
　１２月８日、祐徳稲荷神社で 新嘗祭 の夜の神事「お火たき」が
にいなめさい

行われます。春の祭によって山から田へお降り願った神霊に、

秋の収穫と共にその働きを終え、再び山へお昇り願うための

感謝の祭であり、また鎮魂の祭でもあります。

　この御神火にあたると病が治り、罪やけがれが清められる

と言い伝えられています。点火は２０時頃。

写真
祐徳稲荷神社　お火たき

平成２３年１０月３１日現在

市の市の木木 市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯０人７－世帯１０,６２６人３１,４９６

世帯９＋人１０＋世帯　５,２３３人１４,３２６鹿　　島

世帯２＋人２＋世帯　１,１６５人  ３,８４４能　古　見

世帯１－人５＋世帯　　　９８５人  ３,２１０古　　枝

世帯４－人８－世帯　１,０５２人  ３,２０７浜

世帯６－人１６－世帯　１,２１４人  ３,７０５北　鹿　島

世帯０人０世帯　　　９７７人  ３,２０４七　　浦

人０人１４,７７６男

人７－人１６,７２０女
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一、花と緑を愛し、伝統をいかして美しいまちにしましょう。

一、知識と教養を深め、清新な文化のまちにしましょう。

一、感謝と思いやりの心で、うるおいのあるまちにしましょう。

一、明るく元気に働き、活力のあるまちにしましょう。

一、秩序やきまりを守り、安全で快適なまちにしましょう。

筋

芹

緊

菌

錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦

禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁

欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣

欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽

鹿　島　市　民　憲　章
（昭和５４年４月１日制定）



2 Ｈ２３(２０１１).１２.１　広報かしま

　１１月４日、地方自治や教育文化体育、

保健衛生、治安維持などの各分野で、市

政に功労のあった方に対する鹿島市表彰

式が市庁舎大会議室で行われ、１２人と１

団体が表彰されました。

－　鹿島市表彰　受賞者の紹介　－

市政功労者を

表彰

自治功労
中村　雄一郎さん（庄　金）

長年にわたり鹿島市議会議員とし

て、地方自治の発展と住民福祉の

向上に貢献された功績。

自治功労
小池　幸照さん（西塩屋）

長年にわたり鹿島市議会議員とし

て、地方自治の発展と住民福祉の

向上に貢献された功績。

自治功労
折敷瀨　傳さん（中牟田）

長年にわたり鹿島市嘱託員として、

地方自治の発展と住民福祉の向上

に貢献された功績。

自治功労
谷口　良隆さん（行　成）

長年にわたり鹿島市議会議員とし

て、地方自治の発展と住民福祉の

向上に貢献された功績。

自治功労
山田　義治さん（若殿分）

長年にわたり鹿島市選挙管理委員

会委員として、明るい選挙の推進

及び各種選挙の管理執行に貢献さ

れた功績。

保健衛生功労
稗田　照雄さん（中牟田）

長年にわたり東部中学校の学校歯

科医として、生徒の健康指導と学

校保健の向上に貢献された功績。

市

市

市

市

市

市

保健衛生功労
松枝　洋二さん（納富分）

長年にわたり明倫小学校および能

古見小学校の学校歯科医として、

児童の健康指導と学校保健の向上

に貢献された功績。

市 保健衛生功労
光安　雅幸さん（佐賀市）

長年にわたり古枝小学校の学校歯

科医として、児童の健康指導と学

校保健の向上に貢献された功績。

市

その他の功労
渕上　京子さん（中牟田）

長年にわたり国・県が実施する基

幹統計および各種調査の調査員と

して、統計行政に寄与された功績。

市治安維持功労
掛園　治司さん（東　町）

長年にわたり鹿島市交通安全指導

員として、交通安全の確保ならび

に交通安全の啓発活動に貢献され

た功績。

市

その他の功労
中島　長次さん（野　畠）

土壁や漆喰を主材とした重要文化

財の復元工事に貢献され、その技

術と伝統工法の継承に寄与された

功績。

市 その他の功労
佐藤農場株式会社

柑橘における無農薬・無化学肥料

栽培に意欲的に取り組み、県内の

有機農業推進に寄与された功績。

市

（１１月４日現在）
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　１０月２７日、市の教育に関する分野に功

績のあった方に対する市教育委員会表彰

式が、市庁舎大会議室で行われ、７人と

１団体が表彰されました。

－　市教育委員会表彰　受賞者の紹介　－

市の教育に
関する貢献を
たたえて

教育行政 光武　福見さん（茨城県土浦市）

鹿島市の学校教育に対し浄財を

寄附され教育の振興に貢献。

教

感　謝　状 鹿島実業高校女子バレーボール部

第６３回全日本バレーボール高等

学校選手権大会ベスト８。

教

感　謝　状 藤家　恒善さん（世　間）

鹿島市教育委員会委員長として

鹿島市の教育の振興発展に貢献。

教

芸術文化 馬場　泰造さん（大木庭）

鹿島市文化財保護審議会委員と

して鹿島市の文化の向上に貢献。

教

感　謝　状 峰松　海登さん（新　方）

４月２４日に市内の水路において

発生した転落事故に際し、人命

救助に尽力。

教

感　謝　状 中村　百次郎さん（西牟田）

第６６回国民体育大会レスリング

競技少年男子グレコローマンス

タイル６６茜級優勝。

教

故　釘尾　博さん（鮒　越）

鹿島市陸上競技協会の役員とし

て鹿島市のスポーツの振興発展

に貢献。

感　謝　状教

おめでとう

ございます

Ｗ受賞 社会体育スポーツ 田代　大貴さん（小舟津）

平成２３年度全国高等学校総合体育

大会レスリング競技５０茜級準優勝。

教

市 教育文化体育功労
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　１１月３日に開催した『少年の夢発表会（青少年

健全育成大会）』で、各小中学校の代表１１人が自

分の夢や体験、思いを発表しました。（敬称略）

ぼぼくくのの夢夢
わたしの夢を　　わたしの夢を発発表表

ぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくのののののののののののののののののののののの夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢
わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたしししししししししししししししししししししののののののののののののののののののののの夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢ををををををををををををををををををををを　　わたしの夢を発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表

　わたしの夢は、ブラスバンドの活

動を一生懸命に取り組み、最後まで

続けることです。

　わたしは、２年生から入部しまし

た。最初は何をすればいいかわから

なかったけど、練習を何年もして

いったら、指番号や、くちびるの形

を変えて音を出すことがわかり、一

人でもできるようになりました。

　今は、６年生なので下級生に、リ

ズムや指番号などわかりやすく教え

ています。

　私が５年間練習を続けてきて、一

番きつかったのは、去年の夏休みで

す。ものすごく暑い体育館で、毎日

のように練習がありました。

　私が演奏している楽器はトラン

ペットです。背すじをのばして、わ

きをあけ、お腹を出さずにベルを上

げなければいけません。やめたいな

と思った日も５日ぐらいありました。

でも曲が全部ふけるようになるとそ

んな気持ちは一気にふきとびました。

　そして、あの日。去年の大会で初

めて金賞をとり、私の夢は決まった

のです。「金賞」と言われたときの喜

びは、今でもわすれることができま

せん。たくさんの練習をして、努力

し続けたことが、金賞につながった

と確信しました。

　去年の感動を支えにまた練習を続

け、今年はより大きな舞台に立つこ

とができました。九州大会です。そ

こには、県大会で上位に入った学校

が集まっていました。これまでの大

会よりもレベルが高く、ますます、

もっと上手になりたいと思うように

なりました。

　今ふり返ると、きついことを乗り

こえたから心が成長し演奏の技術も

上達したと思います。残された３ヶ

月間は、一生懸命がんばる心が何よ

り大切だということを後はいたちに

伝えていきたいです。

　これまでの経験を支えにこれから

もトランペットを演奏します。最後

まであきらめず、努力し続けます。

「ブラスバンドの活動をがんばること」

鹿島小学校　６年

指山　和紗

寓鹿島小学校の壁新聞

　今年の３月１１日に、東北地方で大

地震が起こりました。地震の影響で

大津波まで起こり、たくさんの人が

亡くなりました。しかも、福島の原

子力発電所で放射能がもれ出し大さ

わぎになりました。今も、被災者の

方の気持ちを考えるとすごく胸が痛

みます。なぜ東北に大地震が起こっ

てしまったのかと、神様に問いただ

したいと思うほどでした。

　そう思いながらインターネットで

調べていると、一つの動画が目に入

りました。それは被災地の中学校の

卒業式でした。卒業生の答辞の部分

を見たとき、思わず感動してしまい

ました。その答辞では、「この神様

からの試練にたえ、天を恨まず生き

ていくことが私たちの使命です。」と

言っていたのです。

　悔しくて神様に問いただそうと

思っていたぼくなんかと違い、被災

地の人たちは前を向いて走り出そう

としていたのです。ぼくも、その動

画を見て考えを変え、「ぼくも走り

出さないといけないな。」と元気づけ

られたように思いました。

　この震災を受けて、「生きていら

れることは当たり前」という考えは

間違っていると痛感しました。そし

て、この考えを持ってみんなが前向

きに生きていければ、日本はきっと

強くなれると思います。そして、こ

れまでの困難を乗り越えてきたよう

に今回の震災からも絶対に復興でき

ると思います。

　今の僕は、そのために直接何かを

することはできません。だから、せ

めて、身の回りの「当たり前」のこ

とに「ありがとう」の気持ちを持っ

て生きていきたいと思います。

　被災地の人達は、家や車、様々な

物を後かたもなく流されてしまい、

苦しい生活をなさっています。家で

過ごせていること、家族や友達と仲

良く暮らせていること、ご飯をおな

かいっぱい食べられること等、様々

なことに感謝をして暮らしていきた

いと思います。

「東日本大震災を受けて」

能古見小学校　６年

松本　幸士

寓能古見小学校の壁新聞



広報かしま　Ｈ２３(２０１１).１２.１ 5

　余白部には、当日展示された壁新聞や俳句を掲載しています。

 　市青少年育成市民会議事務局（生涯学習課内）　緯（６３）２１２５詳しくは

　ぼくの将来の夢は、おいしいすし

を作るすし職人になることです。ぼ

くがすし職人になりたいと思った

きっかけは、お父さんです。ぼくの

お父さんはすし職人です。

　お父さんは、お客さんから喜ばれ

るように毎日一生けん命にすしをに

ぎっています。

　でも、大変な仕事だとぼくは思い

ます。朝早くから夜おそくまで働い

ていて、日曜祭日も休めません。お

父さんとゆっくりごはんを食べたり

遊んだり話したりできるのは、週に

１回ぐらいです。

　それでも、ぼくがすし職人になり

たいと思ったのは、ぼくが小さい時

テレビを見ていたら、すしを食べて

いる人がみんな笑顔になっていたか

らです。それを見てぼくもすし職人

になりたいと強く思うようになりま

した。

　ぼくはどうしたらすし職人になれ

るかお父さんに聞いたことがありま

す。そしたらお父さんは、「お父さ

んに聞く前に色々なお店で修業をし

てこい。」と言います。

　色々なお店で修業をする意味は、

おいしいおすしを作れるようになる

ことは、あたりまえですが、人と人

とのつながりの大切さを学ぶために

と、お父さんは言います。

　修業はとてもたいへんだとぼくは

思いますが、修業に行くことで、お

客さんが喜んでくれるような、おい

しいすしが作れるように、技術と技

を身につけて、自分でアイディアを

考えられるようになりたいです。

　ぼくの友だちにもすしが大好きだ

と言う人がたくさんいます。いつか

必ず、人が喜んでくれるような、お

すしが作りたいです。

　そして、お店を持つことができた

ら、家族みんなで笑顔になれるよう

なおすし屋さんにできたらいいなと

思います。

「将来の夢」

浜小学校　６年

田﨑　貴大

寓浜小学校の壁新聞

　みなさんにとって、動物はどんな

存在ですか？目の前にけがをした動

物がいたら、どうしますか？

　私は、ココアという猫に出会い、

動物がより身近な存在になりました。

そして、動物に関わる仕事がしたい

と強く思うようになりました。

　ココアは台風の数日後にやって来

ました。まだ小さくやせ細っていた

ココアを畑で見つけた私は、そのま

まほったらかしにするのがかわいそ

うで、家につれて帰りました。初め

は落ち着きがなく、いつもウロウロ

していたココアですが、何日かたつ

とベッドに入り、いっしょにねるよ

うになりました。私は、ココアが安

心してくれたようで嬉しかったこと

をおぼえています。

　１年がたった時に、ココアは交通

事故で左の後ろ足を骨折しました。

私はその時骨折だけですんでよかっ

たと思いました。ココアは、動物病

院で手術をうけ、どんどん元気に

なっていきました。完全に治った時、

足の長さが少し短くなっていないか

心配でしたが、もとの長さと同じ

だったのでとても安心しました。そ

の日からココアが元気が無い時は、

私がはげまし、逆に私が落ちこんで

いるとココアが、私を笑わせてくれ

ました。いつの間にかココアは、私

にとって大切な存在になっていまし

た。

　私は、ココアと出会いいっしょに

過ごしたことで、動物の力を感じま

した。そして、動物に関わる仕事が

したいという気持ちが強くなりまし

た。

　動物に関わる仕事には、トリマー、

アニマルセラピスト、じゅう医、動

物看護士などがあります。中でも、

私はじゅう医か動物看護士になりた

いと思います。じゅう医は、小動物

を初めとしてちく産動物、野生動物

などすべての動物に対してけがや病

気の治りょうや予防を行なうのが仕

事です。また、動物看護士はじゅう

医とともに、けがや病気をした動物

に対して治りょうにあたったり、グ

ルーミングと呼ばれるシャンプーや

ブラッシング、歯や耳の手入れを行

なうのが仕事です。

　ココアがじゅう医さんに助けても

らって私をいやしてくれたように、

世界中のペットや動物が元気になり、

飼い主を笑顔にする仕事が出来たら

いいと思います。相手が動物といっ

ても、人間の医者や看護士と同じよ

うに、知識と責任が大切な仕事です。

また、動物をあつかう仕事だから体

力も必要です。さらに、動物を家族

のように大切に思っている飼い主の

気持ちを思いやるコミュニケーショ

ンもかかせません。

　私はこれから、じゅう医や動物看

護士を目指し、がんばっていきたい

と思います。

「将来の夢」

古枝小学校　６年

小野　友香
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　ぼくの夢は、プロ野球に入って、

あこがれている斉藤佑樹選手から

ホームランを打つことです。

　「斉藤佑樹」とは、甲子園大会の優

勝投手です。高校を卒業後、大学に

進学。その後、プロ野球の日本ハム

ファイターズに入団した野球選手で

す。

　それで、少しでも斉藤選手に近づ

くために斉藤選手のことを調べてみ

ました。野球の練習はもちろんです

が、学校の勉強をがんばっていたこ

とが分かりました。授業中はもちろ

ん、野球の練習で疲れて帰った後も、

予習復習をきちんとしていたのです。

野球をやっていて時間がない、きつ

いなどの言い訳などをせずに毎日こ

つこつとがんばったところがすごい

です。努力することの大切さを学び

ました。

　ぼくも、夢の実現に向けて、次の

ような目標を立てました。現在、家

で取り組んでいる自主練習メニュー

をふやし、集中して取り組むことで

す。ぼくの今の練習メニューでは、

とてもプロ野球選手にはなれません。

将来はプロ野球選手になりたいと本

気で思っています。だから、夢をか

なえるために練習メニューをあらた

めたいと思っています。素振りを毎

日２００回、腹筋背筋、ランニングを毎

日続けます。もっとたくさんするこ

とはあるけれど、まずはこの三つを

がんばります。それと、野球だけが

んばるだけではなく、勉強もがんば

るという「塚島ルール」を決めてい

きたいと思います。

　最近では、母に勉強しなさいと言

われないようになりました。自主的

に勉強に取り組むことができてきた

からです。勉強と野球を両立させて、

あこがれの斉藤佑樹選手からホーム

ランを打ちたいです。

　鹿島市出身のプロ野球選手「塚島

健吾」誕生に向けて一歩一歩近づき

ます。

「夢はプロ野球選手」

北鹿島小学校　６年

塚島　健吾

「ぼくの夢私の夢を発表」の続き

　みなさんは音楽を聞くことや楽器

を演奏することは、好きですか。

　ぼくは、インターネットでバンド

をしている人を見てあこがれ、バン

ドを結成してみたいと思いました。

バンドの魅力は、一人一人が頑張っ

て一つの音楽を作り出し、みんなで

合わせていく楽しさやチームワーク

の良さです。特にやりたい楽器は、

ドラムです。リズミカルな音なので、

一番好きな楽器です。

　今、ぼくは、学校の音楽の時間に

合奏をしています。ぼくたちのクラ

スは、みんな合奏が大好きです。曲

が完成した時は、一人一人が自分の

パートを責任もって頑張っているか

ら、こんなにいい曲ができるんだと

感じます。

　ぼくが、バンドでやってみたいこ

とは、音楽で人を感動させてみたい

です。自分の作った曲で感動できる

ということは、聞いている人もいい

気分になるし、人を幸せにしてあげ

ることができます。自分も満足でき

て最高です。

　ぼくの願いは、ぼくの演奏を通し

て、音楽に興味が無い人にも、興味

を持ってもらいたい、一人でも多く

の人たちに音楽を好きになってもら

いたいということです。

　今バンドでかつやくしている人た

ちを目標にして頑張りたいと思いま

す。

「あこがれています。」

などと言われるほど有名になりたい

です。そのためには、音楽のセンス

をみがいて、楽譜の読み方、演奏の

仕方も、しっかり学んで、

「音楽っていいね。」

「ぼくも音楽をやってみたい。」

と、たくさんの人たちに感じてもら

えるような活動をやっていきたいと

思います。１０年後ぼくのバンドのコ

ンサートに皆さんを招待できるよう

に頑張ります。

「夢はバンド結成」

七浦小学校　６年

岡﨑　絢哉

寓北鹿島小学校の壁新聞

寓七浦小学校の壁新聞

おおなわを　げんきにとぶよ　しろいいき
　　　　　　　　　明倫小１年　中村　太陽

俳句の里づくり　優秀作品　（作品募集期間　９月８日～１０月７日）
　実行委員会に寄せられた俳句（小学生２,９１８句、中学生９１５句）のうち、次の作品が優秀作品に選ばれました。

一度だけ　玉のりしたいな　わらロール
　　　　　　　　北鹿島小２年　松原正志郎

すずめにも　できたお米を　おすそわけ
　　　　　　　　北鹿島小３年　吉田　里華

秋の空　空高く打つ　ホームラン
　　　　　　　　北鹿島小４年　岩田　大世

獅子に泣く　弟の手をひく　秋祭り
　　　　　　　　北鹿島小５年　松原　真優
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　私の夢は、いつも笑顔の保育士に

なることです。なぜ「いつも笑顔」

かというと、相手が笑顔だとその場

の雰囲気が明るくなるからです。

　実際、私の通っていた保育園の先

生は、いつも笑顔でいっぱいでした。

だから、まわりの子どもも笑顔で

いっぱいで、保育園がとても楽し

かったことを覚えています。

　また、私は２年生のころから、ピ

アノを習い始めました。ピアノの先

生も、いつも笑顔で教えてください

ました。そして、先生は何でも話せ

る雰囲気があり、悩み事などの相談

にものってくださいました。その先

生のように、子どもたちが何でも話

せるような保育士になりたいと思っ

ています。

　私は小さな子どもが大好きです。

高学年になって、１年生や２年生と

遊ぶとなついてくれて、一緒に遊ん

だりしたのがすごく楽しい時間とな

りました。遊ぶ中で、子どもたちが

純粋で素直な気持ちなのを感じ、私

もそんな気持ちにもどれたような気

がしました。

　実は、私は３人姉妹の末っ子なの

で、小さい赤ちゃんをお世話するこ

とがありませんでした。一昨年のこ

とです。従弟の男の子が生まれまし

た。そのときは嬉しくて、抱っこし

たりおもちゃで遊んであげたりする

のが、楽しくてしょうがありません

でした。私は、赤ちゃんをお世話す

ることが大好きになりました。

　だから保育士になって好きなこと

が仕事になったらいいなと思ってい

ます。また、子どもたちのお世話は、

今思っている以上に大変なことだと

思いますが、やりがいのある仕事だ

と思います。私は、絶対保育士にな

ると心の中で決めました。

　私は、将来の夢を実現させるため

に、勉強やピアノ、そして笑顔の素

敵な自分になれるように、努力して

いきたいと思います。

「まわりを笑顔にする保育士」

明倫小学校　６年

中島　弘華

　私は、小学生の頃から、クラス

メートの前で手を挙げて発表したり、

自分の意見を述べたりすることが、

あまり得意ではありません。ですか

ら、このような場で、将来の夢につ

いて発表するということは、私に

とってはとてもどきどきする体験で

す。でも、今回、このことにチャレ

ンジすることが、きっと自分の将来

の夢へとつながっていると信じて、

今日この場に立ちました。

　私の夢、それは、宇宙飛行士です。

宇宙、それは果てしない世界です。

まだまだ、勉強が足りないので、今

の私には、宇宙と言えば、何もかも

が謎で、不思議で、未知の空間でし

かありません。

　そんな私の夢が、どうして宇宙飛

行士なのかというと、それは、ある

ことを確かめてみたいからです。あ

ることとは、私たちが暮らしている

この地球が、青くきれいな星である

ということ、それを是非自分の目で

確かめてみたいのです。

　真っ暗な宇宙空間に、きらめく、

青い、私たちの星、地球。宇宙に行

き、地球を見た人々は、人生に対す

る考え方が大きく変化すると聞いた

ことがあります。それほどに美しく、

それほどに感動を与える地球を、私

もこの目で見たいのです。

　宇宙飛行士、若田光一さんは、い

つも笑顔を忘れず、周囲への気配り

を欠かさない人だそうです。私も、

若田さんのようになれるように、努

力を惜しまず、いつも元気な人にな

りたいです。

　そのために、今、私は、毎日欠か

さず、こつこつ勉強をしています。

また、小学３年生から始めた剣道を、

現在も続けて体を鍛えています。そ

して、勉強や部活動を通して、友達

との交流を深めています。友達がい

ることで、嬉しいことは２倍に、苦

しいことは半分に分かち合えるよう

になりたいです。

　東日本大震災から、すでに７ヶ月

以上が過ぎました。しかし、今でも、

たくさんの方々が苦しい状況にあり

ます。そして、そんな中でも、復興

に向けて最大限の努力をしておられ

ます。こんな厳しい現実の中、私に

いったい何ができるのでしょうか。

そう考えたとき、私は、何か世の中

の役に立ちたいと強く思います。け

がをした人、病気にかかった人、心

を病んでいる人、そんな人々を救い

たい。ですから、宇宙飛行士になる

ことを最終の目標にしながら、世の

中の役に立つために、医師になるた

めの勉強にも挑戦したいと思ってい

ます。

　そんな話をしていたら、仲良しの

友達が、「山崎直子さんという人が、

お医者さんをしていて、この前宇宙

に行ったよ。」と教えてくれました。

わたしは、その人のことをよく知ら

なかったのですが、わたしの二つの

夢を実際にかなえた人がいたと聞い

て、なんだかとても勇気がわいてき

ました。

　私も、決してあきらめない心と

チャレンジしていく勇気を持って、

精一杯頑張ります。

「私の夢」

西部中学校　１年

岡田　京子

稲刈った　田んぼがぼくの　近道さ
　　　　　　　　北鹿島小６年　岩田　滉世

風切って　走る道ばた　彼岸花
　　　　　　　　　西部中１年　池田　紗輝

初日の出　有明海から　顔を出す
　　　　　　　　　西部中２年　山口　真琴

いわし雲　空を型取る　魚拓かな
　　　　　　　　　西部中３年　永吉　優大

俳句の里づくり　優秀作品
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　私の将来の夢は、看護師になるこ

とです。看護師になって、病気の人

達のために一生懸命に自分の力を生

かしたい。私が今までにしてもらっ

たことを、困っている誰かに返して

いきたいと思っています。

　私が看護師という仕事に興味を

もったのは小学校５年生の時でした。

家にあった『看護婦の母ナイチン

ゲール物語』という本を読んだのが

きっかけです。貧しく困っている人

を心を込めて看護して救っていくナ

イチンゲールの姿に感動し、私も誰

かの役に立ちたいと思いました。そ

れからその本を何度も読みました。

そして繰り返し読むうちに、「看護

師って大変だけれども人の役に立つ

素晴らしい仕事だなあ」と思うよう

になったのです。

　また、看護師さんとの出会いも看

護師という仕事に興味をもつきっか

けになりました。私も私の家族も、

看護師さんたちにたくさん助けられ

てきました。私は小さい頃から体が

とても弱く、風邪をひいたら必ず熱

を出していました。そのたびに病院

に通っていました。診察の順番をま

つ私に看護師さんは、「きつかろう。

ごろんとしときんしゃい。」と優しく

私に話しかけてくれます。その言葉

で私の気持ちがほっとするのです。

病気で通院する患者さんはたくさん

います。注射や点滴の準備。患者さ

んの容態の確認。お医者さんからの

指示を的確にこなしながらパタパタ

と忙しく動き回る看護師さんは、そ

れでも丁寧に優しく私に声をかけて

くれるのです。私も看護師になって

病気で苦しんでいる人に、優しく接

することのできる看護師を目指した

いと思います。

　随分前のことですが、母が病気で

入院することになったときがありま

した。３週間の入院でしたが、小さ

かった私にとっては長い長い期間で

した。しかも片道１時間かかる距離

のために、毎日会いに行くこともで

きず、しょんぼりと落ち込む毎日で

した。父はそんな私を見て、時々母

の入院する病院に連れて行ってくれ

ました。会いたい一心で、病院に着

いたとたん車から走りだしていたの

を覚えています。病室に着くと看護

婦さんは母の腕に点滴をしてくれて

いました。

　「舞ちゃん。お母さんもいっぱい

注射や点滴をしてがんばっているか

ら舞ちゃんも泣かずにがんばって

待っていようね。」と私に声をかけて

くれました。小さかった私は、不安

で、寂しくて、仕方がなかったので

す。今思えば、あの一言で我慢して

待っていようとがんばることができ

ました。母の入院のこともそうです

が、弟に一生懸命関わってもらった

看護婦さんたちも私の記憶に残って

います。

　私の弟は超未熟児で生まれてきま

した。初めて見たときは大人の手の

ひらに載るくらいで、弟たちが生ま

れた嬉しさもありましたがそれ以上

に小さいことに驚きました。体重は

７６０グラムしかなく、弟は生まれて

から半年も病院から退院できずにい

ました。しかし、病院で弟はちょっ

とずつ大きくなっていました。私は

そのころ小学校３年生だったので、

あんなに小さかった弟が病院で

ちょっとずつ大きくなっていたのが

不思議でした。母は弟のためにミル

クをいつも届けて様子をみにいって

いました。その時の母は心配や不安

でいっぱいだっただろうと思います。

弟は今、すごく元気に毎日を過ごし

ています。私も父も母も弟が入院し

てきた時は、不安で辛い思いをたく

さんしましたが、今は一生懸命に弟

を助けてくれたことや温かい言葉に

感謝しています。

　看護師さんは病気の人を治すこと

はもちろんのこと、病気の人の家族

にまで元気や希望を与えてくれる大

事な仕事であることが分かりました。

だからこそ魅力があるのです。看護

師になって人のために仕事をしたい

と思うのです。

　では、今の私に何ができるので

しょうか。係の仕事や掃除など、ひ

とつのことをこつこつ粘り強くやっ

ていくこと。部活をみんなと一緒に

毎日がんばっていくこと。自分で決

めたことはなんとしてもやり抜くこ

と。勉強をしっかりとやっていくこ

と。そして、自分自身の体をしっか

りと作っていくこと。今できる精

いっぱいのことを頑張っていこうと

思っています。看護師という仕事は

人の命にかかわる仕事です。患者さ

んが元気になってくれればそれが一

番良いのですが、一生懸命に手を尽

くしても時には人の死に直面するこ

とがあると思います。そんな辛い目

にあうのは怖いとも思いますが、私

のできる限りの力を注いで、笑顔で

退院する人が増えるよう「ナイチン

ゲール」を目指し、今からも努力し

ていきたいと思います。

「ナイチンゲールを目指して」

東部中学校　１年

野中　舞

「ぼくの夢私の夢を発表」の続き
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　県内の中学・高校生を対象にした

美術コンクールの第二回が社団法人

KIART国際交流協会の主催で行なわ

れ、僕が所属する西部中学校美術部

もそれに応募しました。僕は松蔭神

社の絵を描いて出したのですが、そ

の絵が銀賞に入ったため、７月３１日

からの訪韓美術研修に参加すること

になりました。

　研修の内容は、「韓国の学生と共

に世界遺産になっている村を回った

り、スケッチをしたりして交流を深

める」というものでしたが、「韓国に

行く」ということを聞いて、僕の頭

の中を一つの不安がよぎりました。

それは、「韓国の人達は自分達のこ

とを温かく迎えてくれるだろうか」

ということでした。

　国民に広く知られている通り、日

本と韓国の間には、竹島をめぐる領

土問題があり、長年に渡って交渉が

続けられています。また、日本は太

平洋戦争時、朝鮮半島を植民地とし

て支配し、そこに住む人々の人権を

ないがしろにしていました。これら

の事実から、韓国の人々は僕達日本

人に対して、悪い印象を持っている

のではないかと、僕は心配していた

のです。

　前述したような不安と研修に参加

出来ることに対するワクワクした気

持ちの両方を抱えたまま、僕は韓国

の釜山に到着。その後、バスに乗っ

て安東という地域に向かい、そこに

あった寺院で、いよいよ韓国の学生

達との初対面となりました。その時、

僕がこれまで持っていた不安は、瞬

く間に吹き飛びました。韓国の学生

達は、驚くほど明るい表情で、こち

らに積極的に話しかけてきたのです。

あっという間に僕達は打ち解け合い、

その日の夜を楽しく過ごすことがで

きました。まるで、お互いの国の間

に、確執など無いかのように。

　仲良く、そして楽しく交流するこ

とが出来た僕達は、人との付き合い

方としては理想的な形を築いていま

した。どちらかが遠慮することなど

なく、また、それでいて相手のこと

を傷付けたりせぬよう、気遣いも忘

れずに会話などを楽しんでいました。

　国と国のわだかまりも、お互いが

そのようなことを心懸けていれば、

解消出来ると僕は思っています。相

手の立場を尊重し、そして相手のこ

とを気遣い、傷付けぬようにして話

合いを進めるのです。ただし、お互

いが自分の主張をはっきりと述べる

ことも大切です。言いたいことを言

えずにそのままにしておいても、そ

の相手だけが一方的に主張をして、

皆が納得するような結果など得られ

なくなります。

　そしてこれは、国同士の付き合い

だけではなく、普段の学校内での人

付き合いにも言えることです。相手

のことを気遣い、傷付けぬように接

することはもちろん、周りの人がい

けないことをしている時に「それは

してはいけないことだろう」とはっ

きりと自分が思っていることを言う

ことも正しい人付き合いだと言える

のではないでしょうか。

　現在の日本は竹島問題だけでなく、

北方領土問題や尖閣諸島問題などの

領土問題も抱えています。これらは

たしかに解決が難しい問題ですが、

国同士の付き合いにおける大切なこ

とと、日常生活での人付き合いにお

ける大切なことは、根本的にはほぼ

同じです。ということは、問題を解

決に導くには、まずは僕達一人一人

が前述したようなことを心懸けて生

活をしていくことが重要です。僕が

訪韓研修で体験したように、人々が

国籍を越えて仲良く接するためにも、

まずは自分達の日常生活を見直して

みるべきではないでしょうか。

「まずは日常生活を見直してみよう」

西部中学校　２年

西川　晃輔

寓古枝小学校の壁新聞寓明倫小学校の壁新聞
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　みなさんは、自分の夢について考

えたことがありますか。私は、今ま

でにたくさんの夢について考えてき

ました。これから先もきっと夢につ

いて考え続けるでしょう。

　今の私の夢は、たくさんの人に笑

顔を届けられる女優になることです。

私が女優になりたいと思った理由は

二つあります。一つ目は、私が見て

いた、あるテレビドラマがきっかけ

です。私は、そのドラマに出演して

いた女優さんの演技に引きこまれて

いました。楽しそうな場面では、見

ている私たちまで幸せになるような

笑顔があふれていました。また、悲

しい場面では、私も知らない間に涙

を流していました。それくらい、そ

の女優さんの演技に感情がこもって

いて、見ている私たちがその演技の

中に入り込んでいるような感覚に

なったのです。その演技を見て、私

も一生懸命な演技をして伝えたいと

思いました。

　二つ目は、少しでも日本の役にた

ちたいという思いがあるからです。

今年の３月１１日に東北地方で大きな

地震が起こりました。その時の様子

を見て、とてもショックを受けまし

た。その日の朝まで、いつもと変わ

らない生活だったはずです。それが、

津波によって、建物は破壊され、何

もかものみこまれてしまったのです。

一瞬にして。

　何とか、一命は取りとめたものの、

家族や仲間、大切な人たちを失った

人も大勢います。そのショックで、

うつになったり、吐き気がしたり、

いつも不安な状態にある人もいるそ

うです。笑顔を無くした人たちに何

をしてあげられるのか。芸能人が、

募金したり、現地に行って、ボラン

ティアをしたりしている様子をテレ

ビでみました。テレビの中の人たち

がすぐそばにいる。それだけで、そ

の場が明るくなり、みんなの顔にも

少しずつ笑顔がみられるようになり

ました。あんなにつらいことがあっ

た人たちに、笑顔と生きる勇気を与

えられるってすごいなと思いました。

私も、こんな人になりたいと強く思

うようになったのです。

　このような理由で、女優になりた

いと考えるようになりました。しか

し、女優という職業は、誰でもなれ

るものではありません。今の私が頑

張らなければいけないことを考えて

みました。まず、人前で恥ずかしが

らずに演技することが大切です。そ

のために、東部中の文化祭で劇に出

演し、演技にチャレンジすることに

しました。劇の出演希望者が多くて、

オーディションが行われました。そ

のオーディションで、私は先生役に

決定したのです。

役をもらうことができてとてもうれ

しかったです。練習をしているとき、

演じているだけでわくわくしてきま

す。それくらいお芝居が好きなのだ

と実感しています。とても重要な役

なので、役になりきってしっかり頑

張りたいと思います。次に、感受性

を豊かにすることが大切です。きれ

いな景色を見たり、本や映画など良

い作品を味わったり、そうして自分

の心を豊かにしていかなければいけ

ません。しかし、感受性を豊かにす

るには、芸術作品や自然から感じ取

るものだけではないと思います。人

の感情や心情を読み取るのも感受性

だと思います。周りの人たちにも気

を配り、この人は今どんな気持ちだ

ろうと喜びや怒りなどの喜怒哀楽を

読み取ることが大切です。相手の感

情が分かるということは、相手とそ

の感情を共感できるということです。

友達や家族、私に関わる全ての人に

思いやりの心を持って接していこう

と思います。こうやって感受性を豊

かにすることによって演技にもいか

されるはずです。もちろん、楽なこ

とばかりではありません。きついこ

ともつらいこともあると思います。

一生懸命努力することによって、自

分の未来を創ることができるはずで

す。

　今の世の中は、少しでも嫌なこと

があるとすぐに逃げる人が多いよう

な気がします。少しくらいつらくて

も、一歩踏み出せば、意外と簡単な

ことだってあるのです。一歩を踏み

出す勇気がない人に、私が頑張る姿

を見てもらって、頑張ればなんとか

なるということを証明できたらいい

なと思います。

　「夢」・・・。それは叶えるために

あるものだと思います。自分の夢が

見つからない人も、初めはちょっと

したきっかけだと思います。自分が

興味をもったことが夢になること

だってあるのです。自分に合った夢

を見つけて欲しいと思います。私も

自分の夢を叶えるために一生懸命頑

張っていきます。

「私の夢」

東部中学校　２年

田代　香苗

「ぼくの夢私の夢を発表」の続き
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年末年始の公共施設等の休みと取り扱い業務
お
知
ら
せ

　市役所の業務のうち、次のものは年末年始の休みの

期間中も行っています。

恭出生届

　［持参品］出生届出書、印鑑、母子手帳

恭婚姻・離婚届

　［持参品］婚姻・離婚届出書、印鑑、

　　　　　身分証明書（運転免許証、パスポートなど）

恭死亡届

　［持参品］死亡届出書、印鑑、火葬料７,０００円（杵藤広域圏内）

恭各種証明書の予約交付（市民課、税務課関係分）

　［持参品］手数料、身分証明書（免許証・健康保険証など）

　　　　　印鑑証明書のときは、印鑑登録証をお持ち

　　　　　ください。

　［予約方法］１２月２８日（水）１７時までに、市民課緯（６３）

　　　　　２１１７に本人か同一世帯の人が電話で申

　　　　　し込んでください。

焔届出および交付する場所　市役所守衛室

焔交付時間　８時３０分～２０時

　市に関係する公共施設・サービスの年末年始の休み

は次のとおりです。

潤杵藤葬祭公園　　　１月１日（祝）

潤市陸上競技場　　　１２月２７日（火）～１月３日（火）

潤市民球場（芝の養生のため）

　　　　　　　　　　１２月１日（木）～２月２９日（水）

潤蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場

　　　　　　　　　　（年末年始及び芝の養生のため）

　　　　　　　　　　１２月２８日（水）～２月２９日（水）

潤体育館　　　　　　１２月２８日（水）～１月３日（火）

潤老人福祉センター　１２月２９日（木）～１月３日（火）

潤ゴミ収集　　　　　１２月３１日（土）～１月３日（火）

潤野犬捕獲　　　　　１２月２８日（水）～１月３日（火）

潤し尿汲み取り　　　１２月３０日（金）～１月３日（火）

　汲み取り日程表により、計画収集を行っています。

潤北公園　　　　　　年中無休

高額医療・高額介護合算療養費制度とは？

　医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の

負担を軽減するもので、同一世帯内に介護保険の受給

者がいる場合、一年間に支払った医療保険（同一医療

保険ごと）と介護保険の自己負担を合計し、所得に応

じた限度額を超えた分を支給するものです。

※国保と後期高齢者医療保険の自己負担は合算できま

せん。

申請についての留意点など

　支給の対象となる被保険者の皆さんには、１２月ごろ

にお知らせする予定です。お知らせが届いたら、保険

健康課の窓口に申請してください。

※次に該当する人には、申請の対象となる旨のお知ら

せができない場合があります。

　平成２２年８月から平成２３年７月末までの間に

　毅転入または転出された人

　毅医療保険を変更された人

　毅死亡された人

 　

　平成２３年７月３１日時点で

　　・鹿島市国保または後期高齢者医療保険の人

　　　　　　保険健康課国保係　緯（６３）２１２０

　　・それ以外の医療保険の人

　　　　　　それぞれの医療保険者へお尋ねください。

詳しくは

高額医療・高額介護合算療養費制度のご案内
お
知
ら
せ

情報掲示板ワイド

７月２４日、テレビの地デジ化が完了しました。対応がまだの人、お困りの人は、デジサポ佐賀緯０９５２（４３）１２１２へ
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　福祉事務所と社会福祉協議会では、来春、高校や大学などに進学される人で、学費の支払いが困難な人のために

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

修学資金貸付との重複利用はできません。

貸　付　内　容

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

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

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

　　　　　煙貸し付けを希望する人の全員が、貸し付けを受けることができるとは限りません。また、大学や専門

　　　　　　学校の合格内定があまりに早い人については、母子福祉資金で対応できない場合があります。

締切申込先・問合先資格償還期間貸付額（円）学校区分貸付の種類

１２月２２日（木）

福祉事務所

　緯（６３）２１１９

煙市内に１年以上在住
煙学業成績優良な人
煙中学校３年時の予約申込のみ

１０年　１２,０００高校
市奨学
資金

修
学
資
金

煙母子家庭世帯

６年

　２３,０００以内高校（公立）

母子福祉
資金

　３５,０００以内高校（私立）

　４５,０００～６０,０００以内短大

１２年　４５,０００～６４,０００以内大学

３～６年　１８,０００～６０,０００以内専門学校等

社会福祉協議会

　緯（６２）２４４７
煙低所得世帯１０年以内

　３５,０００以内高校

生活福祉
資金

　６０,０００以内高専・短大

　６５,０００以内大学

福祉事務所

　緯（６３）２１１９

煙母子家庭世帯
煙前年度所得税住民税非課税者

５年

　３９,５００以内小学校

母子福祉
資金

就
学
支
度
資
金

　４６,１００以内中学校

煙母子家庭世帯

１６０,０００以内高校（公立）

４２０,０００以内高校（私立）

３７０,０００～５９０,０００以内大学・短大

１５０,０００～５９０,０００以内専門学校等

社会福祉協議会

　緯（６２）２４４７
煙低所得世帯１０年以内５００,０００以内

高校・高専

大学・短大
生活福祉
資金

ご利用ください「修学資金」
お
知
ら
せ

保育所みどり園の運営事業者が内定しました
お
知
ら
せ

　市では、行財政改革の一環として、市立保育所みど

り園を民営化するため、みどり園の管理運営を移管す

る運営事業者を募集し、５団体の応募がありました。

　厳正な選定の結果、右記のとおり運営事業者を内定

しました。

　運営の移管は、みどり園の在園児や保護者の皆さん

に急な変化が生じることのないように、運営事業者と

協議の上、慎重に進めることとしています。

保育所みどり園運営事業者に内定したもの

　　　　　鹿島市大字納富分６５５番地

　　　　　社会福祉法人ことじ会

　　　　　理事長　池田　芳信

 　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９詳しくは

情報掲示板ワイド
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情報掲示板ワイド

みんなで徹底しよう!『選挙の 三 ない運動』
さんお

知
ら
せ

　政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公

職にある者）が選挙区内の人に、お金や物を贈ること

は法律で禁止されています。違反すると、処罰されま

す。また、有権者が寄附を求めることも禁止されてい

ます。

【禁止されている寄附の例】

噛お歳暮やお中元、お年賀

噛入学祝い、卒業祝い、病気見舞い

噛お祭りへの寄附や差し入れ

噛地域の運動会などへの飲食物の差し入れ

噛秘書などが代理で出席する場合の結婚祝い、葬式の香典

噛町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の

　差し入れ

※政治家は、選挙区内にある者に対し（答礼のための

自筆によるものを除く）、年賀状や暑中見舞い等のあ

いさつ状（電報も含む）を出すことは禁止されています。

 　選挙管理委員会　緯（６３）３４１８詳しくは

 -選挙の三ない運動-
 贈らない！

　 求めない！

　 　受け取らない！

鹿島ブランド認定の一般審査員を募集します！
募
　
　
集

　鹿島市地場産業振興協議会では会員の加工品、酒類、

民工芸品の商品を審査して「鹿島ブランド」を認定しま

す。その審査会の一般消費者審査員を募集します。

鹿島ブランドとは？

　会員より申請があった商品の中から基準に準じて審

査を行い、鹿島らしい商品を「鹿島ブランド」として認

定、鹿島の物産のＰＲや販売促進のために、認定品はあ

らゆる方法でＰＲを行います。

募集人数　１０人

審　査　日　平成２４年１月２５日（水）

対　　象　満２０歳以上の市民で、審査会に参加できる人

　　　　　ただし、同協議会会員の関係者は除きます

申込期限　１２月２８日（水）　※当日消印有効

申込方法　ハガキか任意の様式に、住所、氏名、年齢、

　　　　　生年月日、性別、職業、電話番号を明記の上、

　　　　　下記まで郵送またはご持参ください

　　　　　また、電子メールでも受け付けますので、下

　　　　　記アドレスまで送付してください

選出方法　応募者多数の場合は抽選となります

　　　　　選出された人には、１月上旬にご連絡します

 　鹿島市地場産業振興協議会　事務局

　　　　　　　　（（社）鹿島市観光協会観光戦略推進室　担当　小野原）

　　　　　　　　〒８４９－１３２２　鹿島市浜町９３３

　　　　　　　　緯（６８）０００７　姉（６８）０００８

　　　　　　　　Ｅメール　onohara@kashima-kankou.com

問合せ・提出先

第 ４０ 回鹿島市特産品まつり
イ
ベ
ン
ト

　鹿島市自慢の農水産物や地酒、加工品などの物産を展示・即売する

催しを祐徳稲荷神社のお火たきに合わせて開催し、市内外に鹿島の特

産品や観光資源をＰＲします。

と　　き　１２月７日（水）９時～１７時　８日（木）９時～２３時

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参集殿

内　　容　潤市内外２４店が出店しての特産品の展示および即売

　　　　　潤ダーツ抽選会　潤セリ売り（１３時３０分～）

　　　　　潤伝統工芸品制作実演…鹿島錦（１０時～１７時）、浮立面（７日１０時～１７時、８日１０時～２３時）

　　　　　潤エフエム佐賀ラジオ公開放送（７日１４時～１４時５５分）

　　　　　潤若草保育園若草太鼓（７日１４時３０分～）

　　　　　潤干支ふきんプレゼント（チラシに付いている引換券と交換　７・８日各先着５００人）

主　　催　鹿島市地場産業振興協議会

 　同協議会事務局（市商工観光課内）　緯（６３）３４１２詳しくは
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節電へのご協力をお願いします
　次の期間および時間帯におきまして、節電にご協力い
ただきますようお願いします。
期間および時間
　１２月１日～１２月下旬および平成２４年２月４日～３月３０日
　平日８時～２１時
　　数値目標なしの節電

　１２月下旬～平成２４年２月３日（１２月２９日～１月４日を除く）
　平日８時～２１時
　　マイナス５％以上の節電

エアコン
胸重ね着などをして、室温２０℃を目安に心がけましょう！
　節電効果（節電率）　岳　７％
　※節電効果は、通常、エアコンを使用する家庭の場合
　※設定温度を２℃下げた場合
冷蔵庫
胸設定温度を「弱」にしましょう！
胸扉をあける回数をできるだけ減らしましょう！
胸食品を詰め込まないようにしましょう！
　節電効果（節電率）　岳　２％
　※節電効果は、通常、ガス・石油ストーブを使用する家庭の場合
取り組み事例と効果については、経済産業省「冬の
節電メニュー」から抜粋しています

家庭の節電事例

 　九州電力（株）武雄営業所計画グループ
　　　　　緯０１２０（９８６）３０４
詳しくは

多重債務の特別相談会が開催されます
相
　
　
談

　借金問題を抱えて、１人で悩んでいませんか？多額

の借金であっても解決する方法は必ずあります。勇気

を出してご相談ください。

　右記の日程で、多重債務の特別相談会が開催されま

す（借金でお悩みの方からの相談に応じます。）。

　抱えている借金の額や収入、資産の状況によって適

した債務整理方法があり、自分ではどの方法がいいか

判断するのは困難です。早めに専門家に相談して、問

題の解決を図りましょう。

多重債務の特別相談会

　胸面接による相談です

　胸無料、秘密厳守です

　胸相談時間は１人４５分です

※事前予約制ですので、電話でお申し込みください

※受け付けは先着順となり、定員になり次第締め切ります

 　佐賀県消費生活センター

　　　　　緯０９５２（２４）０９９９

　消費生活相談窓口でも、多重債務などの相談を随時

受け付けています。気軽にご相談ください。

 　消費生活相談窓口（商工観光課商工労政係）

　　　　　緯（６３）３４１２

申　込　先

詳しくは

定員開催場所受付時間開催日

　各

８人

佐賀県消費生活センター１３時～１９時１２月１５日（木）

武雄市役所９時～１６時１２月１６日（金）

佐賀県消費生活センター

１３時～１９時１２月１６日（金）

９時～１６時１２月１７日（土）

９時～１６時１２月１８日（日）

「スポーツライフ・鹿島」
新春！三社参りウォーキング　参加者募集！

募
　
　
集

　１年間の家族の健康と安全を祈願して、のんびり歩

く新春ウォーキングを開催します。

　家族揃ってご参加ください。

と　　き　平成２４年１月７日（土）　※少雨決行

集合場所　蟻尾山公園市民球場前広場　８時２０分集合

コ　ー　ス　蟻尾山公園閣松蔭神社閣琴路神社閣若宮神社

　　　　　閣松岡神社閣祐徳稲荷神社閣蟻尾山公園

　　　　　※約１２ｋｍ（３時間）

参　加　費　１人２００円（保険料を含む）

　　　　　（スポーツライフ・鹿島会員は１００円）

そ　の　他　終了後にビンゴケームやお汁粉のサービス

　　　　　があります

　　　　　参加費は、当日受付でお支払いください

申込方法　平成２４年１月５日（木）１７時までに下記へ電

　　　　　話でお申し込みください

 　スポーツライフ・鹿島事務局（市体育協会内）

　　　　　緯（６２）３３７９　※火曜日は休みです

詳しくは
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短期間施設に入所して
利用できるサービス

　介護保険で利用できるサービスには、自宅などの生活の場で利用できる在宅サービス

と、それ以外の在宅でのサービス、施設へ入所して利用する施設サービスなどがありま

す。利用する人の心身の状況などに合ったサービスを選んで活用しましょう。

 　杵藤地区介護保険事務所　緯（６９）８２２２

　　　　　http://www.kitou-web.jp/kaigo/

　　　　　市保険健康課長寿社会係　緯（６３）２１２０

　　　　　市地域包括支援センター　緯（６３）２１６０

詳しくは

　胸介護する家族が体調を崩して一時的に介護が困難

　胸介護者が冠婚葬祭や仕事などで一時的に留守となる

　胸本人の体調の変化で家での介護が困難

　胸利用者本人や介護する家族の気分転換やリフレッシュ　　　などのときに

ショートステイ（短期入所生活介護・短期入所療養介護）

福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

【主なサービス内容】　　・食事、入浴、排せつの介助

　　　　　　　　　　　　・看護師などによる機能訓練

　　　　　　　　　　　　・理学療法士などによる機能訓練

　　　　　　　　　　　　・医師による診療（短期入所療養介護の場合）　　　など

※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。

※サービスを利用した場合は、食費・居住費などが別途必要となります。

※連続した利用が３０日を超えた場合、３１日目は全額自己負担となります。

介　護　保　険

要支援１・２の人

自己負担（１割）の めやす（１日）

短期入所生活介護

　介護老人福祉施設（併設型・多床室）の場合

　　　　５１４円　　～　　６３３円

　　　　（要支援１）　　　　　（要支援２）

短期入所療養介護

　介護老人保健施設（多床室）の場合

　　　　６３１円　　～　　７８５円

　　　　（要支援１）　　　　　（要支援２）

要介護１～５の人

自己負担（１割）の めやす（１日）

短期入所生活介護

　介護老人福祉施設（併設型・多床室）の場合

　　　　７０３円　　～　　９８５円

　　　　（要介護１）　　　　　（要介護５）

短期入所療養介護

　介護老人保健施設（多床室）の場合

　　　　８４５円　　～　１,０４５円

　　　　（要介護１）　　　　　（要介護５）

特定短期入所療養介護（４時間以上６時間未満）

　難病やがん末期の要介護者が利用した場合

　　　　９００円

利用日数に注意しましょう
　ショートステイの連続利用日数は３０日までです。連続３０日を超えない場合でも、利用日数は認定有効期間

　のおおむね半数を超えないことが目安になります。
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 鹿島小学校校務日誌展

～近代 教 育 の あゆ み と地 域 社 会 ～
床　の　間
コーナー

　１２月・１月の床の間コー

ナーは、市の重要文化財に指

定されて今年で１０年目を迎え

る鹿島小学校の校務日誌を展

示します。

　鹿島小学校には明治１７年の

開校から現在に至るまで、ほぼ全期間の日

誌が保管されています。校内行事だけでな

く、時代背景を反映したものとなっており、

近現代の歴史を垣間見ることができます。

展示期間　１２月２日（金）～平成２４年１月２９日（日）

 　かしま市民立楽修大学　緯（６３）２１３８詳しくは

エイブル倶楽部　募集中講座のお知らせ

に行ってみよう

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

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

受講料ところ開講期間講　師定員講　座　名

５００円/１回

材料費７００円～１,０００円/１回

エイブル３階

研修室ほか

平成２４年１月２０日～６月１５日

［金曜日］　１３時３０分～１５時
藤瀬江美子さん１５人

ハーブ講座

～ハーブのある生活を楽しむ～

５００円/１回
エイブル２階

音楽スタジオ

平成２４年１月１８日～６月１３日

［水曜日］　１０時～１２時
横内　安子さん２０人オカリナ教室（入門編）

５００円/１回
エイブル２階

和室

平成２４年１月１７日～６月１９日

［火曜日］　１９時～２１時
 古泉 　 光梢 さん
こいずみ みつしょう

１５人三味線教室

無　料
対象　小学4～6年生

エイブル３階

研修室

１２月１１日（日）

［１回限り］　１０時～１２時
川原　陽子さん３０人消しゴムはんこ教室

公

開

講

座

楽大生　５００円
一　般１，０００円
材料費１，０００円程度

エイブル３階

研修室

１２月２５日（日）

［１回限り］　１０時～１２時
霜村　久子さん２０人お正月飾りづくり教室

明治１７年の校務日誌

エイブルからのお知らせなど

第８回えいぶる事業 フライド・プライド　コンサート

　ボーカリスト shiho とギタリスト

横田明紀男からなるジャズユニット。

　今回はゲストにドラムの村上“ポン

タ”秀一が共演概

と　　き　平成２４年２月１８日（土）

　　　　　１８時３０分開場　１９時開演

と　こ　ろ　エイブルホール【全席自由】

入　場　料　一　　般　　　　２,０００円

　　　　　楽修大学生・高校生以下　　１,５００円

チケット発売　１２月１６日（金）～

そ　の　他　無料託児あり（要予約）

　　　　　申込締切　平成２４年２月１０日（金）

 　かしま市民立楽修大学

　　　　　緯（６３）２１３８

詳しくは

行事のお知らせ市　民
図書館

恭「絵本による心育て」講演会

　絵本から伝わる温かな思いを

感じて、お子さんたちとコミュニ

ケーションを深めてみませんか。

対　象　読み聞かせボランティアとして活動して 

　　　　いる人、自宅でお子さんと絵本を楽しみ

　　　　たい人など、初心者の人も大歓迎です。

講　師　 二羽 
ふたば

 史裕 さん（九州龍谷短期大学教授）
ふみひろ

と　き　１２月１１日（日）１４時～１６時

ところ　エイブル3階研修室

定　員　４0人（事前申込が必要です）

恭図書館のクリスマス

　子どもから大人まで大人気の

人形劇団「いちごじゃむ」が今年

もやってきます。楽しいクリス

マスを図書館で過ごしませんか?

　サンタからプレゼントもあり

ますよ。

と　き　１２月２３日（祝）１４時～１５時

ところ　エイブル１階いきいきルーム

内　容　人形劇団「いちごじゃむ」による人形劇

参加費　無料（申し込みの必要はありません）

 　市民図書館 （６３）４３４３申込・問合せ先

寓フライド・プライド

寓村上“ポンタ”秀一
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　１０月２７日（木）、佐賀県を代表して新籠区

の宮﨑憲治さんが、今年の新米を市長とと

もに皇居へ届けられました。この米は、毎

年１１月２３日の勤労感謝の日に宮中で行わ

れる五穀の収穫を祝う 新嘗祭 に納められ
にいなめさい

ます。市から新嘗祭に米を納めるのは昭

和４６年以来、４０年ぶりのことです。

　１１月２日（水）には佐賀県知事を表敬訪

問し、無事に米を皇居に届けたことを報

告しました。

鹿島市の新米を皇居に届けました

寄　贈　紹　介

お茶の寄贈

　　ありがとうございました

１１月１日

（株）ジェイエイビバレッジ佐賀

代表取締役社長 阿部照夫 様か

らペットボトルのお茶を寄贈

していただきました（今回で２

回目）。

これは、市の各審議会や協議会

などの会議で飲んでもらい、地

元で作られている商品のＰＲ

になればと贈られたものです。

ありがとうございました。

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

寓佐賀県庁にて（左から市長、宮﨑ご夫妻、古川知事）

「さが美人（ブランドみかん）」が給食に登場しました

　市では、地元農産物の素晴らしさを体

験し、郷土への誇りを持ってもらうこと

を目的として、今年度から地元ブランド

農産物を学校給食で提供していきます。

　今年度は、市の主力農産物であるみか

んの中でも糖度、酸度、見た目の基準をす

べてクリアしたブランドみかん「さが美

人」が１１月の学校給食で登場しました。

九州大会出場へ　　　西部中学校陸上部　東部中学校女子ソフトテニス部

　県中体連駅伝大会が１１月８日（火）に福富マイランドで開

催されました。西部中学校の女子チームが５区間１２娃を４

人が区間賞をとる快走で優勝、男子チームが６区間２０娃を粘

り強く走り、２位になりました。

　男女とも、１２月３日（土）に大分県宇佐市 安心院 町で開催さ
あじむ

れる九州大会に出場します。

　また、女子は、１２月１８日（日）に山口県セミナーパークで開

催される全国大会にも出場します。昨年よりもさらにレベ

ルアップした両チームの活躍が期待されます。皆さん、応援

をよろしくお願いします。

寓西部中学校陸上部

　佐賀県中学生新人ソフトテニス選手権大

会（兼　九州選抜インドア選手権大会選考会）の団体戦が１１月１２

日（土）に佐賀県総合運動場庭球場で開催さ

れ、東部中学校女子ソフトテニス部が準優

勝に輝きました。

　同チームは１２月２４・２５日に熊本市のパー

クドーム熊本で開催される九州ジュニア選

抜インドアソフトテニス大会に出場し、個

人戦では倉﨑葵・針尾流奈ペアも出場しま

す。皆さん、応援をよろしくお願いします。

寓東部中学校女子ソフトテニス部
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“Saved by the bell” 

今月のキーフレーズ

№７２

（ティム）　やあ、スー！ぼくのプレゼンテーション

　　　　　の前に電気が消えて本当によかったよ。

　　　　　準備が出来てなかったんだ。

（　スー　）　わあ！助かったわね。

Tim:

Sue:

Hi,  Sue.  I'm so glad  the  electricity  went
out before my presentation. I wasn't ready.
Wow! You were saved by the bell!

この表現は、ボクサーが終了ゴングでノックアウトから救われた

ことに由来し、「偶然・運よく助かる」というときに使います。

　市民の皆さんに親しまれてきまし

た鹿実フェアも今回で９回目を迎え

ます。

　昨年までは、市民会館を会場とし

てファッションショー、鹿島よか逸

品市などを行ってきましたが、今回

から、地域参加型のイベントとして

リニューアルし、地域の多くの人た

ちに本校のことをもっと知っていた

だけるよう会場を鹿島実業高校とし

ました。

　主なイベントは、商業科・情報処

理科の生徒が１２のショップを運営す

る高校生モールと食品調理科の生徒

による高校生レストランです。

　高校生モールでは食料品から雑貨

まで多くの商品を扱うとともに、東

日本大震災の被害に遭われた陸前高

田市の商品のチャリティ販売も行い

ます。

　高校生レストランでは、日本料理

の松花堂弁当と西洋料理の特製ラン

チを各５０食準備しています。

　その他、ステージでのアトラク

ション、模擬店、展示など皆さんに

喜んでいただける企画を準備してい

ます。

と　　き　１２月１７日（土）

内　　容　胸高校生モール

　　　　　　１０時～１４時３０分

　　　　　胸高校生レストラン

　　　　　　１１時～１３時３０分

※モール、レストランともに商品に

　限りがありますので、お早めにお

　越しください

第９回鹿実フェアのご案内

ジョリン先生

（　スー　）　まあ、ティム！弟が家を汚す前に両

　　　　　親が帰って来られたなんて信じられ

　　　　　ないわ。

　　　　　あなたたち助かったわね。

（ティム）　そうなんだよ！

Sue:

Tim:

Hey  Tim,  I can't  believe  your  parents 
came  home  before  your  brother could 
make a mess of your house.
You were saved by the bell.
I know!

鹿島実業高等学校

No.１７５

学 校 だ よ り

寓松花堂弁当をつくる生徒たち
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　１９４８（昭和２３）年１２月１０日、国連

は「世界人権宣言」を採択し、そ

の日を「人権デー」と定めました。

　日本は、１９４９（昭和２４）年から毎

年１２月１０日を最終日とする１週間

（１２月４日～１０日まで）を「人権週

間」と定め、世界人権宣言の目的

と人権尊重の重要性を広く国民に

知ってもらうためにさまざまな啓

発活動を行っています。

　市でも毎年、人権週間にちなん

で『市内小中学校人権作文・標

語・マンガ入賞作品展』や人権啓

発に関するパネル展を開催してい

ます。普段はあまり考える機会が

ないかもしれない「人権の大切

さ」を身近に感じることができる

啓発活動のひとつです。

　また、他の人の人権を守ろうと

する態度を身をもって学ぶことの

大切さです。生徒間のいじめや問

題行動が続出し荒れていたある中

学校で、全生徒に保育や介護の実

習に取り組む実践を続けたら、生

徒たちが変わり、問題行動がほと

んどなくなったという報告がなさ

れています。

　このことは、人権尊重について

ただ学習するだけでなく、実際に

体験することで、人間の尊さを理

解し人権を尊重する思いやりの心

が育つという、とても考えさせら

れる取り組みといえるでしょう。

　人は、自分自身がかけがえのな

い存在であることと同時に、他人

もまたかけがえのない存在です。

　私たちが「もし私があなたの立

場だったら・・・」という相手へ

の思いやりの心をもって行動する

ことができたら、それはあらゆる

人たちの「人権」に配慮し、私た

ちの「人権」を守ることにつなが

ることではないでしょうか。

人権週間にちなんで
～あらゆる人たちの「人権」に配慮を～

噛ご意見等をお寄せください

　同和対策課　緯（６３）２１２６

鹿島地区の蛍光管・乾電池・牛乳パックの

回収場所が変わりました

　鹿島地区の回収場所が福祉会館内１階から福祉会館

建物の外右側へ移動しましたので、ぜひご利用ください。

注意　①割れた蛍光管、腐食した乾電池は回収しません

　　　　※「もえないその他のごみ袋」に入れてごみス

　　　　　テーションに出してください

　　　②事業所からの持ち込みはできません

　　　③牛乳パック（５００悪以上のもの）は、きれいに　

　　　　洗って開いて乾燥させて出してください

番外編

「エコハウス（廃食油リサイクル、菜種・椿の搾油事業所）」は、大村方工場団地

（株）宮園電工の同一敷地内西側に改築移転されました

　同事業所は、「鹿島市地域新エネルギー導入プロジェクト」

の一環として、

　①廃食用油の有効利用プロジェクト

　　家庭・事業所から出る廃食用油を精製して植物性軽

　　油（ＢＤＦ）作製

　②菜の花エコプロジェクト

　　市民の皆さんからお持ちいただいた菜種・椿の実を

　　搾油して、「菜種油」「椿油」作製

に取り組まれています。

　廃食用油・椿の実・サザンカの実を回収されています

ので、市民の皆さんでご協力いただける人は、鹿島福祉

作業所（緯（６３）５２８３）へご連絡ください。

（資源物回収で区で廃食用油を回収されているところ

もあります。）

 　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６詳しくは

このごみどの袋、人権の輪
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　１２月１９日からインターネットを利

用した市税の電子申告システム

（ eLTAX ）がご利用いただけます。
エルタックス

　ご利用いただける手続きは下記の

とおりです。

　胸法人市民税の申告

　胸給与支払報告書などの提出

　胸固定資産税（償却資産）の申告

　胸申請・届け出（法人の設立・設置届、

　　異動届、特別徴収義務者の名称変更届）

　詳しくは、eLTAXホームページ

（http://www.eltax.jp/）か 市 ホ ー ム

ページをご覧ください。

 　税務課課税係

　　　　　緯（６３）２１１８

 

　七浦地区の観光拠点として、矢答

国有林の一部を借用して展望所を整

備しました。

　展望所には望遠鏡２台を設置して

おり、七浦地区やのりひび広がる有

明海はもとより、塩田町、白石町、

佐賀平野、天気の良い日には大牟田

市、三角港、雲仙市、普賢岳などの

眺望を楽しむことができます。

　ぜひご来場ください。

時　　間　９時～１７時

料　　金　無料（平日は入り口を施錠してま

　　　　　すが、ご自由にお入りください）

 　七浦公民館

　　　　　緯（６２）８３２５

おお知知ららせせ
市税の電子申告（eLTAX）
をご利用ください

詳しくは

矢答展望所を開設しました

詳しくは

 

　１２月１３日（火）から２２日（木）まで、冬

の交通安全県民運動が実施されます。

　１２月は忘年会などで飲酒の機会が

多くなる時期です。

　また、年末は交通量も増え慌ただ

しくなります。

　心にゆとりをもって、交通事故防

止に努めましょう。

「飲酒運転四（し）ない運動」

　胸運転するなら酒を飲まない

　胸酒を飲んだら運転しない

　胸運転する人に酒をすすめない

　胸酒を飲んだ人に運転をさせない

 　総務課消防交通係

　　　　　緯（６３）２１１３

冬の交通安全県民運動
～守ろう交通ルール　高めよう交通マナー～

詳しくは

 

　市の魅力をＰＲしようと、地区ご

との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。

１２月の放映予定…鍋島　 直彬 
なおよし

　２１日（水）８時～、１４時～、２２時～

　２５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。

 　商工観光課観光振興係

　　　　　緯（６３）３４１２

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

　平成２３年１０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
五ノ宮神社注連建神門祭３,０００円１０月１２日

祝　儀
五ノ宮神社獅子舞３,０００円１０月１３日
全国健康福祉祭（出場選手７人）２１,０００円１０月１１日餞　別
佐賀県観光説明会ＰＲ用（稲荷ようかん１００本・酒１２本）３８,１２０円１０月１２日

その他

九州大学訪問時土産（酒５本）５,２５０円１０月１２日
ＰＲ用　鹿島錦（名刺入れ）３個４１,０００円１０月１２日
囲碁サミット２０１１日向市へのお土産（稲荷ようかん２０本）４,２００円１０月２８日
囲碁サミットおよびＪＲ日向市駅視察のお礼（酒３本）３,６６０円１０月３１日
佐賀県建設技術協会鹿島土木事務所管内「技術研修会」へ差入れ（酒２本）３,７８０円１０月３１日

　１２３,０１０円合　計

平成２３年１０月　市長交際費支出状況

２日（金）　　　　　　　開会、会期の決定、議案の一括上程（市長提案理由説明）

３日（土）～７日（水）　　休会

８日（木）　　　　　　　委員長報告、議案審議、質疑、討論、採決

９日（金）　　　　　　　議案審議、質疑、討論、採決

１０日（土）～１２日（月）　　休会

１３日（火）　　　　　　　常任委員会

１４日（水）　　　　　　　休会

１５日（木）～１６日（金）　　一般質問

１７日（土）～１８日（日）　　休会

１９日（月）　　　　　　　一般質問

２０日（火）　　　　　　　調整日（一般質問）

２１日（水）　　　　　　　休会

２２日（木）　　　　　　　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１２月定例会会期日程（案）
～あなたも傍聴してみませんか～

※一般質問の数などにより議事日程
　を変更する場合があります。
※一般質問などの内容は鹿島市ＨＰ
　の『鹿島市議会』に掲載します。
※ケーブルテレビでは１１チャンネル
　で議会中継を放送します。

情報掲示板　愚　お知らせ
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恭お正月のしめ飾りはいかがですか。

　１本１,０００円から販売の予定です。

恭お正月前、各種作業の注文をお受

けします。

　気軽にご相談、ご注文ください。

恭畑や家庭菜園などにセンターが

作った有機チップの堆肥はいかがで

すか。

恭ストーブ用の「まき」もあります。

恭会員を募集しています。

　説明会　１２月１４日（水）９時３０分～

　ところ　シルバー人材センター

恭刃物研ぎいたします。

　と　き　１２月１５日（木）８時３０分～

 

　　鹿島市シルバー人材センター

　　緯（６３）０９７０

 

　人権週間を機に、互いが今一度、

人権について考え、人がお互いに人

を大切にする『思いやりある明るい

社会』を築きましょう。

　市では、次の６人の人権擁護委員

が相談を受け付けますので、人権全

般で困ったことがあったら同和対策

課までご連絡ください。

　　　杉谷保成さん（西牟田）

　　　正寶典子さん（筒　口）

　　　三原治子さん（久保山）

　　　福田節子さん（湯ノ峰）

　　　森田　寛さん（中　村）

　　　木原清喬さん（江　福）

 　同和対策課

　　　　　緯（６３）２１２６

シルバー人材センター
からのお知らせ

問合せ・ご注文

１２月４日～１０日は
『人権週間』です

詳しくは

 

 

　放送大学では、平成２４年度第１学期

（４月入学）の学生を募集しています。

　放送大学はテレビなどの放送を利

用して授業を行う通信制の大学です。

　働きながら学んで大学を卒業した

い、学びを楽しみたいなど、さまざ

まな目的で幅広い世代、職業の人が

学んでいます。心理学・福祉・経済・

歴史・文学・自然科学など、幅広い

分野を学べます。

　詳細はお問い合わせください。

出願期限　平成２４年２月２９日（水）

 　放送大学佐賀学習センター

　　　　　緯０９５２（２２）３３０８

　　　　　http://www.ouj.ac.jp/

 

　当校は、窯業界の後継者・技術者

の育成を目的に設立された県立の専

修学校です。高度な有田の伝統技術

や「企画力」「デザイン力」を身に付け

た人材の育成を目指し、平成２４年度

の学生を募集します。

恭専門課程（陶磁器科）４年制、２年制

　願書受付　１２月１２日（月）～

　　　　　　平成２４年１月１６日（月）

　試　験　日　平成２４年１月２８日（土）

恭一般課程（ろくろ科・絵付科）および

　短期研修（ろくろ成形・絵付技法）

　願書受付　平成２４年２月１日（水）～

　　　　　　平成２４年２月１７日（金）

　試　験　日　平成２４年２月２８日（火）

そ　の　他　試験は当校で行います。

 　佐賀県立有田窯業大学校

　　　　　緯０９５５（４２）３１４４

募募 集集
放送大学

４月生学生募集

詳しくは

佐賀県立有田窯業大学校
平成　２　４年度学生募集

詳しくは

 

　佐賀職業訓練支援センター（ポリ

テクセンター佐賀）では、平成２４年

１月期の受講生を募集します。詳細

はお問い合わせください。

申込方法　所定の入所願書をハローワー

　　　　　ク鹿島へ提出して申し込む

締　　切　１２月２日（金）

入　所　日　平成２４年１月６日（金）

時　　間　月～金曜日

　　　　　９時３０分～１５時４０分

訓練期間　６ヵ月

そ の 他　毎月、職業訓練説明会を

　　　　　実施しています。

 　同センター

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

 

 

　古枝地区振興会各部門から、盛り

だくさんの催しものがいっぱい！

　ぜひお越しください。

と　　き　１２月４日（日）

　　　　　８時１５分～１５時３０分

と　こ　ろ　古枝公民館、林業体育館、

　　　　　祐徳グラウンド

内　　容毅若草保育園和太鼓
　　　　毅古枝小全学年学習発表会
　　　　毅カラオケ大会
　　　　毅舞台発表（踊り、大正琴ほか）
　　　　毅グラウンド・ゴルフ大会
　　　　毅農産物展示販売
　　　　毅豚汁、おにぎり振る舞い
　　　　毅焼き芋販売　毅バザー
　　　　毅おたのしみ抽選会　など
 　古枝公民館

　　　　　緯（６２）２７４９

職業訓練
受講生募集

詳しくは

イイベベンントト

古枝ふれあいまつり

詳しくは

定員募集訓練科

１８テクニカルオペレーション科

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 Ｃ Ａ Ｄ 科

お届けします、サンタのしあわせ宅配便
　市連合青年団と田澤記念館では、

今年もサンタクロース（の格好を

したスタッフ）が、お預かりしたプ

レゼントをあなたの家にお届けす

る『サンタのしあわせ宅配便』を実

施します。

応募方法　１２月１０日（土）１９時～２１時

　　　　　田澤記念館２階で受け付け

配達要件　市内限定

定　　員　５０件（定員になり次第締切）

（※プレゼントのお預かりは後日行います）

費　　用　５００円／１件

配達時間　１２月２４日（土）１９時～

そ　の　他　サンタクロースになって

　　　　　プレゼントを配達するス

　　　　　タッフも募集しています

 　市連合青年団（田澤記念館内）

　　　　　緯（６３）１６２２

詳しくは

市税集合徴収分・介護保険料

第７期の口座振替日

　１　２　　月　２　６　日（月）です
（預金残高の確認をお願いします）

情報掲示板　愚　お知らせ・募集・イベント
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 　鹿島市保健センター

　　　　　緯（６３）３３７３

詳しくは

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

　インフルエンザは感染力が強いため、日ごろから一人ひとりが感染予

防に努めましょう。

　潤こまめな手洗いを心がけましょう。

　潤咳エチケットを実行しましょう。

　潤発熱・咳・くしゃみなどの症状がある場合はマスクを着用しましょう。

　潤十分な栄養と休養を心がけましょう。

　潤室内の換気をこまめにしましょう。

　潤流行時にはできるだけ人混みや外出は控えましょう。

高血圧予防のための講習会の参加者募集！高血圧予防のための講習会の参加者募集！！！

　鹿島市食生活改善推進協議会では、メタボ予防対策

として高血圧予防のための講習会を下記の日程で開催

します。皆さんのご参加をお待ちしています。

と　　き　平成２４年１月１３日（金）

と　こ　ろ　エイブル２階調理室

対　象　者　４０歳～７０歳代の男女（３０名程度）

参　加　費　２００円

申込期限　平成２４年１月６日（金）

内　　容　９時３０分～　 受付

　　　　　　　１０時～　高血圧とメタボリックシンド　

　　　　　　　　　　　ロームについての話、調理実習

　　　　　　　１２時～　会食、あと片付け、アンケート

　　　　　　　１４時～　閉講式

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾

 　鹿島市保健センター　緯（６３）３３７３申込・問合せ先

特定保健指導を受けましょ特定保健指導を受けましょうう

　鹿島市国保の特定健診を受診し、生活改善が必要と

判定された人（動機付け支援・積極的支援）はぜひ、特

定保健指導を受けてください。

　メタボリックシンドロームを放っておくと、動脈硬

化が進み、心筋梗塞や脳梗塞などの大きな病気を引き

起こす原因となります。

　保健指導を受けた人は「動脈硬化の有無や進行具合

がわかる検査」や「食後の血糖値の推移とインスリン

分泌量がわかる検査」を受けることができます。この

検査は通常１１,０００円ほどかかりますが、１,０００円で受け

ることができます。この機会に受けてみませんか。

　ご希望の人は保健センターまでご連絡ください。

 　鹿島市保健センター　緯（６３）３３７３申込・問合せ先

鹿島市国保の特定健診（追加健診）鹿島市国保の特定健診（追加健診）はは１２月２４１２月２４日までです！日までです！

　鹿島市国保の特定健診は４月１８日～８月３１日に実施

しましたが、この期間に受診できなかった人への追加

健診を行っています。

　期限は１２月２４日までです。

　４月にお配りした受診票などは使用できませんので、

ご希望の人へは新しい受診票などを送ります。受診を

希望する人は電話でお申し込みください。

　ご自身のため、ご家族のために、年に一回は健診を

受けましょう！

 　鹿島市保健センター　緯（６３）３３７３申込・問合せ先
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　県内のインフルエンザ予防接種実施医療機関で受けることができます。希望する人は、接種を希望する日の１週

間前までに直接医療機関へお申し込みください。

　なお、昨年まで実施していました市民税非課税世帯の人への予防接種助成制度は新型インフルエンザ終息に伴い

終了となりました。

対　象　者　６５歳以上で希望する人

期　　限　１２月３１日まで

　　　　　※医療機関によって異なる場合があります

接種回数　１回

自己負担金　１,３００円（医療機関の窓口でお支払ください）

　　　　　※生活保護世帯の人は無料

持　参　品　毅健康保険証（住所や生年月日の確認をします）

　　　　　毅健康手帳またはおくすりノート（済証を貼ります）

対　象　者　３０歳以上でこれまでに肝炎ウイルス検査を

　　　　　受けたことのない人

と　　き　１２月１８日（日）９時～１１時受付

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

料　　金　Ｂ型+Ｃ型　７００円

　　　　　Ｂ型のみ　　１００円

　　　　　Ｃ型のみ　　６００円

　　　　　※市民税非課税世帯・生活保護世帯の人、

　　　　　　後期高齢者医療制度被保険者は無料

　佐賀県は全国でも肝臓がんによる死亡が多く、その肝臓がんの原因の約９割がＢ型肝炎ウイルスやＣ型肝炎ウイ

ルスといわれています。市では、下記の日程で肝炎ウイルス検診を実施します。各種検診申込書により申し込まれ

た人には受診票を送ります。新たに希望する人は保健センターへお申し込みください。

肝炎ウイルス検診を受けましょ肝炎ウイルス検診を受けましょうう

６５歳以上の人のインフ６５歳以上の人のインフルルエンザ予防接種についてエンザ予防接種について

～Ｂ型、Ｃ型肝炎の人へ～Ｂ型、Ｃ型肝炎の人へ～～

治療費助成制度をご利用くださ治療費助成制度をご利用くださいい

　平成２０年度からはじまった制度を利用し、多くの人

が肝炎治療を開始されています。平成２２年度からは、

助成内容が拡充し、B型肝炎の核酸アナログ製剤治療

も対象となりました。

　平成２６年度で終了する期間限定の助成制度を利用し

て肝炎治療を始めてみませんか！

　申請の時期や治療内容などについては、主治医によ

くご相談の上、申請してください。

対　　象　医療保険に加入している県民の人で、Ｂ型、

　　　　　Ｃ型肝炎ウイルスの根治を目的としたイン

　　　　　ターフェロン治療、並びにＢ型肝炎で核酸

　　　　　アナログ製剤治療を希望し、認定協議会で

　　　　　認められた人

実施機関　県指定医療機関

　　　　　（佐賀県ホームページ、または、杵藤保健

　　　　　福祉事務所で確認できます）

助成期間　申請書類を提出した月の初日から１年間　

　　　　　（例外として、条件に該当する場合、延長や

　　　　　更新、２回目利用が可能な場合があります）

助成内容　１ヵ月の自己負担上限額は次のとおりです

※１月あたり８万円程度の高額な治療費が、１万円か２万円になります

申請方法　杵藤保健福祉事務所にご相談ください

申請書類　①肝炎治療受給者証交付申請書

　　　　　②診断書（指定医療機関で記入）

　　　　　③治療計画書

　　　　　④健康保険証の写し

　　　　　⑤住民票謄本（世帯全員分）

　　　　　⑥市町村民税課税証明書（世帯全員分）

 　

　　　　　〒８４３-００２３　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

問合せ・提出先

自己負担限度額（月額）
世帯全員の市町村民税（所得割）

課税年額の合計額

２０，０００円２３５，０００円以上

１０，０００円２３５，０００円未満
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怯予防接種

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せ先

保健センター予防係緯（６３）３３７３１２月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成２０年５月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票、尿
内　容　身体測定、育児相談、尿検査
　　　　　　　　小児科医の診察、　歯・目・耳の検査

８日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２２年５月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票
内　容　身体測定、育児相談、歯科診察、
　　　　　　　　小児科医の診察、　フッ化物塗布（希望者のみ）

２２日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２３年８月生まれ
持参品　母子健康手帳
内　容　身体測定、育児相談、
　　　　　　　　小児科医の診察 

２１日（水）

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。

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：中学１年生

　　　　　　　　（平成１０年４月２日～平成１１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５年４月２日～平成６年４月１日に生まれた人）

任意予防接種費用
助成のお知らせ

　下記のワクチン接種を希望する対象者への費用助成を

行っています。これらは法に基づかない任意予防接種の

ため、保護者の理解と同意が必要です。希望する場合は、

よく検討してから接種してください。

ワクチンの種類　2ヵ月～5歳未満

　　　　　　・ヒブワクチン

　　　　　　・小児用肺炎球菌ワクチン

　　　　　平成7年4月2日～平成１０年4月1日に生まれた女子

　　　　　　・子宮頸がん予防ワクチン

　　　　　　※鹿島市・嬉野市・太良町内の指定医療機関での個別接種です。

助成期間　平成２４年３月３１日まで

自己負担　なし

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

　平成１７～２１年度の間に接種機会を逃した人への

接種時期が緩和されました。

　下記の対象者で、接種勧奨の差し控えによって接種

ができていない人は、不足分の接種を受けることがで

きるようになりましたので、母子健康手帳をご確認く

ださい（接種回数：１期３回・２期１回）。

　接種を希望する人は医療機関で接種できます。ご不

明な場合は保健センターまでお問い合わせください。

特例対象者　平成７年６月１日～平成１９年４月１日生まれ

接種期間　２０歳未満まで（２０歳誕生日の前々日まで）

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

インフルエンザ予防接種費用

助成のお知らせ
　市では、下記対象者へ費用助成を行います。希望す

る場合は、直接医療機関にお申し込みください。

　インフルエンザが流行する前の１２月中旬までに接種

することが望ましいとされています。

対　象　者　中学生３年生までの子どもで希望する人

助成期間　１０月１日～１２月３１日

接種回数　１３歳未満：２回　１３歳以上：１回

助　成　額　１，０００円／回

自己負担金　接種費用から１，０００円引いた金額を医療機関

　　　　　窓口でお支払いください

接種場所　市内の実施医療機関および谷口医院（嬉野市）

持　参　品　母子健康手帳・健康保険証（住所確認用）

※慢性疾患やアレルギーなどの病気や障がいをお持ち

　の理由で、市外かかりつけ医で接種する場合は、事前

　に保健センターまでお問い合わせください。
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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

７７・・１１４４・・２２１１・２・２８８日（水日（水））

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

ところ子育てひろば名と　き

北鹿島農村婦人の家うさぎさん６日（火）

七浦漁村センターぞ　うさん１３日（火）

鹿島小わんぱくクラブひよこさん２０日（火）

古 枝 公 民 館きりんさん２７日（火）

対　象　就学前児と保護者　だだし、「ひよこ」

　　　　は１歳未満の赤ちゃんとその保護者

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

場所・問合せ先　エイブル１階　保健センター　緯（６３）３３７３
子育てメルマガ配信中！kosodate@city.saga-kashima.lg.jpへ空メール送信で登録

　夜間の小児救急医療が毎日行われています。対象年齢は１５歳以下となっています。

　建おくすりノートを持っていきましょう

　診療時間　１９時～２１時

　診療場所　（１）月・木・金・土・日および１月１日～１月３日

　　　　　　　　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　緯０９５４（２２）５５９９

　　　　　　（２）火曜日の小児救急在宅医（１２月）

　　　　　　　　※変更になる場合がありますので、受診の際は事前に杵藤地区消防本部救急医療情報案内または

　　　　　　　　　在宅医へ電話で確認してください。

　　　　　　　　　杵藤地区消防本部救急医療情報案内　緯０９５４（２２）４２０７

　　　　　　（３）水曜日　※１月１日～３日を除く

　　　　　　　　鹿島時間外こどもクリニック（高津原・鹿島市休日こどもクリニック内）　緯（６３）１８３８

電　話　番　号所　在　地在　宅　医日　付

（６６）３５６８嬉野市　塩田町谷口医院６日（火）

０９５４（４３）１６５２嬉野市　嬉野町樋口医院１３日（火）

０９５４（４３）０５５０嬉野市　嬉野町福田医院２０日（火）

０９５４（４２）１２１１嬉野市　嬉野町うれしのふくだクリニック２７日（火）

怯夜間の小児救急医療

　診療時間　９時～１７時

　診療場所　鹿島市休日こどもクリニック（高津原）　緯（６３）１８３８

怯休日昼間の小児救急医療（休日および１月１日～３日）

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

※来月は１月４日（水）です。

７７日（水日（水））

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

１１４４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

１１５５日（木日（木））

幼児食教幼児食教室室

受付　１０：００～１０：３０
内容　幼児食指導・試食等

対象　１歳半～２歳未満児と

　　　　　保護者

１１６６日（金日（金））

のびのび
サークル
１０時～１２時

１歳７ヵ月児～就学前児と保護者対象
７日（水）　エイブル（リース材料費２００円）
　　　　「手作りで待つクリスマス」
１６日（金）　エイブル和室（材料費１個１００円）
　　　　「ママカフェ♪クリスマス会」

マタニティスクマタニティスクーールル

受付　１３：１５～１３：３０
内容　赤ちゃんのお風呂他

対象　妊婦

１１日（木日（木））

よちよち
サークル
１０時～１２時

５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者対象
９日（金）　エイブル（リース材料費２００円）
　　　　「クリスマスはオリジナル」
２２日（木）　エイブル和室（材料費１個１００円）
　　　　「ママカフェ♪クリスマス会」

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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広報かしま原稿締切日

２４年２月号２４年１月号

１２月２８日１１月３０日

４日（日）　古枝ふれあいまつり・・・・・・・［２１ページ参照］

　　　　　　　　　　　古枝公民館ほか　８時１５分～

７（水）～８（木）　第４０回鹿島市特産品まつり・・・・・［１３ページ参照］

　　　　　　　　　　　　　　　　祐徳稲荷神社参集殿

８日（木）　お火たき　　　　祐徳稲荷神社　２０時頃点火

１１日（日）　第２０回鹿島市盛年の集い・・・・［広報かしま１０月号参照］

　　　　　　　　　　　エイブルホール　１３時３０分～

２２日（木）　市内小中学校第２学期終業式

２５日（日）　劇団ヤマトクリスマス公演

　　　　　　　　　　　エイブルホール　１３時３０分～

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館１階

　８日（木）　受付１３時～１４時　　　　　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始

　２２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

　６日（火）　１０時～１５時

愚成人健康相談　保健センター

　７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

　５・１２・１９・２６日（月）、２・９・１６日（金）

　　９時３０分～１２時、１３時～１６時３０分

愚こころの健康相談（臨床心理士　対応）

　１４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

愚発達障害児（者）専門相談　市役所５階第７会議室

　２７日（火）　　１０時～１６時　要予約

　ＮＰＯ法人　それいゆ　緯０９０（６２９６）７５５０

愚ことばの相談　福祉事務所相談室

　２２日（木）　　１３時３０分～１６時３０分

愚厚生年金・国民年金相談　市民会館１階サロン

　６・２０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

　７・２１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　社会福祉協議会緯（６２）２４４７

　月曜日～金曜日　９時～１７時

（１２月分）
３・１０・１７・２４日（土）、
４・１１・１８・２５日（日）、２３日（祝）
２９日（木）～１月３日（火）

市役所
保健センター

５・１２・１９・２６日（月）、
２８日（水）～１月４日（水）

市民図書館

５・１２・１９・２６日（月）、
２９日（木）～１月３日（火）

生涯学習センター
（エイブル）

６・１３・２０日（火）
２７日（火）～１月３日（火）

陸上競技場

６・１３・２０・２７日（火）
２８日（水）～１月３日（火）

体育館

※市民球場は、芝の養生のため１２/１～２/２９まで休場。
※蟻尾山グラウンド・ゴルフ場は、年末年始および芝の養
　生のため１２/２８～２/２９まで休場。

中尾建設　　　　　　緯（６２）９２５７
家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
荒木建設　　　　　　緯（６５）２１２６
山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
大隈設備　　　　　　緯（６２）１３０２
松本設備　　　　　　緯（６３）１８４１
鹿島設備　　　　　　緯（６３）３２２８
吉牟田水道工事店　　緯（６３）４４９７
池田設備左官工務店　緯（６２）１７３２
中村設備　　　　　　緯（６３）４８４６
峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８
鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
中尾建設　　　　　　緯（６２）９２５７

　３日（土）
　４日（日）
１０日（土）
１１日（日）
１７日（土）
１８日（日）
２３日（祝）
２４日（土）
２５日（日）
２９日（木）
３０日（金）
３１日（土）
　１日（祝）
　２日（振休）
　３日（火）

在宅当番医・当番薬局
建おくすりノートを持っていきましょう

夜　　間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内
　　　　　緯０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は２５ページをご覧ください。

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）４０９０４日（日）

アルナ鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７１１日（日）

ミズ北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６１８日（日）

アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８２３日（祝）

祐信堂薬局田中医院　緯（６３）４０８０２５日（日）

祐信堂薬局中村医院　緯（６３）９２３４１日（祝）

ミズスカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５２日（振休）

オダ薬局ピオ店吉田病院　緯（６２）３２０３３日（火）


