
　新年明けましておめでとうございます。

　昨年は、皆さんにとってどのような年でしたか。

　平成２４年が皆さんにとって豊かで穏やかな年であり

ますように・・・

有明海の日の出

平成２３年１１月３０日現在

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

世帯９－人２２－世帯１０,６１７人３１,４７４

世帯２－人１３＋世帯　５,２３１人１４,３３９鹿　　島

世帯１－人６－世帯　１,１６４人  ３,８３８能　古　見

世帯５－人１３－世帯　　　９８０人  ３,１９７古　　枝

世帯１－人８－世帯　１,０５１人  ３,１９９浜

世帯１－人５－世帯　１,２１３人  ３,７００北　鹿　島

世帯１＋人３－世帯　　　９７８人  ３,２０１七　　浦

人１９－人１４,７５７男

人　３－人１６,７１７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。
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鹿　島　市　民　憲　章
（昭和５４年４月１日制定）



2 Ｈ２４(２０１２).１.１　広報かしま

新年のごあいさ新年のごあいさつつ
　

市民総力戦でのまちづくり

　多良岳の山並みと有明海の水面に凛とした空気が張り詰めるこの年明けに、市民の皆さま

におかれましては、希望に輝く新年をお迎えのことと、心からお慶び申し上げます。

　私が鹿島市長に就任してから２度目の新年を迎えるにあたり、謹んで新年のごあいさつを

申し上げます。

　昨年を振り返りますと、３月に発生した「東日本大震災」と野田首相が協議参加方針を示

した「ＴＰＰ（環太平洋経済連携協定）」が思い起こされます。

　まだ、いずれも先行きが不透明ではございますが、私達はさまざまな角度から情報を整理

し、進むべき方向を見極め、対応に遅れを取らないよう準備をしていかなくてはならないと

考えているところでございます。

　そのような中にあって、昨年鹿島市では嬉しいニュースがありました。

　世界最大級のワイン品評会「インターナショナル・ワイン・チャレンジ２０１１」の日本酒部

門で最高賞の「チャンピオン・サケ」に選出されました富久千代酒造様の「鍋島大吟醸」を

はじめ、柑橘類の生産において無農薬・無化学肥料栽培に積極的に取り組み、「第１６回環境保

全型農業推進コンクール」で農林水産大臣賞を受賞された「佐藤農場株式会社様」、そして

重要文化財の復元工事においてその技術と伝統工法の継承に寄与されたことが評価され、｢

現代の名工」に選出された「中島長次様」など、鹿島市のものづくりが全国そして世界から

評価された年でございました。

　その中でも、富久千代酒造様の受賞をきっかけとして、市内にある６つの蔵元を中核とし

て、｢鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会」が発足し、観光客の呼び込みを図るため、酒蔵めぐり

をはじめ、鹿島の地でしか味わえない仕掛けづくりなど地域資源を活かした取り組みが始ま

ろうとしております。

　鹿島市では、地域の歴史や伝統文化を守りながら、今あるものを掘り起こし、見つめ直し

ていくことを施策の柱の一つとしております。

　このような取り組みが市民の皆さまに浸透し、広がっていくことを期待するところでござ

います。

　さて、私が尊敬する鹿島市出身の偉人田澤 義鋪 先生の言葉に「国家の繁栄は地域の力にあ
よしはる

り」という言葉がございます。

　今後日本は、復興という難しい課題を抱えながら、ＴＰＰへの協議参加という大きな変革

の時代に入ろうとしております。

　そのような時期だからこそ、私達が元気を出し、市民総力戦で活気ある鹿島市を目指して

いかなければならないものと考えております。

　昨年から、市民政策提案制度やまちづくり懇話会など市民の皆さまが市政へ参画する制度

がすでに動き出しております。どうか積極的に市政へのご意見・ご提言などをお寄せいただ

きますようお願い申し上げますとともに、新しい年が市民の皆さま、そして鹿島市にとりま

して大きく飛躍する年になることを心から願い、新年のごあいさつとさせていただきます。

鹿島市長　樋口　久俊
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市民の皆さまとともに歩む「議会・オープン」をめざして

　「見よ 而 して見よ」
しこう

　新年明けましておめでとうございます。

　平成２４年の実りある新春を迎える時、鹿島市議会を代表して市民の皆さまに心からお慶び

を申し上げます。

　昨年４月には新しい議員の誕生もあり、また第１９代の議長就任を受け、公平・公正・公開

の原則で議会運営を図り、市政の発展のために改めてその責任を感じています。その重責を

担う喜びも感じています。

　今、「地方」新時代を迎えて「地方」は大きく「変革」しようとしています。地方の課題

は何かを見つけ、その解決には「自己決定・自己責任・自己負担」が問われます。議会は真

に地方における地方自治の二元性の一翼を担う重要な役割を果たすことになります。

　議会は平成２２年に「鹿島市議会基本条例」を制定し、市民と議会、行政と議会のあり方を

決め、市民に開かれた議会運営を図り、もって市民の負託に応える事になっています。昨年

１１月１１日には通算２回目となる「議会報告会」を開催し、諫早市、神埼市、太良町議会等市

内外から多数参集いただき、盛会の中その余韻はまだ続いています。

　議長就任後、「鹿島市議会運営等改革検討会」を設置し、三つのプロジェクト（議会報告

会・議場開放チーム、政務調査費チーム、議会だより・ＩＣＴチーム）に議員が所属し、検

討後報告提案することになっています。

　また、議員の資質向上を図るため、新たな「議員研修」を行い「陳情型議員」から「政策

立案型議員」への脱皮を目指しています。

　さらに、インターネットの動画共有サービス「ユーストリーム」による本会議のライブ配

信および録画配信を行い、だれでも、どこでも、いつでも、情報を共有することができます。

　昨年は、議会では初めて神奈川県綾瀬市、京都府宇治市、長崎県長与町議会等から「議会

視察」に来鹿いただき、改革の評価をいただいたものと思っています。

　今後は、「議会評価」のシステム構築まで気を緩めず取り組み、市民の皆さまの負託に応

えたいと思います。

　本年も良き年とならんことを願い、市民の皆さまの活躍をお祈り致します。

鹿島市議会議長　中西　裕司
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恭募集期間　１月４日（水）～１月３１日（火）　（土・日曜日および祝祭日を除く）・・・募集区分①～②

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

問合先
応　募
資　格

勤務時間・形態勤務内容雇用期間
募　集
人　員

募集区分

総務課職員係
緯（６３）２１１３

８時３０分～１７時１５分
（休憩あり）

月～金曜日（祝日を除く）

パソコン等を使った
一般事務平成２４年４月１日～

平成２４年９月３０日

※勤務成績良好と認

められる場合は、平

成２５年３月３１日まで

更新します。

若干名

①
鹿島市役所
臨時的任用職員
［一般事務］

調理師の

資格を有

する人　

８時３０分～１７時１５分
（休憩あり）

月～土曜日（祝日を除く）

※４週８休あり

市立保育所での調理
業務

１人

②
鹿島市役所
臨時的任用職員
［調理業務］

恭募集期間　１月４日（水）～１月３１日（火）　（土・日曜日および祝祭日を除く）・・・募集区分③

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

市教育委員会

教育総務課管理係

緯（６３）２１０３

Ｐ５
参照

１日７時間程度
（週３５時間程度）

市内小中学校で、軽

度発達障害等の児童

生徒の学校生活や学

習活動の支援を行う

業務など

平成２４年４月１日～

平成２５年３月３１日の

１年間（春・夏・冬

休みについては勤務

がありません。）

若干名

③
市教育委員会
特別支援教育支
援員

市役所や学校などで働いてみませんか市役所や学校などで働いてみませんか？？
平成　２　４　年度市嘱託職員等を募集します

市役所や学校などで働いてみませんか市役所や学校などで働いてみませんか？？

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

　　　　　を記入して、提出してください。

　　　　　（郵送可※１月３１日（火）消印有効、ただし、⑦～⑧は１月２０日（金）消印有効となります）

　　　　　郵送先　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３－１　鹿島市役所○○課○○係　宛

そ　の　他　詳しくは採用試験実施要領または募集要領をご覧ください。（市のホームページにも掲載します。）

恭募集期間　１月４日（水）～１月３１日（火）　（土・日曜日および祝祭日を除く）・・・募集区分④～⑥

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

福祉事務所

社会福祉係

緯（６３）２１１９

月～金曜日の放課後

（１４時～１８時）、

長期休業中の７時間程度、

土曜日（月１回程度）

市内全校区の小学校
各クラブにおける学
童保育

平成２４年４月１日～

平成２５年３月３１日の

１年間

２０　人
程　度④放課後児童

　クラブ指導員

土曜日の７時間程度若干名

Ｐ５
参照

月９回程度の日勤
９時～１７時

子育て支援センタ－
での育児サークル等
のサポート

若干名
⑤子育て支援
　　　センター
　補助指導員

保育士
免許を
持つ人

週３日程度の日勤
９時～１６時

すこやか教室（福祉
会館２階）での療育
訓練や保育等

若干名
⑥すこやか教室
　指導員

※子育て支援センタ－はエイブル１階にあります。
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応募資格

毅自動車の普通免許所有者

毅その他採用試験実施要領または募集

　要領に定める要件を満たしている者

【特記事項】

・①②⑦⑧の採用方法は筆記および面接試験を行い、決定します。

・上記以外は面接による選考を行います。

恭募集期間　１月４日（水）～１月２０日（金）　（土・日曜日および祝祭日を除く）・・・募集区分⑦～⑧

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

問合先
応　募
資　格

勤務時間・形態勤務内容雇用期間
募　集
人　員

募集区分

市教育委員会

教育総務課管理係

緯（６３）２１０３

下記
参照

１日６時間程度
（週３０時間程度）

学校図書館事務など
平成２４年４月１日～
平成２５年３月３１日の
１年間（次年度以降、
継続して雇用する場
合があります。）

３人
程度

⑦
市教育委員会
嘱託職員
［学校図書館
　　　事務補助］

学校用務員業務など
１人
程度

⑧
市教育委員会
嘱託職員
［学校用務員］

杵藤地区広域市町村圏組合　介護保険事務所　嘱託職員募集

　不明な点はお尋ねください。　　　　　　　　　　　　　 　介護保険事務所認定係　緯（６９）８２２７詳しくは

　介護認定調査員　１人募集人員

　介護保険認定事務及び認定調査などに従事職務内容

保健師、看護師、介護支援専門員のいずれかの資格を有し、資格取得後３年以上の実務経験がある人

応募資格 胸杵藤地区広域圏構成市町に居住している人　　胸パソコンが実務レベルでできる人

胸普通自動車運転免許を有する人

平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日（勤務状況により５年を限度として更新あり）採用期間

８時３０分～１７時１５分勤務時間

介護保険事務所（鹿島市大字中村９１７番地２）勤　務　地

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

１月１６日（月）～２月１０日（金）（当日消印有効）募集期間

面接による。面接日程は、募集締切り後に通知します。選考方法

〒８４３‐００２３　武雄市武雄町大字昭和１番地２

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

応　募　先

（郵　送　先）

かしま市民立楽修大学の職員を募集します

　詳細はエイブルホームページにも掲載しています。

　楽修大学事務局パート職員　１人　市民図書館　准職員　１人　市民図書館　正職員　１人募集人員

楽修大学に関する業務全般など窓口業務を主とした市民図書館に関する業務など市民図書館に関する業務全般など職務内容

胸市内在住者、または、採用後市内に居住出来る人

胸業務に興味があり、楽修大学への寄与に意欲があり、接客業務が好きな人

胸パソコンが実務レベルで使用できる人　　胸普通自動車免許を所有している人

応募資格

平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日（毎年、人事評価による更新あり）採用期間

火～金曜日１８時～２２時（土日祝の勤務あり）基本：８時３０分～１７時３０分　遅出：１０時３０分～１９時３０分（土日祝の勤務あり）勤務時間

かしま市民立楽修大学（エイブル２階）鹿島市民図書館（エイブル１階）勤務場所

専用の履歴書（楽修大学備え付けまたはホームページからダウンロード）に必要事項を記入の上、郵送または持参（持参の場合は１８日（水）１７時までに提出）応募方法

１月５日（木）～１月１８日（水）必着（火～金曜日９時～２２時　土・日・祝９時～１７時　１０日・１６日は休館）募集期間

一次試験（作文）１月２２日（日）　　二次試験（面接）１月２９日（日）（事務局パート職員は面接のみ）選考方法

〒８４９‐１３１２　鹿島市大字納富分２７００‐１　かしま市民立楽修大学（鹿島市生涯学習センター・エイブル２階）応　募　先

かしま市民立楽修大学　緯（６３）２１３８　　ホームページ　http://www.kashima-gakushu.com/問合せ先
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１．職員の任免および職員数に関する状況

（５）　特別休暇等の状況

有給・無給の別付与日数・期間等休暇の種類

有給必要と認める期間①公民権行使のための休暇

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

有給必要と認める期間③骨髄提供のための休暇

有給７日④結婚休暇

有給７日の範囲内で必要と認める期間⑤妊産婦のつわり休暇

有給必要と認める期間⑥妊産婦の健康診査等のための休暇

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

⑦出産休暇

有給３日の範囲内で必要と認める期間⑧妻の出産に伴う休暇

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

有給１年に５日の範囲内で必要と認める期間⑩子の看護のための休暇

有給２日の範囲内で必要とする期間⑪生理休暇

有給死亡者の区分に応じ１日から１０日の範囲内⑫忌引

有給３日の範囲内の期間⑬夏季休暇

有給必要と認める期間⑭災害又は交通機関の事故等による休暇

有給１年に５日の範囲内で必要と認める期間⑮ボランティア休暇

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

⑯介護休暇

（３）　時間外勤務および休日勤務等の状況

職員１人当たりの時間外・
休日勤務月平均時間数

時間外・休日勤務総時間数

１１.３時間３０,９８４時間

※総時間数には振替時間含む

（２）　年次有給休暇の取得状況（平成２２年１月１日～平成２２年１２月３１日）

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

２７.２％１０.４日２５３人２,６３９日９,７０３日

２．職員の勤務時間その他の

　　勤務条件の状況

（１）　勤務時間（標準的なもの）

休憩時間終了時刻開始時刻１日の正規の労働時間１週間の正規の労働時間

１２時～１３時１７時１５分８時３０分７時間４５分３８時間４５分

最終合格者数受験者数申込者数区分

　３人４６人　４８人一般事務Ａ

　１人　１人　　２人土　木　Ｂ

　４人４７人　５０人合　　計

（１）　職員の競争試験の状況

（４）　育児休業の状況

女性職員男性職員区　分

６０育児休業の承認件数

２０育児休業期間延長の承認件数

選考試験競争試験
区分

計女性男性計女性男性

０００３人２人１人一般事務
職種

０００１人０１人土　　木

０００４人２人２人合　　計

（２）　職員の採用の状況

 　総務課職員係　緯（６３）２１１３詳しくは

平成２２年度　市の人事行政の運営等を公表します

計女性男性区分

　６人　１人　５人定年退職

　２人　１人　１人勧奨退職

　１人　０人　１人そ　の　他

　９人　２人　７人合　　計

（３）　職員の退職の状況
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４．職員の服務の状況

５．職員の研修及び勤務成績の評定の状況

受講者数研修内容区分

６２６人接遇研修、パソコン研修、ＡＥＤ講習会、メンタルヘルス研修など市独自研修

　　７人市町村職員中央研修所及び国際文化研修所研修
派遣研修

　９３人県市長会等主催研修

　１０人実務研修（民間等主催研修会参加など）自主研修

７３６人合計

全職員評定対象職員

課長、部長、副市長評定者

勤務概評の総合評定をＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの５段階評価評定方法

普通昇給、昇任者の決定、新規採用職員の正式採用勤務評定の活用方法

６．職員の福祉及び利益の保護の状況

受診者数健康診断の種類

１２７人基本検診

定期健康診断
１３１人胸部Ｘ線

　５１人胃検診

　　７人肝炎ウィルス検診

１２１人　人間ドック

　１１人　特殊業務従事職員検診

　　６人　婦人（子宮がん）検診

　　４人　婦人（乳がん）検診

　７５人　ＶＤＴ健診

公費負担額決算額実施主体事業名称

２,１６０千円１３,０００千円鹿島市職員互助会職員互助会福利厚生事業

（３）　福利厚生事業

（５）　不利益処分に関する不服申し立ての状況

（４）　勤務条件に関する措置の要求の状況

該当なし

（２）　公務員災害補償

（１）　健康診断の実績

合
計

降
給

休
職

免
職

降
任

処分の種類
処分事由

０００勤務実績がよくない場合

１人１人００心身の故障の場合

０００職に必要な適格性を欠く場合

０００
職制、定数の改廃、予算の減少に
より廃職、過員を生じた場合

００刑事事件に関し起訴された場合

０００条例で定める事由による場合

１人０１人００合計

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

該当なし

（２）　営利企業等の従事許可の状況（１）　公益法人等への一般職の地方公務員の
　　　派遣等に関する法律に基づく派遣の状況

該当なし

（１）　研修の状況

（２）　勤務成績の評定の状況

許可件数営利企業等の従事内容

０営利を目的とする会社の役員等に就任する場合

０自ら営利を目的とする私企業を営む場合

４報酬を得て事業または事務に従事する場合

該当なし

該当なし
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　一般職員の給与などは、地方公務員法に基づき決定されます。具体的には、人事院勧告を基本に、国や他の地方公

共団体、民間企業との均衡を図りながら、市議会の議決を経て定められます。

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

に、市議会の議決を経て定められます。

７．市の給与・定員管理等について

（１）総括

①　人件費の状況（一般会計決算）

（参考）平成２１年度
の人件費率

人件費率
Ｂ／Ａ

人件費
Ｂ

実質収支
歳出額
Ａ

住民基本台帳人口
（平成２３年３月３１日現在）

区分

１６.２％１６.９％２,１７０,９８７千円３３４,３９１千円１２,８５１,５２２千円３１,５４１人平成２２年度

（注）１.職員手当に、退職手当は含みません。
　　　２.職員数は、平成２２年４月１日現在の人数です。

１人当たり給与費　Ｂ／Ａ給与費計　Ｂ給与費区分職員数　Ａ区分

５,９９０千円１,２７５,８７３千円
　８４９,５４０千円
　１２１,５３５千円
　３０４,７９８千円

給料
職員手当
期末・勤勉手当

２１３人平成２２年度

②　職員給与費の状況（一般会計決算）

国鹿島市
区分

平均給与月額平均給料月額平均年齢平均給与月額平均給料月額平均年齢

３９７,７２３円３２７,２０５円４２.３歳
３７７,８７６円

３２９,７３５円４２.１歳一般行政職
３５０,９１１円

（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況

①　職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成２３年４月１日現在）

（注）１.『平均給料月額』とは、職員の基本給を平均したものです。

　　　２.『平均給与月額』とは、給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです。このうち、上段はす

　　　　　べての諸手当込みのものであり、下段は国家公務員の平均給与月額と比較するために手当の種類を限定

　　　　　して算出したものです。

国鹿島市区分

１７２,２００円
１４０,１００円

１７２,２００円
１４０,１００円

大学卒
高校卒

一般行政職

②　職員の初任給の状況（平成２３年４月１日現在）

２０年１５年１０年区分

３５９,６００円
３１９,１２０円

２９６,９６７円
２６１,０００円

２５５,０８０円
２１３,６５０円

大学卒
高校卒

一般行政職

③　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２３年４月１日現在）

７級６級５級４級３級２級１級区分

部長課長・参事課長補佐
係長・主査・

主任
主任

高度の知識ま

たは経験を必

要とする職員

の職務

定型的な

職務等

標準的な

職務内容

　５人
　２．８％

１８人
１０．１％

２４人
１３．５％

５７人
３２．０％

５８人
３２．６％

８人
４．５％

　８人
　　４．５％

職員数

構成比

（３）一般行政職の級別職員数の状況　（平成２３年４月１日現在）
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支給職員１人当たり
平均支給年額

支給実績区分

３０２千円６４,３５６千円２１年度

３１５千円６５,５５８千円２２年度

給料月額等区分

市　長　７７８,０００円
副市長　６３１,０００円

給　　料

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

報　　酬

市長・副市長・議長・副議長・議員
平成２２年度支給割合　２.９５月分
加算措置の状況　役職加算１５％

期末手当

市長・副市長とも一般職と同じ通勤手当

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

退職手当

対前年
増減数

職員数（人）
部門

平成２３年平成２２年

　　０
　△１
　△２
　　０
　　０
　　０
　　１
　△１
　　０

　　　４
　　５４
　　１６
　　　２
　　２３
　　　６
　　２２
　　３７
　　１７

　　　４
　　５５
　　１８
　　　２
　　２３
　　　６
　　２１
　　３８
　　１７

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

一
般
行
政

　△３　１８１　１８４小　計

　△１　　３１　　３２教　　育特
別

行
政 　△１　　３１　　３２小　計

　　０
　　０
　　０

　　１０
　　１１
　　１７

　　１０
　　１１
　　１７

水　　道
下　水　道
そ　の　他

 公
営
企
業

等
会
計 　　０　　３８　　３８小　計

　△４
　２５０
[３１２]

　２５４
[３１２]

合　　計

（注）１職員数は一般職（教育長を除く）に属する職員

　　数です。

　　２[　]内は、条例定数の合計です。

（６）職員数の状況

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

（５）特別職の報酬等の状況

（平成２３年４月１日現在）

支給職員１人
あたりの

平均支給年額
（平成２２年度）

支給実績
（平成２２年度）

国の制度
との比較
（相違点）

手当名

２４８千円２９,２６５千円同じ扶養手当

２６１千円８,８５９千円同じ住居手当

６１千円７,９８８千円
（交通用具利用者
の通勤距離区分）

通勤手当

５５８千円１２,８４２千円（役職区分）管理職手当

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

⑤その他の手当（平成２３年４月１日現在）

７５千円支 給 実 績

９千円支給職員１人当たりの平均支給年額

３.３％職員全体に占める手当支給職員の割合

３種類手 当 の 種 類 （ 数 ）

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

③特殊勤務手当（平成２２年度）

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

④時間外勤務手当

（４）職員の手当の状況

国鹿島市

－

－

１人当たり平均支給額

期末手当　　９２５千円

勤勉手当　　４７０千円

（支給割合）

同左

（支給割合）

期末手当　２.６月分

勤勉手当　１.３５月分

（加算措置の状況）

噛役職加算　５～２０％

噛管理職加算　１０～２５％

（加算措置の状況）

噛役職加算　５～１５％

国鹿島市区分

勧奨・定年自己都合支給率

同左

３０.５５月分
４１.３４月分
５９.２８月分
５９.２８月分

２３.５０月分
３３.５０月分
４７.５０月分
５９.２８月分

勤続２０年
勤続２５年
勤続３５年
最高限度額

同左
定年前早期退職特例措置
噛２～２０％加算

その他の
加算措置

－２６,５５６千円
１人当たり
平均支給額

※１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種

に係る平均支給額です。

②退職手当（平成２３年４月１日現在）①期末手当・勤勉手当（平成２２年度）

※１人当たり平均支給額は、公営企業職員を除いた全

職種に係る平均支給額です。
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　１月下旬から、担当調査員が各事業所・企業へ調査に伺いますので、
みなさまのご協力をお願いします。 

潤経済センサスとは？ 

　経済センサスとは「経済に関する国勢調査」です。会社やお店など、

全国すべての事業所を対象とした調査で、平成２４年２月１日に行わ

れます。

潤「経済センサス－基礎調査」との違いは？

　平成２１年にも経済センサスの調査がありましたが、それは「基礎

調査」であり、今回は「活動調査」です。基礎調査では会社・お店

の名称や所在地などの基礎情報を集めました。活動調査では会社・

お店の売上高などの経済活動も調査します。

潤調査の方法は？ 

　「調査員による調査」と「国、県および市による調査」の二つの方

法で行います。

　①調査員による調査

　　支社・支店などのない事業所や新設された事業所には、平成２４

　年１月末までに「調査員証」を携帯した調査員が「調査票」を配

　付し、平成２４年２月１日以降に調査員が直接回収に伺います。

　②国、県および市による調査

　　支社がある会社には、平成２４年１月末までに郵送で調査票をお届けし、平成２４年２月１日以降に、郵送またはイ

　ンターネットで回答していただきます。

潤回答義務はありますか？ 

　重要な施策を決定したり、経済情勢に関して正しい判断をするためには、正しい統計を得る必要があります。これ

には、皆さんの正確な回答が不可欠になります。

　そこで、統計法では、経済センサスのような国の重要な統計調査である基幹統計調査について、調査の対象となる

個人、または法人その他の団体に対して報告義務が、また、調査を行う国・地方公共団体・調査員などには守秘義務

が規定されています。さらに、これらに反したときの罰則も規定されています。

潤調査結果はどう役立つのですか？ 

　地域の産業振興や商店街活性化のための施策、あるいは企業誘致施策など、さまざま

な施策の基礎資料として利用されます。また、国内総生産（ＧＤＰ）、県民所得などの推

計や、地方消費税を県や市に交付する際にも利用されます。 

 　企画課情報統計係　緯（６３）２１０１詳しくは

経済センサスが実施されます

平成２４年２月１日現在で

kouhoukashima
長方形
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お
知
ら
せ

「グリーンフェスタ in鹿島」～有明海を豊かにする海の森づくり～
植樹活動への一般参加者を募集します

お
知
ら
せ

　佐賀県では、毎年植樹活動と緑化イベントを行っているグリーン

フェスタを、また、市では平成７年度から毎年３月に海の森植樹祭

を開催しています。

　今回は、グリーンフェスタと海の森植樹祭を同時に開催しますの

で、その植樹活動への一般参加者を募集します。

　また、例年「海の森植樹祭」に参加いただいている団体には、別

途市役所よりご案内します。

と　　き　３月２４日（土）　１０時～開会

と　こ　ろ　中木庭ダム湖畔公園内　やまびこ広場

募集人数　２５０人

募集期間　１月１６日～２月１５日（先着順で定員になり次第締め切り）

申　込　先　佐賀県立２１世紀県民の森　森林学習展示館

　　　　　緯・姉０９５２（５７）２２３７

 　上記申込先または市農林水産課林務水産係　緯（６３）３４１３詳しくは

～緊急時　安心つなぐ　１１０番～

　すばやい通報が犯人検挙につながります。

～悩むより　まずは相談　＃９１１０～

　緊急以外の警察に関する各種相談や要望・問い合わ

せ・ご意見などは警察本部警察相談室（＃９１１０か

緯０９５２（２６）９１１０）または最寄りの警察署へ

お願いします。

 　鹿島警察署　緯（６３）１１１１詳しくは

１月１０日は『１１０番の日』です

　２月１３日（月）から３月１５日（木）まで、平成２３年分所得税の確定申告および平成２４年度市県民税申告の受付を行い

ます。日程や会場などの詳細は、広報かしま２月号でお知らせします。

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

管しておいてください。

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

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

　※スムーズな申告、確実な申告をするため“ご自身での準備”をお願いします。

 　税務課課税係　緯（６３）２１１８詳しくは

２月から確定申告・市県民税申告が始まります
お
知
ら
せ

申告に必要な証明書を送付します

　平成２３年分の所得税と平成２４年度の市県民税の申告

に必要な書類（社会保険料控除用）として、対象者（世

帯）に次の証明書を１月下旬に配布します。

　申告を行うまでは大切に保管してください。

潤国民健康保険税納税証明書

　 　税務課課税係　　　緯（６３）２１１８

潤後期高齢者医療保険料納付証明書

　 　保険健康課国保係　緯（６３）２１２０

詳しくは

詳しくは

　国民年金保険料控除証明書は、１１月上旬に郵送されています。平成２３年１０月以降に今年はじめて納付された人

には、２月上旬に郵送されます。

　 　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２３詳しくは

１１０番通報　どんなことを言えばいいの？

　胸なにがあったの？　胸いつ？　胸どこで？

　胸けがは？　胸犯人はどんな人？
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　国民年金などの公的年金は、やがて必ず訪れる長い

老後の収入を国が約束してくれる年金制度です。

　日本国内に住所を有する２０歳から６０歳までの人は、

国民年金に加入して保険料を納付する義務があり、老

後等に年金を受取る権利があります。

被保険者区分

潤第１号被保険者岳自営業者、学生など

潤第２号被保険者岳サラリーマン、公務員

潤第３号被保険者岳第２号被保険者に扶養されている

　　　　　　　　　配偶者

『万一』もサポート

　国民年金は、老後の所得保障だけではなく、病気や

けがで重い障害が残ったり、１８歳未満の子を残して、

父親が亡くなったときにも年金を支給し、思いがけな

い人生の『万一』もサポートします。

加入手続

潤第１号被保険者岳市区町村役場

潤第２号被保険者岳厚生年金保険などの加入手続きに

　　　　　　　　　合わせて行いますので、個別の手

　　　　　　　　　続きは必要ありません。

潤第３号被保険者岳配偶者の勤め先などを経由して行

　　　　　　　　　います。

保険料の猶予・免除

　学生である場合など、収入が少ないために国民年金

保険料の納付ができない場合は、申請により保険料の

納付が猶予・免除となる『学生納付特例制度』『若年者

納付猶予制度』『保険料免除・一部納付（免除）制度』

があります。この申請を行わないまま保険料が未納と

なっていると、年金が受取れない場合がありますので、

ご注意ください。詳しくはお問い合わせください。

 　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２３詳しくは

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

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

「鹿島酒蔵ツーリズムリーフレット」を
作成しました

お
知
ら
せ

　市内で製造される酒類と地域がもつ文化や歴史を国

内外へと情報発信するとともに、鹿島へ来ていただく

あらゆる取り組みを行い、蔵元だけでなく鹿島市全体

への活性化に寄与することを目的に全国に先駆けて

「鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会」を設立しました。

　最初の取り組みとして、鹿島に来られたお客様に

ゆっくりと酒蔵を巡っていただけるようにリーフレッ

トを作成しました。

　リーフレットには、市内で酒を造られている酒蔵を

中心に紹介、蔵元さんがお薦めする鹿島の酒の 肴 やイ
さかな

ベント情報など魅力満載です。

　紹介している酒蔵や観光協会、肥

前鹿島駅、道の駅鹿島、市商工観光

課などに設置していますので、皆さ

んご活用ください。

 　

　　鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会事務局

　　（市商工観光課）　緯（６３）３４１２

詳しくは

市内循環バスと高津原のりあいタクシーの
お得な回数券を販売中！

お
知
ら
せ

　市内循環バスと高津原のりあいタクシーの回数券を販売しています。（相互利用はできません）

　大変お得になっていますので、普段のご利用やプレゼント用にぜひお買い求めください。

　また、購入が不便な人は、電話一本でご自宅までお届けします。

販売金額　１,０００円（１００円券１２枚綴り）　２００円お得　　　３,０００円（１００円券４０枚綴り）　１,０００円お得

 　市企画課企画係　緯（６３）２１０１詳しくは

市内循環バス回数券

　　祐徳バス中川営業所

　　※循環バスの車内でも販売しています。

　　鹿島市役所３階企画課

　　　　　高津原のりあいタクシー回数券

　　　　　　　再耕庵タクシー本社

　　　　　　　高津原公民館（かんらん）

　　　　　　　鹿島市役所３階企画課

回数券販売場所
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恭クロカンフェスタinかしま

　愛好会や職場の仲間を誘ってみんなで参加しません

か！

と　　き　１月２８日（土）：小学生駅伝

　　　　　１月２９日（日）：中学生・一般駅伝

と　こ　ろ　蟻尾山公園（陸上競技場、クロカンコース）

締　　切　１月１５日（日）必着

恭公認鹿島祐徳ロードレース

　今年も箱根駅伝で有名な

関東学連の大学から選手が

参加予定です。

　気軽に参加で きる２㎞

ジョギングは参加費無料です。

　早春の肥前路を走ってみま

せんか！

と　　き　２月２６日（日）

　　　　　林業体育館前スタート

種　　目　ハーフマラソン、１０㎞、３㎞、２㎞ジョギング

締　　切　１月１５日（日）必着

お
知
ら
せ

　　　『クロカンフェスタ inかしま』
　　　『公認鹿島祐徳ロードレース』

募
　
集

お
知
ら
せ

野鳥の死がいを見つけたら？
お
知
ら
せ

　昨年は国内各地で「鳥インフルエンザ」の発生が確

認されています。

　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。

恭野鳥はさまざまな原因で死んでしまいます！

　野鳥はエサがとれずに衰弱したり、環境変化で死ぬ

場合もあります。

　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などの特別な場合を

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数羽以上または数日連続して鳥の死が

いを見つけたらご連絡ください。

 　鹿島市体育協会　緯（６２）３３７９　http://www.asunet.ne.jp/~taikyou/申　込　先

参加者募集！

と　き　１月１９日（木）　早朝

ところ　浜町酒蔵通り　６時～１２時［交通規制有］

　　　　新天町さくら通り　６時～

関連イベント

　恭浜町酒蔵通り（１９日６時～）

　　煙もちまき　煙ふなんこぐい試食

　　煙海童保育園児によるマーチング

　　煙共生保育園児による一声浮立

　　煙うどん販売

　　煙大抽選会（チケット１枚２００円）

　　浜小学校グラウンドを臨時駐車場としてご利用ください

　　 　浜公民館　緯（６２）２５３４

　恭新天町さくら通り（１９日６時～）

　　煙鯉こくふるまい　ほか

　　 　鹿島商工会議所　緯（６３）３２３１

詳しくは

詳しくは

　ふな市が１月　１　９　日に開催されます
イ
ベ
ン
ト

　ふな市は､二十日正月に出す郷土料理『ふなんこぐ

い』の材料『鮒』を売る市のことです。昔、二十日正月

には商家や醸造元、網元などが奉公人や蔵男達の労をね

ぎらうためにごちそうを振舞う習わしでした。この時、

普通は鯛料理が出されるのですが､有明海ではあまり捕

れず高価だったので、鯛に似た鮒を代用していたようで

す。このため、佐賀平野のクリークなどで捕れた鮒を売

る市がその前日の１９日に始まったと言われています。
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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

　昨年よりひきつづき、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。

　同校には明治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おり、校内行事だけでな

く、時代背景を反映した内容となっています。

図書館でも関連コーナーを設けています。

展　　示　１月２９日（日）まで

※１月７日午後～１月８日エイブル３階研修室で特別展示あり

 　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
エイブル３階

研修室

１月２５日～７月１１日

［水曜日］　１３時３０分～１５時３０分
江島　康子さん２０人手編み教室②

５００円/１回
エイブル２階

和室

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

５００円/１回
エイブル２階

音楽スタジオ

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

材料費７００円～１,０００円/１回

エイブル３階

研修室ほか

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～

楽大生　５００円
一　般１，０００円
材料費①　５００円
　　②１，０００円

エイブル２階

調理実習室

１月２８日（土）

［１回限り］　１０時～１２時
福田　雅子さん２０人①ホットフルーツティー講座

公

開

講

座

エイブル２階

調理実習室

１月２２日（日）・２月５日（日）

［いずれか１回限り］　１０時～１３時
 金 　　 慶淑 さん
キム キョンスク

２０人
②韓国料理教室

～キムチ漬けとトック～

明治１７年の校務日誌

エイブルからのお知らせなど

　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。
　１１・１２月号でゲストに村上“ポン
タ”秀一とお知らせしましたが、本人
入院のため、日野皓正（トランペッ
ト）に変更となりました。
　お詫びと訂正をさせていただきます。
と　　き　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
　　　　　高校生以下　　　　１,５００円
　　　　　楽修大学生は各５００円引き
そ　の　他　無料託児あり（要予約）
　　　　　申込締切　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「本との出会いの種をまく　第２弾」講演会

　冬から春の絵本をテーマに先

生のブックトークの実演と折り

紙の紹介もあります。

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　久納圭子さん（えほんを楽しむ会主宰）

と　き　１月２９日（日）１４時～

ところ　エイブル２階音楽スタジオ

定　員　２0人（申し込みが必要です）

恭冬の特大おはなし会

　心がほんわかあたたかくなる

おはなしとかるた大会を楽しん

で寒い冬を吹き飛ばそう！

　小学生までならどなたでも参

加できます！みんな集まれ～！

と　き　２月４日（土）１４時～

ところ　エイブル２階和室

対　象　幼児～小学生（申込不要）

参加費　無料

 　市民図書館 （６３）４３４３申込・問合せ先

第８回えいぶる事業 フライド・プライド　コンサート

平成２４年度
第１回えいぶる事業  秦 　万里子コンサート

はた

　半径５メートルの日常を歌う音楽家。
　ＮＨＫ『歌うコンシェルジュ』で
もお馴染みの秦　万里子さんのコン
サート。
と　　き　４月２１日（土）
コーラス隊募集
　秦　万里子さんと一緒に舞台で歌う

コーラス隊を５０人程度募集します。
　コンサート前に数回の練習があり、
秦さんも指導に来られます。
募集期間　１月１１日～２月１９日
参　加　費　４,５００円（当日チケット代など含む）

 　かしま市民立楽修大学

　　　　　　　　緯（６３）２１３８

申込・問合せ先



広報かしま　Ｈ２４(２０１２).1.115

ご寄附ありがとうございます ㈱ダック　様　　㈱スーパーモリナガ　様

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

　１１月１日に（株）ダック様から青少年教育活動事業に対してご寄附があり、

１１月２８日に感謝状の贈呈を行いました。

　市では、今回のご寄附を田澤記念館運営事業に活用させていただきます。

（写真左）

　１２月２日に（株）スーパーモリナガ様からご寄附がありました。

　『自社の営業上、避けては通れない廃棄物や環境への負荷の課題に対し、

少しでも役立てて欲しい』というお気持ちから始まったご寄附ですが、今回

で１４回目になります。

　市では、今回のご寄附を環境保全対策に活用させていただきます。

（写真右）

　七浦保育園の園児さん１０人が勤労感謝の日にちなみ、園児自ら製作した

感謝の気持ちを込めたメッセージと花束を市長に手渡しました。

（写真左）

市長を表敬訪問

　日本伝統技術である柔道整復術をモンゴルにおいて普及させるため、モ

ンゴルからの研修生３人を公益社団法人日本柔道整復肢会が受け入れをす

ることになり、その研修先である市へ１１月２４日に到着しました。

　研修生は１２月１８日までの約１カ月間、富永整骨院で脱臼や骨折した患部

をもんだりギブスで固定するなどの柔道整復術の理論と技術を学びました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（写真右）

受賞おめでとうございます

九州運輸局長賞を受賞　鹿島市華道連盟

　肥前鹿島駅の待合室に、長年生け花を飾り付けされており、その功績を

称えられ今回の受賞となられました。

（写真右）

　厚生労働大臣表彰を受賞　鹿島市遺族会会長　宮﨑忠雄さん

　宮﨑様は、戦没者遺族などの援護に関する事業に携わられ、現在まで３０

年を超える長年にわたり、市会長・佐賀県遺族会理事などを務められ、活

躍された功績によって、厚生労働大臣表彰を受賞されました。

（写真左）



16 Ｈ２４(２０１２).１.１　広報かしま

（ジェフ）　リサ、わからないなぁ～。どうして　

　　　　　ディズニーランドが嫌いなんだい？

　　　　　どうしても僕には理解できないよ・・・。

（リ　サ）　それはね・・・私ネズミが怖いの、だっ

　　　　　てミッキーってネズミでしょ・・・。

（ジェフ）　それはいい理由とは思わないけど・・・。

Jeff:

Lisa:

Jeff:

Lisa, I don't understand... Why do you 
hate Disney Land? I can't wrap my head 
around it.
Well... I'm afraid of mice... and Mickey is a 
mouse.
That is not a good reason...

（ケイティー）　クリスマスに何か欲しいの？

（ダニエル）　私、もっと服が欲しいんだけど、彼氏

　　　　　がどうしても理解できないって・・・。

（ケイティー）　それって最悪ね。

Katie:
Danielle:

Katie:

What are you getting for Christmas?
I want more clothes, but my boyfriend 
can't wrap his head around it.
That's too bad.

ドノヴァン先生

№７３

　今月のキーフレーズ

　　“can't wrap my head around”
　この表現は「何かが（どう考えても）理解できない」というときに使

　います。

　１０月２６日に、北鹿島小学校では、

地域のおじいちゃん・おばあちゃん

を迎えて福祉集会「ふれあいタイ

ム」を行いました。

　地域の世代間交流をねらいに取り

組みました。

　第１部は、「ふれあい集会」で、

児童や地区の老人会の方々の出し物

交流や肩たたきなどを行いました。

　今年は、森地区と土井丸地区の老

人会の方々に踊りと浪曲の披露をお

願いできました。芸達者な方々のす

ばらしい出し物を見ることができて

子どもたちは大変喜んでいました。

　第２部「ふれあい広場」では、学

年毎に工夫した活動で一緒に遊んだ

り、学習発表を聞いたりしました。

　自分たちをいつも温かく見守って

くださっている方々へ、感謝の気持

ちが届くことを願って内容を企画し

ました。多くの方に参加していただ

き笑顔がいっぱいに広がりました。

《参加していただいた方の感想》

・児童代表の方のあいさつの中に、

「感謝の気持ちが伝われば…」という

言葉がありました。言葉のとおりに

感謝の気持ちが私の心に届きました。

　心が温かくなりました。

・ふれあいタイムを楽しみに待って

いました。子どもたち一人一人が成

長している姿がすばらしいと思いま

した。十分楽しませていただきまし

た。ふれあいタイムを企画してくだ

さってありがとうございます。

第９９回牡丹餅会

校学 だ よ り

No.１６３

寓牡丹餅を食べながら楽しく語らう生徒たち

　今年で９９回目を迎えた牡丹餅会。去

る１１月１８日（金）に、鹿島高校体育館に

おいて、鹿島実業高校と鹿島高校の3

年生が合同でこの伝統ある行事に参加

しました。

〔生徒の感想〕

　牡丹餅会は、旧鹿島藩主の鍋島直 彬    
なおよし

公が、旧制鹿島中の生徒や職員を屋敷

に招き、牡丹餅を振る舞ったのが始ま

りだそうです。毎年、鹿島実業高校と

鹿島高校の3年生が一緒に牡丹餅を食

べ、牡丹餅のように丸く円満な人生を

願うとともに、粘り強い人間になろう

とお互いの健闘を誓い合う行事として

続いています。

　今年の牡丹餅会では、まず両校の生

徒がスピーチやなぎなた、ピアノ演奏、

レスリングを披露しました。そしてい

よいよ会食の時間となり、各自3個の

牡丹餅をいただきました。入学した時

から楽しみにしていた牡丹餅の味は格

別においしく、友達とこれからの進路

などについて語り合いながら、楽しい

ひと時を過ごすことができました。ま

た、その後行われた剣道と綱引きの対

抗戦では、両校とも譲らず粘り強い試

合となり、体育館いっぱいに応援の声

も響き渡り、大いに盛り上がりました。

　ご来賓の市長様が、ご自分の牡丹餅

会の思い出を話してくださったように、

両校の卒業生にはそれぞれに牡丹餅会

の思い出があり、自分たちもこのよう

に伝統を受け継ぐことができたのだと、

とてもありがたく思いました。そして、

これから進む道にどんな困難があって

も、牡丹餅のように粘り強くあきらめ

ない気持ちを持って、前へ進んでいき

たいと思います。

鹿島高等学校

校学 だ よ り

No.１７６
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　２０１２年の始まりです。市民の皆

さんにとって、この一年がよりよ

い年でありますようお祈り申し上

げます。

　新しい年を迎えるにあたり、そ

れぞれに、こんな年でありたいと

新たな願いを持たれた人も多いか

と思いますが、「私たちの願いと

人権」について少し考えてみたい

と思います。

　誰もが持っている願いの内容は、

立場や年齢、家族構成あるいは健

康状態等により、一人ひとり当然

違います。ただ、それぞれの願い

の中に共通しているものとして、

「心豊かで安心できる生活を送り

たい。また、安全な生活をした

い。」ということが含まれている

と思います。大事なことは、自分

が願いを持っているように、自分

以外の人も、等しく願いを持って

生きているということです。

　子どもたちも願いを持っていま

す。高齢者の人も、障害がある人

も同じです。しかし残念ながら、

子どもや高齢者の虐待、障害者に

対する偏見や差別、同和問題にか

かわってのインターネットへの差

別書き込みなど、多くの人権問題

が起きています。また、昨年は、

東日本大震災や原発事故でたくさ

んの尊い命が奪われ、同時に風評

被害を含めて新たな人権問題も起

きています。

　新しい年を迎えるにあたり、お

互いの願いを認め合い、「だれも

差別を受ける理由を持った人はい

ない」ということを心にとめて、

自分の願いがかなえられるよう努

力していきたいものです。お互い

のそういう努力が、より住みやす

いまちづくりにつながっていくの

ではないかと思います。

差別を受ける理由を持った人は

だれもいないことを！
ご意見等をお寄せください　同和対策課緯（６３）２１２６

　この季節寒い日が続き、暖房器具が必需品となっていますが、暖かい服

装をしたり、温かい食べ物を食べたり、それぞれの家庭でできる工夫やア

イディアを楽しみながら省エネを心がけましょう。

　さて、私たち一人ひとりがみんなのためにできる省エネはたくさんあり

ますが、たとえば、いつも何気なく出している「ごみ」。ごみの量を減ら

す事も、できることの一つです。ごみを収集し、運搬するためには車の燃

料が必要です。集めたごみを焼却・処分するにも、電気や燃料が不可欠で

す。ですから、各家庭から出されるごみの量が増えれば、その分余計にエ

ネルギーを使わなければなりません。「必要以上に無駄な買い物をしな

い」「壊れてもまだ使えそうな物は、修理して長く使う」「リサイクル可

能な物は、きちんと分別して資源物回収に出す」など、皆さんのちょっと

した心がけが、やがて大きな成果に結びつきます。

　市では、市民の皆さんのご努力により、ごみの排出量が年々減少してい

る傾向にあります。１人１日１ｇでも減れば１年で考えると大きな効果が

ありますが、１ｇでも増えるとその分費用もかかることになります。新し

い年も「省ごみ」を実践していくためにご理解とご協力をよろしくお願い

します。

　このたび、「鹿島市５０音順ごみ分別一覧表」の改訂版、「ごみと資源物の分け方出し方一覧表」を作成しました。

市民の皆さんがこの冊子を活用されることで、ごみ分別の適正化が進み再資源化やごみ減量の一助となるようにお

手元に置いていただければと思います。希望者には、市役所２階環境下水道課かエイブルでお譲りしています（数に

限りがあります）。

 　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６詳しくは

今今すすぐぐややろろうう温温暖暖化化対対策策
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　２月から九州内のゆうちょ銀行郵

便局窓口でも、市の上下水道料金が、

納付書でお支払いできるようになり

ます。

　ただし、納付期限を過ぎた納付書

では、お支払いできませんので、ご

注意ください。期日内納付にご協力

をお願いします。

 　水道課管理係

　　　　緯（６２）３７１８

 

　会社や農業・漁業・商工業を営ん

でいる人が、その事業のために使用

している機械・器具・備品などを償

却資産といいます。この償却資産は

固定資産税の課税対象となり、市に

申告していただく必要があります。

　申告書に平成２４年１月１日現在、

所有している資産（耐用年数を過ぎ

て使用されている資産も含む）の名

称や金額などを記入の上、期限内に

申告していただくようお願いします。

　申告書は市のホームページからダ

ウンロードできます。申告書を郵送

することもできますので、必要なと

きは税務課までご連絡ください。

提　出　先　税務課課税係

提出期限　１月３１日（火）

 　税務課課税係

　　　　　緯（６３）２１１８

おお知知ららせせ
上下水道料金がゆうちょ銀行窓口で
納付できるようになりました

詳しくは

償却資産の申告は
１月３１日までにお願いします

詳しくは

 

　１・２月で６５歳になる人を対象に、

制度説明会を開催します。多くの皆

さんのご出席をお待ちしています。

　なお、対象以外の人も気軽にご出

席ください。

と　　き　１月１９日（木）１４時～

と　こ　ろ　福祉会館３階　大会議室

 　介護保険事務所

　　　　　緯（６９）８２２２

 

恭元気で有能なあなたを募集

　今年も鹿島市シルバー人材セン

ターの会員は、いろいろな仕事を請

負って、生きいきと働きます。

　あなたの知識と経験を役立てなが

ら、仲間と共に楽しく仕事をしてみ

ませんか。

対　象　６０歳以上または来年３月　

　　　　までに６０歳になる人

説明会　１月１９日（木）９時３０分～

ところ　シルバー人材センター

恭各種作業の注文をお受けします

　「農作業」「庭木の剪定」「家事」

「襖張り替え」「はがき書き」など、

いろいろな作業について気軽にご相

談、ご注文ください。

恭刃物研ぎいたします

と　き　１月１９日（木）８時３０分～

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」あります

 　鹿島市シルバー人材センター

　　　　　緯（６３）０９７０

介護保険制度説明会を
開催します

詳しくは

あけましておめでとうございます
鹿島市シルバー人材センター

詳しくは

 

　高校、大学などへの入学時・在学

中に必要な費用として「国の教育ロー

ン」をご利用してはいかがですか？

対　象　者　高校・大学などに入学・

　　　　　在学する人の保護者

資金使途　入学金、授業料、教科書代、アパー

　　　　　ト・マンションの敷金・家賃など

融　資　額　学生・生徒１人につき　

　　　　　３００万円以内

利　　率　年２．５５％（平成２３年１１月１０日現在）

据置期間　在学期間以内（利息のみ支払）

返済期間　１５年以内（交通遺児家庭

　　　　　または母子家庭は１８年以内）

 　鹿島商工会議所

　　　　　緯（６３）３２３１

　　　　　日本政策金融公庫佐賀支店国民生活事業

　　　　　緯０９５２（２２）３３４１

 

 

　「コンピュータサービス技能評価

試験３級表計算技士」を取得するため

に、専門講師を招いて行う講座です。

期　　間　１月１０日～２月１６日

　　　　　毎週火・木曜日（週２回　全１２回）

時　　間　①１０時～１２時

　　　　　②１８時３０分～２０時３０分

実施場所　NPO法人フロンティア（横田）

定　　員　各１２人

受　講　料　１５,０００円（テキスト代１,７８５円が別途必要）

そ　の　他　検定希望の人は別途検定代５,１００

　　　　　円が必要（当施設で受験可）

 　NPO法人フロンティア

　　　　　緯（６３）４５７１

国の教育ローンを
ご利用ください

詳しくは

募募 集集
就労支援　資格取得対策講座

受講生募集

詳しくは
市税集合徴収分・介護保険料

第８期の口座振替日

１　月　３　１　日（火）です
（預金残高の確認をお願いします）

　平成２３年１１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
南川獅子舞３,０００円１１月２日祝　儀
鹿島地区安全運転管理者連絡協議会地区別事業主研修会５,０００円１１月４日会　費
千葉県香取市長へのお土産（稲荷ようかん）１,２７０円１１月９日その他

９,２７０円合　計

平成２３年１１月　市長交際費支出状況

情報掲示板　愚　お知らせ・募集
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募集訓練科　電気制御技術科

定　　員　１５人（おおむね４０歳未満

　　　　　を対象とし、１ヵ月の企

　　　　　業内実習を含みます。）

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　２月３日（金）

入　所　日　３月１日（木）

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。

 　ポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

 

募集人数　職員２人

募集期間　１月１０日（火）～２３日（月）

条　　件　自動車（マニュアル車）の運転

　　　　　ができるなど、募集要項に定

　　　　　めるすべての要件を満たす人

雇用期間　平成２４年４月１日～平成２７年３月３１日

勤務時間　週４０時間勤務

給　与　等　月額　２０３,０００円

　　　　　※社会保険料含む。昇給・賞与なし

　詳細は古枝公民館発行の公民館だ

より１２月号の募集要項をご覧ください。

 　古枝公民館

　　　　　緯（６２）２７４９

 

　将来の水産業を担う後継者育成の

ため、平成２４年度の研修生を募集し

ます。

対　象　者　満１８歳以上

募集人員　２０人程度

研修科目　水産の基礎および専門研

　　　　　修、各種免許取得講習

願書受付　１月１０日（火）～２月２４日（金）

願書請求先　佐賀県高等水産講習所

　　　　　または漁協各事業所

試　験　日　願書受付後、後日連絡

　　　　　簡単な筆記試験と面接有

 　佐賀県高等水産講習所

　　　　　緯０９５５（７２）２５６５

職業訓練受講生募集
平成　２　４　年３月期　６ヵ月コース

詳しくは

古枝公民館
平成　２　４　年度　職員募集

詳しくは

佐賀県高等水産講習所
研修生募集

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

資　料　代　２００円（入場無料）

潤１月１２日（木）

　演題　『佐賀の乱と江藤新平』

　講師　鍋島達明さん（当史談会会員）

潤２月２日（木）

　演題　『鹿島鍋島家文書と課題』

　講師　高橋研一さん（鹿島市民図書館）

潤３月１日（木）

　演題　『鹿島市内城館について』

　講師　宮武正登さん

　　　　（佐賀県社会教育文化財課）

 　鹿島史談会事務局　松永

　　　　　緯（６３）３６６５

 

 

　婚活中の皆さんご参加ください！

　皆さんの出逢いをサポートします。

　鹿島の観光地めぐりやゲームなど、

楽しい企画が盛りだくさん。

　軽装でご参加ください。

と　　き　１月２９日（日）

　　　　　受付１０時～開会１０時３０分

集合場所　鹿島市民会館

募集人数　２０歳以上の独身男女各１０人

　　　　　（男性は鹿島市内在住者・

　　　　　女性は市外在住者でもか

　　　　　まいません）

募集締切　１月２０日（金）

参　加　費　男性２,０００円　女性１,０００円

　　　　　※当日受付で徴収します。

主　　催　鹿島市６地区公民館合同事業実行委員会

 　浜公民館　

　　　　　緯（６２）２５３４

講講習習会会・・教教室室
鹿島史談会
鹿島の歴史講座

詳しくは

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

詳しくは

 

　冬の有明海でしか体験できない海

苔の手すき体験、磯辺かきうち体験、

棚じぶ漁体験をして、美味しい冬の

味覚カキ焼きを味わってみてはいか

がですか？

と　　き　１月２１日（土）１０時～１４時３０分

と　こ　ろ　道の駅鹿島

募集人数　２０人

参　加　費　高校生以上　３,５００円

　　　　　中学生以下　２,５００円

参加特典　鹿島の特産品のお土産付き

申込締切　１月１３日（金）

 

　　七浦ニューツーリズム活動推進協議会事務局

　　（鹿島市観光協会　観光戦略推進室）

　　緯（６８）０００７

 

　ニューツーリズムを市全体に推進

するため、九州のグリーン・ツーリ

ズムに精通された講師をお招きし、

市民向けのシンポジウムを開催しま

す。市内の実践者による事例発表も

予定しています。

　興味がある人はどなたでも参加で

きます。参加費無料。

と　　き　２月２日（木）１８時～２０時

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

講　　師　養父信夫さん

　　　　　（九州のムラへ行こう編集長）

 　

　　七浦ニューツーリズム活動推進協議会事務局

　　（鹿島市観光協会　観光戦略推進室）

　　緯（６８）０００７

 

　今年１年健康でありますように、

また、体力づくり・健康づくりのた

めに、新春岩屋路ハイキングに家族

や友人、知人などを誘ってぜひご参

加ください。

と　　き　１月８日（日）

集　　合　１０時までに能古見貝瀬バ

　　　　　ス停前に集合

参　加　費　５００円／１人（保険料含む）

持　参　品　弁当、水筒など

 　井上　緯（６２）５８０２

冬の有明海まるごと体験
宝の海～体感・食感・ふれあい～

申込・問合せ先

「ツーリズムが地域を興す」
ニューツーリズムシンポジウム開催

詳しくは

新春岩屋路ハイキング
に参加しませんか

詳しくは

情報掲示板　愚　募集・教室・イベント
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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）３３７３１月の子育て

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

１２日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２２年６月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票
内　容　身体測定、育児相談、歯科診察、
　　　　　　　　小児科医の診察、　フッ化物塗布（希望者のみ）

２６日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２３年９月生まれ
持参品　母子健康手帳
内　容　身体測定、育児相談、
　　　　　　　　小児科医の診察 

２５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

感染性胃腸炎に注意しましょう

症　　状

　煙ノロウイルスに感染もしくはノロウイルスを含

　　んだ食品を摂取すると１～２日後に吐き気、嘔

　　吐、下痢、腹痛、発熱などの症状が見られます

　煙主な症状は３日間程度で回復しますが、高齢者

　　や乳幼児では脱水症状などから症状が重くなる

　　場合がありますので注意が必要です

感染防止のポイント

　①手洗いは予防の基本です

　②下痢・嘔吐のある患者に接する注意点

　　胸こまめに手を洗いましょう（特に用便後）

　　胸患者が嘔吐した部屋には、立ち入る人を最小

　　　限にし、窓があれば換気をしてください

　　胸嘔吐物・糞便などを処理する際は、使い捨て手袋、

　　　マスク、エプロンを着用のうえ処理しましょう

　　胸汚物の付着した床などは、汚物を十分に取り　

　　　去ってから、塩素系漂白剤で消毒しましょう

　③二枚貝（カキなど）については、なるべく生食を

　　避け、加熱して食べましょう

　④食品を加熱する際は、食品の中心部まで十分に

　　加熱調理しましょう

怯感染症情報

　感染性胃腸炎は、多種多様な病原体（細菌、ウイルス、原虫など）による病気のことです。冬季に集中して発生

がみられるものの多くはノロウイルスやロタウイルスなどが原因と考えられます。
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怯子育て支援

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１０日（火）

七浦漁村センターぞ　うさん１８日（水）

鹿島小わんぱくクラブひよこさん２４日（火）

古 枝 公 民 館きりんさん３１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（１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

　　　　　　　　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

（６３）９２３４鹿島市　古枝中村医院１０日（火）

（６３）３２７５鹿島市　中牟田織田病院１７日（火）

（６３）４０８０鹿島市　若殿分田中医院２４日（火）

（６７）２１２０太良町田代医院３１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）

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

１７日（火）　エイブル　『お正月っておもしろい竃』

２７日（金）　楠　風　館　『ママカフェ♪』

母子健康手帳

母

子

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

４４・・１１１１・・１１８８・２・２５５日（水日（水））

赤ちゃん相赤ちゃん相談談

受付　１３：３０～１４：３０
内容　身体計測・健康相談

対象　赤ちゃんと保護者

※来月は２月１日（水）です。

４４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

１１８８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

１１７７日（火日（火））

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

１１９９日（木日（木））

１８日（水）　楠風館　『ひんやりおやつ』（おやつ代　１家族１００円）のびのびサークル　　　　１０時～１２時
　対　象１歳７ヵ月児～就学前児と保護者

１１日（水）　エイブル　『楽しいお正月竃』

２０日（金）　楠　風　館　『ママカフェ♪』
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

３月号２月号
２月２日１２月２８日

７日（土）　鹿島市消防出初め式

　　　　　　　　　　　　中川グラウンド　９時３０分～

８日（日）　鹿島市成人式　　　　　　市民会館　１４時～

１０日（火）　市内小中学校第３学期始業式

１９日（木）　ふな市・・・・・・・・・・・・［１３ページ参照］　早朝～

２９日（日）　文化財防火訓練　　　　五ノ宮神社　１０時～

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館１階

　１２日（木）　受付１３時～１４時　　　　　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始

　２６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

　４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

　１６・２３・３０日（月）、６・１３・２０・２７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）

　１８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

　２４日（火）　　１０時～１６時　要予約

　ＮＰＯ法人　それいゆ　緯０９０（６２９６）７５５０

愚厚生年金・国民年金相談　市民会館１階サロン

　１７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

　４・１８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

（１月分）
１日（祝）～３日（火）
７・１４・２１・２８日（土）、
８・１５・２２・２９日（日）、９日（祝）

市役所
保健センター

１日（祝）～４日（水）、１０（火）
１６・２３・３０日（月）、２６（木）

市民図書館

１日（祝）～３日（火）、１０（火）
１６・２３・３０日（月）

生涯学習センター
（エイブル）

１日（祝）～３日（火）
１０・１７・２４・３１日（火）

陸上競技場・体育館

※市民球場と蟻尾山グラウンド・ゴルフ場は、芝の養生
　のため２月２９日まで休場。

鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
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

　１日（祝）
　２日（振休）
　３日（火）
　７日（土）
　８日（日）
　９日（祝）
１４日（土）
１５日（日）
２１日（土）
２２日（日）
２８日（土）
２９日（日）

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２１ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日

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）

北鹿島薬局別府整形外科　緯（６３）３０６３８日（日）

西牟田薬局田中医院　緯（６３）４０８０９日（祝）

おおぞら薬局森田医院　緯（６３）３９５６１５日（日）

アルナ浜店薬師寺医院　緯（６３）５２８１２２日（日）

アルナ鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７２９日（日）




