンター①

行成公民館⑬併用鹿島新町（織田病院前）②

九州労働金庫前⑭ピオ・納富病院前③

どんとこい前⑮よらんね④

併用行成⑯高木眼科前⑤

ララベル前⑰御神松⑥

ドラモリ・コメリ前⑱併用鹿島総合庁舎前⑦

併用しめご橋⑲併用西牟田（別府整形外科前）⑧

併用鹿島農協入口⑳併用公園入口（佐賀西信用前）⑨

併用小舟津　併用鹿島中川⑩

鹿島市役所・エイブル前⑪

の　り　ば　名№の　り　ば　名№

織田病院⑪吹上公民館①

よらんね⑫かんらん②

犬塚病院⑬天神様前③

旭ヶ岡保育園前⑭中谷④

吹上荘⑮旧公民館前⑤

田澤記念館⑯西峰団地⑥

六洲荘前⑰西ノ谷上⑦

城内⑱西ノ谷下⑧

教育会館前⑲モリナガ⑨

高木眼科前⑩

市内循環バスのりば 高津原のりあいタクシーのりば

※市内循環バスのりばのうち、祐徳バス（株）のバス停を一部

併用するのりばがあります。

路線図

　市内循環バス　

　高津原のりあいタクシー

　　　吹　上　線　

　　　旭ヶ岡線　
※丸数字は路線毎ののりばです。

御神御神松松

よらんよらんねね

鹿島中鹿島中川川

しめごしめご橋橋

行行成成吹上公民吹上公民館館

西峰団西峰団地地
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　ご協力により２,７６９人に受診していただきま

した。結果はグラフのとおりです。

　健診結果によって、メタボリックシンドローム

の予防や生活習慣の改善に役立つ情報を提供され

たり、専門家からの支援を受けることができるよ

うになります。（特定保健指導）

　また、精密検査を受けるよう促されることもあ

ります。

※現在、生活習慣病で受診中

（服薬治療中）の人も特定健診

を受けることができます。

対　象　者　平成２３年度中に４０歳～７４歳になる国保加入者

健診場所　県内の委託医療機関（詳細は受診票と一緒にお知らせします）

健診期間　４月１８日（月）～８月３１日（水）

自己負担　１,０００円

持　参　品　『国保保険証』と『受診券』『受診票』（４月中旬にお送りします）

※受診票は、事前に鉛筆で記入し、折り曲げたり丸めたりしないでください。

　最終月（８月）は大変込み合いますので、早めの受診をお願いします。

　この特定健診事業には、国から３つの目標値が定められています。

　目標値の達成状況によって、鹿島市国保が後期高齢者医療に支払う支援金の額に影響します。

［平成２３年２月速報値］

 　保険健康課国保係（エイブル１階　保健センター内）　緯（６３）３３７３詳しくは

特定健診を受けましょう

鹿島市在住の後期高齢者の健診（　７　５　歳以上の人） 
　健診時期は１０月～１２月を予定していますので、詳しくは広報かしま９月号でお知らせします。

特定
健診

平成２３年度 鹿島市国保の特定健診

支援金が最大で１０％（４,０００万円程度）

減ります。
平成２４年度 目標値

★健診受診率・・・・・６５％

☆保健指導実施率・・・４５％

☆メタボリック減少率・１０％ 支援金が最大で１０％（４,０００万円程度）

増えます。国保財政に大きな影響

達成

できると

できないと

平成　２　２　年度の特定健診受診状況

特 定 健 診 受 診 率 と 目 標 値
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ご注意ください！　7ページの住宅改修事業費補助金（バリアフリー改修）との併用はできません

介護保険による住宅改修は
　　　「事前申請」が必要です
　介護保険では、在宅の要介護者や要支援者が、自宅で生活を続けられるように住

宅の改修を行った場合に、費用の一部を支給します。

　なお、改修工事着工前に必ず事前申請を行い承認を受けてください。

 　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

１．住宅改修を利用できる人

杵藤地区にお住まいの介護保険被保険者で以下の条件を満たす人

潤要支援１・２、要介護（１～５）の認定を受けている人

潤在宅で生活をしている人

　※認定開始日前に行った住宅改修や事前申請承認前に行った住宅改修は、支給の対象になりません。

　※事前申請には「住宅改修が必要な理由書」「改修予定箇所の写真」「平面図」（改修前後の状態が分かるもの）

　　「工事見積書」などが必要です。　改修前に介護支援専門員（ケアマネジャー）にご相談ください。

潤改修する住宅の住所地が介護保険被保険者証の住所地と同一であること。

２．対象となる工事種別

　　①手すりの取り付け

　　②床、通路面の段差の解消

　　③すべり防止及び円滑な移動のための床材の変更

　　④開き戸から引き戸などへの扉の取り替え

　　⑤洋式便器などへの便器の取替え

　　⑥その他住宅改修に付帯して必要となる改修

３．介護保険から支給される額

潤要介護度に関係なく対象工事費のうち２０万円を上限に費用を支給します。介護保険から９割の１８万円を限度に

　支給し、利用者は１割を負担します。　

　※支給上限（２０万円）超過分については、全額自己負担となります。

潤まず費用の全額を先に業者に支払っていただき、あとで費用の９割分を支給する（償還払い）と利用者が９割を差

　し引いた金額を支払い、９割を業者が利用者に代わって請求して支給を受ける（受領委任払い）があります。

潤改修費用の合計が支給上限になるまで、何度でも改修ができます。

　ただし、原則として一度全額を使い切ってしまうとそれ以上の支給はありません。

４．申請窓口
　申請書、理由書などに必要事項を記入して、添付書類とともに市保険健康課窓口で申請してください。

介　護　保　険

介護
保険

みんなのあんしん
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潤かしま市民立楽修大学入学要項
　市内外問わず、老若男女どなたでも

いつでも入学できます！

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。

　　　　　（入学月から１年間有効）

 　かしま市民立楽修大学

　　　　　緯（６３）２１３８

詳しくは

に行ってみよう

第９回　エイブル祭り
２３年度第１回

えいぶる事業

　例年３月に開催してきました「エイブル祭

り」を今年は諸般の事情により５月に開催す

ることになりました。

　詳細は「エイブルの木」または「広報かし

ま５月号」などでお知らせします。

と　　き　５月１７日（火）～５月２２日（日）

と　こ　ろ　市生涯学習センター

　　　　　エイブル全館

 　かしま市民立楽修大学

　　　　　緯（６３）２１３８

詳しくは

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。

 　かしま市民立楽修大学　緯（６３）２１３８詳しくは
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

開講中～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

市民会館３階

大会議室

４月６日～７月２７日

［水曜日開催］１９時～２０時
馬場　潮美さん２５人

ウォーキング

エクササイズ②

エイブル３階

研修室A

５月１１日～２４年２月１日

［水曜日開催］１３時３０分～１５時３０分
百田　淳一さん２０人カメラ教室②

エイブル１階

いきいきルーム

５月１３日～１０月１４日

［金曜日開催］１９時～２０時３０分
 鵜林 　恵美子さん
う ば や し

２０人フラダンス教室

エイブル２階

和室

５月２４日～９月１３日

［火曜日開催］１９時～２０時
重松　 寛道 さん

ひ ろ み ち

２０人ヨガ教室

「鹿島市報にみる文化の動き」床　の　間
コーナー

　４月・５月の床の間コーナーは、鹿島市

報の第１号（昭和２９年８月）から１００７

号（平成２３年３月）までに掲載された鹿島市

文化の主な出来事を取り上げてご紹介しま

す。

　佐賀博開催、納富画伯の絵画寄贈、第１

回鹿島ガタリンピック開催、故鈴田照次さ

んの文部大臣賞受賞など、懐かしい写真や

文章をお楽しみください。

期　　間　４月１日（金）～５月末

 　かしま市民立楽修大学

　　　　　緯（６３）２１３８

詳しくは

おはなし会・開館のお知らせ市　民
図書館

 「ゆかいなおはなし会」を開催

　もうすぐやってくる「こどもの

日」にちなんで、「ゆかいなおは

なし会」を行います。ゆかいなお

はなしとクイズや工作をいっしょ

に楽しみませんか。皆さんぜひ遊

びにきてくださいね。

と　　き　４月３０日（土）１４時～

と　こ　ろ　図書館おはなしのへや

対　　象　幼児から小学校低学年

開館のお知らせ

　通常、祝日の翌日は休館となり

ますが、昭和の日（祝日）の翌日

である４月３０日（土）は休館せず、

１０時から１７時まで開館します。

　皆さんのご利用をお待ちしてい

ます。

 　市民図書館

　　　　　緯（６３）４３４３

詳しくは

エイブルからのお知らせなど
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生活経営科閉科式

鹿島実業高等学校

校学 だ よ り

No.1６７ 　鹿島実業高校生活経営科の閉科式

が、２月２８日（月）に同校体育館

で行なわれました。生活経営科は、

平成３年度に、家政科の学科改編に

伴い新設された学科の１つで、服飾

デザインコースと生活情報コースが

開設されました。平成１２年度より、

生活情報コースが生活福祉コースに

替わり、いずれのコースも社会の変

化に対応できる人材を育成しようと、

今年度卒業生を含めて２０年間で

７１０名を輩出してきました。

　閉科式では久我校長が「いつまで

も生活経営科を記憶にとどめていた

だくことを願いつつ、これまで圧倒

的な存在感をもって本校の活性化、

地域との交流をはじめ、多くの分野

で貢献してきた生活経営科を閉じさ

せていただきます」とあいさつ。

　同学科の２０年間を振り返る思い

出の映像が流れ、閉科を惜しむ声が

聞かれました。また、同学科の本年

度卒業生を代表して、川﨑麻里亜さ

んが「生活経営科で過ごし、他人に

負けない努力の大切さ、努力により

かけがえのない人間になれると学ん

だ。三年間、ここで学んだことを誇

りとして、今後に生かしていきた

い」と話しました。体育館後方では、

服飾デザインコースの生徒による

ファッションショーの作品や鹿島錦

の作品が展示されていました。

“Go for broke” 

今月のキーフレーズ

№６５

すべてを賭ける、とことんやるという表現です。 ジョリン先生

こんなときこのひとこと、学校だより

（ロニ―）ねぇジェイソン！

　　　　　その試合にいくらかけたんだ？

（ジェイソン）とことんやったよ。全部かけたんだ。

（ロニ―）幸運を祈るよ！

Ronny:

Jason:
Ronny:

So Jason, how muth money did you bet
on the game?
I went for broke, and bet everything.
Good luck with that.
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No.９１

　ドイツの有名なグリム童話に

「木のお皿」という物語があります。

　一人の年老いたおじいさんが、

息子夫婦と４歳になる孫と暮らし

ていました。年をとってきたため、

目がよく見えず手足も不自由にな

り、いつも食べ物をこぼして食卓

を汚すようになりました。

　ある日、おじいさんは手元を滑

らせ、陶器のお皿を落として割っ

てしまいます。夫婦は、これから

も割られては困るので、木ででき

たお皿を使わせることにしました。

そしておじいさんを部屋の隅で一

人で食べさせることにしたのです。

　そんなある日、夫婦は４歳の子

どもが木片を刻んでいるのを見つ

けました。

「何をしているの？」

「木でお皿を作っているの」

「そのお皿、何にするの？」

「うん、僕が大きくなるころには、

お父さんもお母さんも年をとるだ

ろう。その頃にはこのお皿ができ

あがるから、これでごはんを食べ

させてあげるよ」

　夫婦は自分たちがしている過ち

に気づかされ、おじいさんのお皿

を陶器のお皿に戻し、一緒に食事

をするようにしたというお話です。

　日頃の大人の行動や会話が、知

らず知らずのうちに子どもの心の

成長に大きな影響を与えているこ

とを思い知らされるお話です。

　だれもが「生まれてきてよかっ

た」と思える社会とは、「人は誕

生してから命が終わるまで、社会

的な役割を持って生きている」と

いうことを感じられる社会だと思

います。それは子どもや高齢者に

とっても同じことです。だれもが

生きがいを持てる社会の実現につ

いて考えてみましょう。

だれもが生きがいを
持てる社会の実現を

　今月はスーパー等での透明トレーの回収についてご紹介します。

　お気づきの人も多いと思いますが、最近スーパー等で白色トレーとは別に「透明トレー」の回収をされています。

　これは、トレー製造会社「エフピコ」がリサイクル事業として取り組まれているもので、集められたトレーは再

生され新しいトレーに生まれ変わっています。白色トレー同様、ぜひご利用ください。

　なお、買い物するお店で回収されていない場合は、「容器包装プラスチック・ビニール類」の袋で出してください。

　回収できるもの、できないものは下記のとおりです。　　　 　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６詳しくは

噛ご意見等をお寄せください

　同和対策課　緯（６３）２１２６

透明トレーのリサイクルについて

このごみどの袋・人権の輪
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毎年の寄贈に感謝

小・中学校に地元「鹿島のり」

約３，３００人分をいただきました

３月２日

佐賀県有明海漁業協同組合鹿島市支所　様

浜小学校で行われた贈呈式の

後、その日の給食で味わいま

した。

イベント

３月１３日

市内の蔵めぐりバスツアーや

試食会などで参加者に地元発

酵食品をＰＲしました。

第５回かしま発酵まつり

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

　３月５日、浜町から太良町大浦を結ぶ

広域農道｢多良岳オレンジ海道」(１７.４㌔)

が着工から２０年を経て全線開通しました。

　開通式では、関係者ら１６０人が参加、

母ヶ浦面浮立やゆたたりエイサーの披露

のほか、松本悟さん（母ヶ浦）の家族・竹

下敏行さん（太良町）の家族による西葉大

橋の三代親子渡り初めもありました。

　同日開通を記念して行われたＪＲ九州

ウォーキングには市民ら約６００人が参

加、ミカン畑や有明海を眺めながら多良

駅から肥前七浦駅までを歩きました。

　多良岳オレンジ海道の全線開通により、

地域の農産物の流通や農村環境の改善が

図られます。また、諫早市小長井町の多

良岳レインボーロードに直結しますので、

諫早市までのアクセスが便利になります。

多良岳オレンジ海道が開通

県内初のJリーガー原田武男選手　母校で引退試合

　１７年間のプロサッカー生活にピリオ

ドを打った原田武男選手の引退試合が、

２月２７日、浜小学校グランドで開催さ

れ、同級生や恩師らに最後の雄姿を披露

しました。原田選手は、浜町湯ノ峰の出

身で国見高から早稲田大学に進み、Ｊ

リーグの横浜フリューゲルスに入団。

　セレッソ大阪などを経て、昨年まで

Ｖ・ファーレン長崎に所属、今季からは

指導者としてＪリーグの舞台を目指され

ます。今後の活躍に期待します。

寓浜少年サッカークラブと対戦した原田選手

佐藤柑橘園（佐藤　睦さん）　農林水産大臣賞を受賞

　農村環境保全を通じて地域社会の発展に貢献している農業者・団体を

対象にした「第１６回環境保全型農業推進コンクール」において、全国６９事

例の中から佐藤柑橘園の佐藤睦さん（飯田）が大賞（農林水産大臣賞）を受

賞されました。

　佐藤さんは無農薬、無化学肥料によるみかん栽培を昭和６２年から始め

られ、全圃場において有機ＪＡＳ認定を受けられています。今回の受賞

では、長年取り組んでこられた安全・安心なみかんづくりと若い担い手

を育成しながらの経営が高く評価されました。

　このたびの受賞おめでとうございます。
寓農林水産大臣賞を受賞した佐藤さん（中央）
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　転勤や進学などに伴い、住所の異

動が多い年度始めの土曜日・日曜日

も手続きを受け付けます。

と　　き　４月２日（土）、３日（日）

　　　　　８時３０分～１２時

と　こ　ろ　市民課窓口

内　　容　次の手続きを受け付けます。

潤転入・転出などの住所異動届

　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

 　市民課市民年金係

　　　　　緯（６３）２１１７

 

　４月は未成年者飲酒防止強調月間

です。未成年者の飲酒は、からだや

心の発達が盛んな時期に悪影響を与

えます。

 　佐賀税務署　酒類指導官

　　　　緯０９５２（３２）７５１１

おお知知ららせせ
ご利用ください
市民課休日開庁窓口

詳しくは

お酒は二十歳になってから

詳しくは

 

　下水道認可区域以外で、４月１日

から来年３月３１日までに浄化槽を設

置する人は、補助の対象になります。

　補助を希望する人は、着工前に申

請してください。

　ただし、浄化槽設置者講習会を受

講しているなど必要条件があります。

対象浄化槽・予定補助金

　５人槽　３３２,０００円（１３０㎡未満住宅）

　７人槽　４１４,０００円（１３０㎡以上住宅）

　１０人層　５４８,０００円（二世帯住宅）

申請期間　４月１日（金）から補助予

　　　　　定数終了まで（先着順）

そ　の　他　7ページの住宅改修事業

　　　　　費補助金（生活排水改善）

　　　　　と併用できる場合があり

　　　　　ます。

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯（６３）３４１６

 

　電線に近づかないようにしましょ

う。もし電線にかかったときには、

最寄りの九州電力にご連絡ください。

 　九州電力（株）武雄営業所

　　　　緯０１２０（９８６）３０４

家庭用浄化槽補助金
申請について

詳しくは

よく見て確認、電線注意！

詳しくは

 

　自閉症の人は自分の殻に閉じこ

もっているわけではありません。

　気持ちをうまく伝えることや、他

人の言葉の意図を理解することが苦

手ですが、純粋で一生懸命です。

　自閉症の人にみられる変わった言

動は、優しい注意やなだめで落ち着

くことができます。

　また周囲の人が、「良い点」を認

めるようにしてくれることで、自閉

症の人が社会で生きていく自信がで

き、生活を豊かにすることになって

いきます。

　この社会に自閉症の人への理解者

や代弁者が一人でも増え、共に社会

で暮らすことが実現されることを

願っています。

 

 　ホームページで！

 　 

自閉症を知っていますか

毎年４月２日は世界自閉症啓発デー

４月2日～8日は発達障害啓発週間

詳しくは
世界自閉症啓発デー公式サイト 検索

 　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
イオン九州「佐賀うまいものフェア」へ提供（鹿島錦・酒）１２,５１５円２月９日その他
名刺印刷代５,２５０円２月９日その他

１７,７６５円合　計

平成２３年２月分の市長交際費を公表します

情報掲示板　愚　お知らせ

平成２３年７月２４日

アナログ放送は見れなくなります

地デジの準備お願いします！

 　デジサポ佐賀

　　　緯０９５２（４３）１２１２

詳しくは
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　後期高齢者（７５歳以上の市民）を対

象としたはり・きゅう助成制度の受

診券（橙色）の有効期限が３月３１日の

ため、４月１日以降は新しい受診券

（水色）が必要となります。

発券開始　４月１日（金）から

申請窓口　保険健康課（１階）

必要なもの　後期高齢者医療の保険証

注　意　点　受診券の再発行はできま

　　　　　せんので、紛失にはご注

　　　　　意ください。

 　保険健康課国保係　　　

　　　　　緯(６３)２１２０

 

　国民健康保険には、長年会社など

に勤められ、年金の受給権がある人

を対象とする『退職者医療制度』が

あります。次の該当条件をすべて満

たす人は６５歳になられるまでの間、

退職者医療制度で医療を受けること

になります。

　該当する人は、市役所へ年金証書

と国民健康保険証をお持ちいただき

手続きをお願いします。

【退職者医療制度の該当条件】

毅国民健康保険に加入されている人

毅厚生年金や各種共済年金の加入期

　間が通算２０年以上、または４０歳以

　降に１０年以上ある人

 　保険健康課国保係

　　　　　緯（６３）２１２０

後期高齢者はり・きゅう
受診券の更新手続き

詳しくは

定年退職後に国民健康保険
へ加入される皆さんへ

詳しくは

 

開山期間　

４月２９日（祝）～９月２４日（土）

ゴールデンウィークおよび土曜の宿泊のみ。

※夏休み期間中は木・金・土・日の宿泊可

宿泊料金　

　コテージ　　１２,４３０円

　バンガロー　　２,２００円～１４,７００円

予約受付開始　４月１日（金）８時３０分～

 　商工観光課観光振興係

　　　　　緯（６３）３４１２

 

　平成２３年３月分（４月納付分）から

佐賀県の健康保険料率が次のように

変わります。任意継続被保険者の人

は、４月分から変わります。

　詳しくは会社担当者または下記へ

お尋ねください。

（２月まで）　　（３月から）

９.４１％　覚　９.６０％

対　象　者　協会けんぽ佐賀支部に加

　　　　　入されている被保険者

 　協会けんぽ佐賀支部

　　　　緯０９５２（２７）０６１２

 

　サガテレビでは、県内の環境保全

に関する普及啓発、研究や活動など

に功績があり他の模範となる個人や

団体を表彰しています。

　募集要項などはサガテレビのホー

ムページをご覧ください。

募集期間　４月１日～５月１６日

 　サガテレビ佐賀環境大賞事務局

　　　　緯０９５２（２３）９１１１

奥平谷キャンプ場
４月からオープン！！

詳しくは

協会けんぽ加入者の皆さんへ

健康保険料率が変わります

詳しくは

佐賀環境大賞のご案内

詳しくは

 

建家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

チップ堆肥はいかがですか

　格安にて。剪定した枝葉をチップ

化し、それを発酵させた堆肥を使い

やすい袋詰めやトラック「バラ積み」

で販売しています。土づくりに最適

です。

建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」「網戸、襖の

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、

注文ください。

建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　４月２１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。

建会員を募集しています

　お友達お誘い合わせ、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　４月２１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

鹿島市シルバー人材センター

畑の準備や作業、お受けします

詳しくは

平成２３年５月３１日までに

　住宅用火災警報器を

　　　取り付けましょう

 　鹿島消防署
　　　　　緯（６３）１１１９
詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ
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　ことじ保育園では毎月子育てサー

クルを行っています。広い運動場や

安全な保育室で保育園の子どもたち

や保育士と一緒に遊びませんか？

と　　き　毎週水曜日　１０時～１１時３０分

　　　　※行事等により回数が変更

　　　　　になる場合があります。

　　　　※４月は２０・２７日に開催

と　こ　ろ　ことじ保育園

内　　容　絵本の読み聞かせ、親子遊び、

　　　　　ベビーマッサージなど

対　象　者　０歳～２歳の赤ちゃんと保護者

参　加　費　無料

 　ことじ保育園

　　　　　緯（６３）１３３５

 

　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「鹿島偉人伝」を

ケーブルテレビで放映しています。

ぜひご覧ください。

４月の放映予定…青年団の父　田澤義鋪

　１３日（水）１０時～、１９時～

　１４日（木）８時～、１３時～、２１時１３分～

　１７日（日）１０時～

※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

みんな遊びにおいで
子育てサークル『さくらんぼ』

詳しくは

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

 

 

　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　田澤記念館（４月・５月）

　　　　　祐徳稲荷神社（６月）

資　料　代　２００円（入場無料）

　　　　　※４月７日は資料代不要

講師・内容

噛４月７日（木）

　第２４回総会

　記念講演　佐賀の陶磁文化について

　講師　佐賀県立九州陶磁文化館

　　　　館長　鈴田由紀夫さん

噛５月１２日（木）　

　演題　肥前浜駅の設置に尽力した

　　　　代議士“ 尾 
お

 崎 
ざき

 天 
てん

 風 ”
ぷう

　講師　 武 
たけ

 富 
とみ

 守 
もり

 人 さん（当会理事）
と

噛６月２日（木）　

　現地研修「祐徳稲荷神社」

　　　　　　１３時３０分社務所集合

　演題　祐徳稲荷神社及び博物館に

　　　　ついて

　講師　鍋島 朝倫 さん(当会副会長）
と も み ち

　　　　　松尾和義さん(博物館主事）

 　鹿島史談会事務局　永石

　　　　　緯（６２）６６３４

講講習習会会・・講講座座
鹿島史談会

鹿島の歴史講座のご案内

詳しくは

 

　国家資格「保育士」の受験対策講

座を開講します。

と　　き　次の各日曜日

　　　　　午前　９時３０分～１２時３０分

　　　　　午後　１３時３０分～１６時３０分

と　こ　ろ　佐賀県社会福祉士会館

　　　　　（佐賀市八戸溝１丁目１５番３号）

受　講　料　１７,９４０円（テキスト代を含む）

定　　員　１００人

申込締切　５月２日（月）

 　佐賀県社会福祉士会

　　　　緯０９５２（３６）５８３３

 

　地域や団体の勉強会などに、

「高齢者を狙う悪質商法」などといっ

た出前講座をぜひご利用ください。

対　　象　原則１０人以上の団体

所要時間　１時間程度

開　催　日　祝日を除く月曜～金曜日

　　　　　１０時～１２時、１３時～１７時

開催場所　市内に限ります。

費　　用　無料

申込方法　事前に電話で申し込んで

　　　　　ください。

 　商工観光課商工労政係

　　　　　緯（６３）３４１２

平成２３年度
保育士受験対策講座

詳しくは

消費者向けの出前講座

詳しくは

午　後午　前

保育原理児童福祉５月８日

小児栄養発達心理学・精神保健５月２２日

養護原理・教育原理社会福祉６月５日

保育実習の筆記小児保健６月１９日

情報掲示板　愚　お知らせ・講座

鹿島市メールマガジン配信中

配信登録をお願いします

　 　市ホームページで！

 　 

詳しくは
鹿島市メールマガジン 検索
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　市内のほかの学校にたくさんの友

だちを作って、鹿島では体験できな

い沖縄での研修に隊員として参加し

てみませんか。また、そんな子ども

達と一緒に、感動の夏を迎えたいス

タッフも募集します。

と　　き　８月２４日（水）～２７日（土）

と　こ　ろ　沖縄県（事前研修は市内）

隊員資格　市内の小学４年生～

　　　　　中学3年生

定　　員　６５人(応募者多数の場合抽選）

スタッフ業務　お問い合わせください。

そ　の　他　応募方法などは、小中学

　　　　　校へ配布する募集チラシ

　　　　　でお知らせします。

 　鹿島ドリームシップ実行委員会

　　　　　　（市生涯学習課内）

　　　　　緯（６３）２１２５

 

　老人福祉センターでは、健康づく

り・仲間づくりを目的に、茶道教室

および尺八教室の生徒を募集します。

　どちらも受講料無料、初心者歓迎。

茶道教室（第１２期）

　と　き　毎月第１・３金曜日

　　　　　１０時～１２時

　　　　　初回は４月１５日（金）開催

　ところ　福祉会館１階和室

尺八教室

　と　き　毎週火曜日　９時～１１時

　　　　　初回は４月５日（火）開催

　ところ　福祉会館１階和室

 　市社会福祉協議会

　　　　　緯（６２）２４４７

募募 集集
第２７回鹿島ドリームシップ
隊員・スタッフ募集

詳しくは

茶道教室・尺八教室
平成２３年度生徒募集

詳しくは

 

　健康づくりに（特に風邪に弱い人）、

免疫力を高め、自然治癒力を増強す

る気功をやってみませんか。

と　　き　４月５日（火）～９月２７日（火）

　　　　　毎週火曜日１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　福祉会館３階大会議室

参　加　費　３,０００円（６ヵ月分）

 　宮﨑　緯（６２）５０５５

 

 

と　　き　４月下旬～５月上旬

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社外苑（東山公園）

イベント　

　建子どもスケッチ大会

　と　き　４月２４日（日）８時３０分～

　　　　　※雨天時４月２９日に延期

　ところ　祐徳稲荷神社一帯

　建春の祐徳植木市

　と　き　４月１６日～５月５日

　　　　　※せり売り大会

　　　　　　４月２３日（土）１４時～

　　　　　　５月４日（祝）１４時～

　ところ　祐徳稲荷神社第３駐車場

 　鹿島市観光協会

　　　　　緯（６２）３９４２

気功教室
生徒募集

詳しくは

イイベベンントト
祐徳稲荷神社
つつじ祭り

詳しくは

 

 

　詳細は下記に連絡し、願書をお取

り寄せください。

 　自衛隊武雄地域事務所

　　　　緯０９５４（２３）８３０４

 

　裁判所事務官英種・衛種、家庭裁

判所調査官補英種の採用試験を次の

とおり実施します。

第１次試験日　５月２９日（日）

申込受付期間　４月１日（金）～４月１５日（金）

受験資格　昭和５６年４月２日から

　　　　　平成２年４月１日までに

　　　　　生まれた者

 　佐賀地方裁判所事務局総務課

　　　　緯０９５２（２３）３１６１

 

第１次試験日　Ⅰ種　５月８日（日）　　

　　　　　Ⅱ種　６月１２日（日）

申込受付期間　４月１日（金）～４月１１日（月）

そ　の　他　申込用紙は２月１８日（金）

　　　　　から配布中

 　九州防衛局総務部総務課

　　　　緯０９２（４８３）８８１５

試試験験・・採採用用
平成２３年度
自衛官採用試験

詳しくは

平成２３年度
裁判所職員試験（大卒程度）

詳しくは

平成２３年度
防衛省職員採用Ⅰ種Ⅱ種試験

詳しくは

情報掲示板　愚　募集・イベント・試験

一次試験受付期間受験資格募集種目

５月１４日

　　１５日
２月１日

～

５月６日

２０歳以上

２６歳未満

一般幹部

候　補　生

５月２１日
１８歳以上

２７歳未満

一般曹候補生

受付後に

連絡します

年間を通じて

行っています

自衛官候補生

（男子）

不動産の価格、取引、法律など

不動産鑑定士による

　　　不動産の無料相談会
と　　き　４月８日（金）１０時～１５時

と　こ　ろ　アイスクエアビル（佐賀市）

　　　　　唐津市役所、鳥栖市役所

 　佐賀県不動産鑑定士協会

　　　　緯０９５２（２８）３７７７

詳しくは
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中学１年生と高校３年生に相当する年齢の人中学１年生と高校３年生に相当する年齢の人はは

麻しん風しん予防接種を受けましょ麻しん風しん予防接種を受けましょうう

　平成２５年３月までに中学１年生と高校３年生に相当

する年齢の人は、麻しん風しんの予防接種を無料で受

けることができます。（毎年度対象者には通知済）

建平成２３年度の予防接種対象者

第　３　期　平成１０年４月２日～平成１１年４月１日生まれ

第　４　期　平成５年４月２日～平成６年４月１日生まれ

接種期間　平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

　　　　　できるだけ４月～６月の間で体調の良い　

　　　　　ときに接種しましょう。

接種回数　麻しん風しん混合ワクチンを１回

接種費用　無料(接種期間を過ぎた場合は有料）

接種場所　佐賀県内子どもの予防接種実施医療機関

※事前に問い合わせの上、予約・受診してください。

　鹿島市保健センター

　　　　　　緯（６３）３３７３

詳しくは

女性特有のがん検診事業のお知ら女性特有のがん検診事業のお知らせせ

　平成２３年度の子宮頸がん検診と乳がん検診について、

下記の対象者に該当する人は、無料で受けることがで

きます。

子宮頸がん検診対象者

　平成２２年度中に２０･２５･３０･３５･４０歳になった女性

　毅平成２年４月２日～平成３年４月１日生まれ

　毅昭和６０年４月２日～昭和６１年４月１日生まれ

　毅昭和５５年４月２日～昭和５６年４月１日生まれ

　毅昭和５０年４月２日～昭和５１年４月１日生まれ

　毅昭和４５年４月2日～昭和４６年４月１日生まれ

乳がん検診対象者

　平成２２年度中に４０･４５･５０･５５･６０歳になった女性

　毅昭和４５年４月2日～昭和４６年４月１日生まれ

　毅昭和４０年４月2日～昭和４１年４月１日生まれ

　毅昭和３５年４月2日～昭和３６年４月１日生まれ

　毅昭和３０年４月2日～昭和３１年４月１日生まれ

　毅昭和２５年４月2日～昭和２６年４月１日生まれ

実施方法

　５月末までに受診案内・無料クーポン券・検診手帳

等を対象者へ郵送します。詳細は受診案内でお知らせ

します。

検診実施期間(予定)

　平成２３年６月１日～平成２４年２月２９日

『人間ドック』『脳ドック』検『人間ドック』『脳ドック』検診診のの

費用を一部助成しま費用を一部助成しますす

　市では、国民健康保険加入者の健康維持、病気など

の早期発見・早期治療のために、ドック検診の費用を

一部助成します。

対　象　者（次の条件をすべて満たす人）

毅平成２３年３月３１日現在の年齢が３０歳以上７０歳未満

　の人（昭和１６年４月２日～昭和５６年４月１日生）

毅国保税の滞納がない人

毅平成２３年４月１日現在で、１年を超えて鹿島市国民

　健康保険に加入している人

毅脳疾患の既往・治療歴がない人（脳ドック希望者のみ）

受付期間

　４月１日から４月２２日までに市保健センターへ電話

でお申し込みください。

　審査後助成の可否を連絡します。

受診医療機関　市内の協定医療機関

助　成　額　２０,０００円

定　　員　１００人

優先順位　

　対象者かどうか審査後、定員を超える応募があった

場合、「年齢」「ドック助成歴」「過去の疾病歴」等

で助成対象者を決定します。

注意事項

　同一年度に特定健診を受けた人は、人間ドック・脳

ドック検診費用の助成を受けることができません。
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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）３３７３４月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成１９年９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

１４日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２１年９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）

２８日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２２年１２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 

２７日（水）

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

６６・１・１３３・２０・２・２０・２７７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

６６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

１９日（火１９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

８日（金）　エイブル　『みんなでこんにちは嗣』　

２０日（水）　楠　風　館　『ティータイムでリラックス』

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５日（火）

七浦漁村センターぞ　うさん１２日（火）

鹿島小わんぱくクラブひよこさん１９日（火）

古 枝 公 民 館きりんさん２６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

のびのび・よちよち合同サークル　　　
１０時～１２時　

日本脳炎予防接種
対象者　１期：３歳～７歳６カ月未満　接種回数３回
　　　　２期：９歳～１３歳未満　接種回数１回
その他　個人通知した（積極的勧奨者）以外の対象年齢で
　　　　接種を希望する場合は、保健センターへお越しく
　　　　ださい。接種間隔やワクチン等の説明後、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）

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１７年４月２日～平成１８年４月１日　
　　　　　　　　に生まれた子ども
　　　　第３期、第４期は２６ページをご覧ください。

ポリオ以外の予防接種は県内の医療機関での個別接種です。医療機関に直接お申し込みください。

ポ　リ　オ
対象者　生後３ヵ月～７歳６ヵ月未満までに合計２回の
　　　　接種が済んでいない子ども。都合がつかない場
　　　　合は他地区の日程でも接種できます。

と　き

ところ　エイブル1階保健センター

受付時間　１３時３０分～１４時１５分　診察開始１４時
持参品　母子健康手帳、予診票（必ず記入してください）

注意事項　次の場合は、必ず主治医にご相談の上、お越しください。

　　　　煙１週間以内の発熱

　　　　煙１年以内のけいれん

　　　　煙麻しんや風しん、おたふくかぜ、水痘にかかり、

　　　　　治癒後４週間以内

　　　　煙子どもの体調や予防接種について心配がある場合

　　　　煙下痢をしている時はポリオの予防接種はできません

と　き対　象　地　区
４月１３日（水）能古見地区・浜地区

４月２６日（火）大字高津原地区・七浦地区

５月１３日（金）大字納富分地区・大字重ノ木地区

５月２４日（火）古枝地区・北鹿島地区

２ヵ月児相２ヵ月児相談談

受付　１３：３０～１３：５０
内容　体重測定・個別相談
対象　２ヵ月児と保護者

２２００日（水日（水））

NEW
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４月

 卯月 
うづき

１日（金）～４日（月）　旭ヶ岡公園桜まつり

３日（日）　消防団辞令交付式、新入団員及び班長以上訓練

　　林業体育館ほか　９時３０分～

６日（水）　平成２３年度始業式（市内小中学校）

１０日（日）　佐賀県知事・県議会議員選挙投票日

　　　　　　　　　　　　市内１４投票所　７時～２０時

１１日（月）　平成２３年度入学式（市内小中学校）

２４日（日）　鹿島市議会議員選挙投票日

　　　　　　　　　　　　市内１４投票所　７時～２０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

６月号５月号
４月２８日４月１日

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館２階

　７日（木）　受付１３時～１４時　　　　　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始

　２８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階和室

　１４日（木）　１０時～１５時

愚成人健康相談　保健センター

　６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

　４・１１・１８・２５日（月）、１・８・１５・２２日（金）

　　９時３０分～１２時、１３時～１６時３０分

愚障害児地域療育支援巡回相談（言語訓練）

　福祉事務所相談室

　２８日（木）　　１３時３０分～１６時

愚こころの健康相談（臨床心理士　対応）

　１３日（水）　　９時３０分～１２時　福祉会館１階相談室

　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）

　５・１９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

　１３・２７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

（４月分）

２・９・１６・２３・３０日（土）
３・１０・１７・２４日（日）
２９日（祝）
※一部休日開庁あり（２２ページ参照）

市役所
保健センター

４・１１・１８・２５日（月）
２８日（木）

市民図書館

４・１１・１８・２５日（月）
生涯学習センター
（エイブル）

５・１２・１９・２６日（火）
陸上競技場
市民球場・社会体育館

市水道課　緯（６２）３７１８へお問い合わせください。

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

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

当番薬局在宅当番医日

前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０３日（日）

祐信堂薬局中村医院　緯（６３）９２３４１０日（日）

北鹿島薬局田中医院　緯（６３）４０８０１７日（日）

アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８２４日（日）

西牟田薬局別府整形外科　緯（６３）３０６３２９日（祝）

東北地方太平洋沖地震の被害に配慮して、

今年の公園ライトアップは中止します。

日中のイベントは予定どおり行います。

 　商工観光課　緯（６３）３４１２詳しくは


