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平成２３年１２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３－人７＋世帯１０,６１４人３１,４８１

世帯４＋人２８＋世帯　５,２３５人１４,３６７鹿　　島

世帯１－人４－世帯　１,１６３人  ３,８３４能　古　見

世帯０人２－世帯　　　９８０人  ３,１９５古　　枝

世帯１＋人１＋世帯　１,０５２人  ３,２００浜

世帯３－人１０－世帯　１,２１０人  ３,６９０北　鹿　島

世帯４－人６－世帯　　　９７４人  ３,１９５七　　浦

人３＋人１４,７６０男

人４＋人１６,７２１女

№１０１８

　１月８日、平成３年度に生まれた新成人３４３人が参

加しての『第５８回鹿島市成人式』が市民会館で行われ

ました。式典では、りりしいスーツ姿や、艶やかな振り

袖姿の新成人に対し、たくさんの来賓の皆さんからお祝

いや激励の言葉が贈られました。

　　　　　　　　　愚２０ページに関連記事があります。

鹿島市成人式

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）
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　先月の箱根駅伝で４９年ぶりに総合３位以内入賞を果たした「明治大学競走部」、箱根駅伝伝統校である「大東文化

大学陸上競技部」が、蟻尾山公園・中木庭ダムなどで強化合宿を行います。（練習公開。小中高生への陸上教室など

も計画します。）

　「鹿島で合宿してよかった」「また鹿島で合宿したい」と思ってもらえるように、市民の皆さん一人ひとりが

「おもてなしの心」で迎えていただきたいと思います。

　鹿島でさらなる競技力の向上を目指す２大学を応援しましょう！

※合宿誘致は、第五次鹿島市総合計画に掲げる「スポーツ資源を活かしたまちづくり」の一つです。

　青葉昌幸さん（関東学生陸上競技連盟会長）が、昨年の鹿島祐徳ロードレース開催日（平成２３年２月２７日）に、市内

　施設を見学され（写真左下）、中木庭ダム周辺など自然の地形を活かした練習ができること、陸上競技場とクロス

　カントリーコースが隣接していることから鹿島が合宿に適していると評価されたので、誘致を行ってきました。

　合宿誘致により、交流人口の拡大、観光振興、青少年の育成などの効果が期待できます。

 　生涯学習課スポーツ係　緯（６３）２１２５詳しくは

寓蟻尾山公園全景 寓中木庭ダム全景

寓左から木原体協会長、青葉会長、市長、
東洋大学　谷川コーチ、明治大学　西監督

～初の鹿島市スポーツ合宿　2大学を誘致～

寓合宿風景（明治大学提供）

箱根駅伝で有名な・・・

合宿予定期間

２月２１日～２６日　　　明治大学競走部　３２人

２月２０日～２６日　　　大東文化大学陸上競技部男子　３２人

２月２５日～３月２日　大東文化大学陸上競技部女子　１５人

※合宿情報は市のホームページに随時掲載します

「明治大学」、「大東文化大学」が鹿島で強化合宿！
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第６１回公認鹿島祐徳ロードレース
　皆さんの温かいご声援をお願いします！
　２月２６日（日）、祐徳稲荷神社参道周辺で第６１回公認鹿島祐徳ロードレースが開催されます。

　箱根駅伝優勝の東洋大学など関東学生陸上競技連盟加盟大学の選手をはじめ県内外から多くの選手が早春の肥前

路を走ります（合宿を行う明治大学、大東文化大学の選手も走ります）。

　沿道の声援は選手にとって何よりの力になります。温かいご声援をお願いします。

　なお、レース中は交通規制が行われますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

公認とは？

　（財）日本陸上競技連盟（以下「日本陸連」）から認定を受けたコースや記録のことで、鹿島祐徳ロードレースは

　１０ｋｍとハーフマラソンのコースおよび記録が公認を受けています。ここで出た記録などは日本陸連に残さ

　れることになります（ただし、記録として残すためには、日本陸連に個人登録をした人に限られます）。

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参道前　スタート・ゴール

スタート時間　３ｋｍ　中学生　１０時

　　　　　　　　　小学生　１０時３０分

　　　　　１０ｋｍ（公認）　　１１時

　　　　　ハーフマラソン　１２時１５分

　　　　　（２１.０９７５ｋｍ（公認））

　　　　　２ｋｍジョギング　１２時３０分

 　鹿島市体育協会　緯（６２）３３７９詳しくは

鹿島祐徳ロードレース大会　コースおよび交通規制時間
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　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。５ページのかんたん！申告チェックを参考にして、申告が必要な人は受付期間内に申告をお願いします。

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

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

　どうしても都合がつかない人は税務課まで事前にご連絡ください。

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

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

申告は正しくお早めに！ ３月１５日まで

恭武雄税務署申告相談日程

２月の申告相談日程【時間９時３０分～１５時３０分】

会　場対象者曜日

市役所５階
大会議室

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

火７

水８

木９

火２１

水２２

 　武雄税務署　緯０９５４（２３）２１２７

※音声ガイダンスに従って操作をお願いします。

詳しくは

恭申告に必要なものは？

皆さんの申告内容に合わせてご準備ください。

　①申告書・印鑑

　②事業所得の計算に関する書類閣収支内訳書・帳簿・領収書等

　③源泉徴収票、支払調書、家賃・地代、配当など収入金額が分かるもの

　④社会保険料の証明書

　⑤生命保険料・地震保険料の領収書または証明書

　⑥医療費・雑損・寄附金などの控除がある人は、その領収書

　　または証明書

　⑦所得税の還付を受ける人は、自分名義の預金通帳

　⑧障害者の人は、戦傷・障害者手帳または福祉事務所長の認定通知書

収支内訳書についてのお願い　

収支内訳書がないと手続きに時間がかかります。

事前に領収書や帳簿で収支内訳書を作成しておいてください。

市の申告相談よりも待ち時間が短く、早く受付
ができます。（２月のみ実施）

３月の申告相談日程【時間９～１６時】２月の申告相談日程【時間９～１６時】

会　場対象地区曜日会　場対　象　地　区曜日

市役所５階
大会議室

高津原木１
市役所５階
大会議室

市内全域　※還付申告または年金のみの申告者月１３

中牟田・横田金２市内全域　※還付申告または年金のみの申告者火１４

西牟田月５市内全域　※事業所得を含まない申告者水１５

城内・大手・東町・新町火６の　ご　み
ふれあい
楽　習　館

東三河内・西三河内・中川内・早ノ瀬・大野・本城・中木庭木１６

若殿分・末光・馬渡水７伏原・下浅浦・中浅浦・上浅浦・大木庭・広平・貝瀬・土穴金１７

納富分・井手分木８南川・筒口・大殿分・川内・山浦・白鳥尾・山浦開拓・番在開拓月２０

行成・執行分金９

七浦公民館

江福・飯田午前
火２１

小舟津・犬王袋・世間・重ノ木月１２龍宿浦・嘉瀬浦・音成午後

市内全域

火１３大宮田尾・母ヶ浦・西塩屋午前
水２２

水１４小宮道・東塩屋・西葉午後

木１５
古枝公民館

大村方・上古枝・下古枝・久保山・奥山・七開木２３

鮒越・中尾・竹ノ木庭・平仁田開拓・矢答金２４

浜 公 民 館
新方・庄金・南舟津・中町・浜新町午前

月２７
湯ノ峰・野畠・北舟津・八宿午後

北鹿島公民館
本町・乙丸・中村・森・古城火２８

土井丸・井手・三部・新籠・常広・組方水２９

恭鹿島市申告相談日程　※対象地区の日程で必ず申告をお願いします。

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

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

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

○税務職員を装った「振込め詐欺」にご注意ください。

怯医療費控除を受けるには?
　あなたやあなたと生計を一にする親族のた
めに平成２３年中に支払った医療費がある場合、
計算した金額を医療費控除として所得から差
し引くことができます。
※差額ベッド料・文書作成料・予防接種などは
医療費に含まれません。
※領収書から個人別・病院別に計算をして申
告してください。

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

いいえ

いいえ

は　い

いいえ

は　い

は　い

いいえ

いいえ

は　い

は　い

いいえ

いいえ

は　い

いいえいいえ

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

確定申告が必要です。

市県民税申告が必要です。

年金収入がありますか？

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

は　い

市県民税申告が必要です。
※内容によっては確定申告が必要です。

その他（営業や農業等）の
所得がありますか？

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

確定申告が必要です。

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

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

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

給与収入がありますか？

いいえ

は　い

いいえ

は　い

は　い

は　い

いいえ

は　い

は　い いいえ

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

いいえ

平成２３年中に収入があり
ましたか？

平成２４年１月１日現在、
鹿島市内に居住していま
したか？

鹿島市に申告書（写）を提出してくださ
い。※申告可能

平成２４年１月１日現在、
鹿島市内に別荘・事業所
を所有していましたか？

国民健康保険・後期高齢
者医療保険の加入者です
か？

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

平成２４年１月１日現在居住の市（区町
村）で市県民税申告等をしてください。

所得税の確定申告書を提
出しますか？

引続きe‐TAX等をさ
れる人は、国税番号
の入力をお忘れなく

かんたん！申告チェック

　申告が必要な人が申告をしていないと、所得税では

延滞税や加算税などが課せられます。それ以外でも、

国民健康保険税の軽減措置を受けられなかったり、子

ども手当・保育所入所・公営住宅入居・事業資金の融

資などに必要な所得証明書などが発行できなかったり

しますので、ご注意ください。

パソコンを利用する人は・・・

　国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」

で確定申告書が作成できます。http://www.nta.go.jp

恭申告しないと…

　自分が申告する必要があるかどうか分からない人は、

下図のかんたん！申告チェックでご確認ください。

　不明な点は市役所税務課にお問い合わせください。

恭あなたは申告する必要がありますか？

市県民税申告は不要です。
税務署より確定申告書の
控えが市へ提出されます。

は　い

給与収入のみですか？

鹿島市内に居住する親族
の扶養控除の対象になっ
ていますか？
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平成２４年度個人市県民税が改正されました
～扶養控除の変更、扶養親族の同居特別障害者加算特例措置の変更、寄附金税額控除の適用下限額の変更～

①扶養控除が変更になりました

　胸一般扶養親族のうち、年齢が１６歳未満の人に対する扶養控除が廃止されます

　胸特定扶養親族のうち、年齢１６歳以上１９歳未満の人に対する扶養控除の上乗せ部分（１２万円）が廃止され、一般扶

　　養親族と同額の３３万円となります

　　※年齢１６歳以上１９歳未満の人は一般扶養親族と変更されました

②扶養親族の同居特別障害者加算特例措置が変更になりました

　１６歳未満の人に対する扶養控除の廃止に伴い、控除対象配偶者又は扶養親族が同居の特別障害者である場合にお

　いて、配偶者控除又は扶養控除の額に２３万円を加算する措置を、特別障害者に対する控除額（３０万円）に加算する

　ように改正されました。

※これらの扶養控除の変更に伴い、サラリーマンなどが勤務先へ提出する「給与所得者の扶養控除等（異動）申告」　

　の内容が一部変更され、「住民税に関する事項」として年齢１６歳未満扶養親族を記載する欄が設けられています。

　年齢１６歳未満の人の扶養控除は廃止されますが、個人の市県民税の非課税限度の算定には、控除対象親族には含

　まれない扶養親族の人数を含めて判定するため、「住民税に関する事項」欄に年齢１６歳未満の扶養親族を申告して

　いただく必要があります。この欄が正しく記入されていないと、扶養親族の障害者控除や寡婦（寡夫）控除なども

　適用できず、正しい住民税の課税ができなくなりますので、十分にご注意いただき正確に記入してください。

　もし、誤って１６歳未満の扶養親族の記入をせず「平成２３年給与所得者の扶養控除等（異動）申告」を提出し、その

　訂正をしないまま勤務先から「平成２３年分給与所得の源泉徴収票」の交付を受けた場合は、確定申告（もしくは

　住民税申告）をしてください。

③寄附金税額控除の適用下限額が引き下げられました

　寄附金税額控除が現行５,０００円以上から２,０００円以上に引き下げられました。

　※市県民税の控除対象となる寄附を行った場合は、確定申告書第２表の「住民税に関する事項」にある「寄附金

　　税額控除」の欄に、対象寄附金の合計金額をご記入ください

　※東日本大震災に係る義援金などを支出された人は、寄附金控除の対象になる場合があります

～寄附金・義援金を支払った方へ～

　個人が義援金などを支出した場合には、翌年に確定申告を行うことで、所得税が還付される場合があります。

　毎年、確定申告期には多くの人が税務署に来られ、大変混雑します。

　「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、画面案内に従って金額などを入力することで、税務署に出向くこと

なく、申告書を作成することができます。

　作成したデータは印刷して郵送するほか、インターネットで送信して申告することができます。

※確定申告には寄附金の領収書や受領書が必要となります

※確定申告や寄附金控除に関する情報については国税庁ホームページをご覧ください

　申告書などの作成は、ご自宅などから国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」で！

老親同居加算７万円あり

特定

扶養親族

４５万円

控除額の比較

老人

扶養親族

３８万円

一般

扶養親族

３３万円

一般

扶養親族

３３万円

一般

扶養親族

０万円

７０歳～２３歳～６９歳１９歳～２２歳１６歳～１８歳～１５歳

控　除　対　象　扶　養　親　族

扶　養　親　族
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採　用　情　報

平成２４年度に就業を希望する人の登録を受け付けます。

雇用する場合は面接等実施し、決定する予定です。

なお、登録されても雇用されない場合があります。

職　　種　一般事務、保育士、調理員、保健師（看護師）、

　　　　　給食配送運転手、土木など

対　象　者　年齢や居住地は問いません。

応募方法　市役所３階総務課や市のホームページで配

　　　　　布する専用の「登録申請書」に必要事項を記

　　　　　入して、総務課に提出してください。

 　総務課職員係　緯（６３）２１１３詳しくは

市役所日日雇用職員の登録を受け付けます

杵藤地区広域市町村圏組合　介護保険事務所　在宅認定調査員募集

　杵藤地区介護保険事務所では、在宅で認定調査ができる人を募集します。

介護保険法に基づく認定調査（調査および調査票作成）　若干名募集人員

武雄市・嬉野市地域および鹿島市・白石町地域調査地域

平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日（勤務成績で雇用期間の更新あり）雇用期間

保健師、看護師、介護支援専門員のいずれかの資格を有し、自宅にインターネットを接続しているか

接続可能な人
応募資格

介護保険事務所に出勤する必要はなく、自宅を拠点に業務を行います（自己所有車の使用） 勤務形態

市販の履歴書（顔写真貼付）と資格などを証明する書類の写しを応募先へ持参または郵送する応募方法

書類選考および面接（面接の日時・場所については後日連絡します）選考方法

２月１３日（月）～３月１２日（月）（当日消印有効）募集期間

〒８４９‐１３０４　鹿島市大字中村９１７－２

　　　　　　杵藤地区広域市町村圏組合　介護保険事務所　認定係　　緯（６９）８２２７

応　募　先

（問合せ先）

平成２４年度杵藤クリーンセンター　嘱託職員募集

 　杵藤クリーンセンター　緯０９５４（２６）３００３詳しくは

粗大ごみ処理施設　現場作業員　１人募集人員

胸杵藤地区広域市町村圏組合構成市町に居住している人

胸普通自動車運転免許を有する人
応募資格

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

粗大ごみ処理施設などのごみ処理作業および埋立処分場までの運搬作業職務内容

杵藤クリーンセンター内（武雄市朝日町大字中野）　８時３０分～１７時１５分勤務地・勤務時間

履歴書（様式は問いません。顔写真貼付）を応募先へ持参または郵送する応募方法

書類選考および面接（面接の日時・場所については書類審査後に連絡します）選考方法

２月１０日（金）～２９日（水）（当日消印有効）募集期間

〒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

市税等の収納事務を行う非常勤の収納嘱託員を募集します。夜間や休日の徴収もあります。

雇用期間　平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日　※継続雇用の場合あり

応募方法　専用履歴書（市ホームページまたは税務課窓口に備え付け）に必要事項を記入して、市役所１階税務課に

　　　　　提出してください（郵送可、２月１６日（木）の消印有効）

募集期間　２月１日（水）～２月１６日（木）（土・日・祝日を除く）　※３月１日（木）に面接試験を実施予定

 　税務課納税相談係　緯（６３）２１１８詳しくは

市 税 等 収 納 嘱 託 員 を 募 集 し ま す

報酬業務内容
応募資格

（欄内の条件をすべて満たしていること）
募　集
人　員

月額固定給
５８,８００円

と能率給を支給

市税等の収納事務（夜間や

休日の徴収あり）

潤昭和２２年４月２日～昭和４６年４月１日に生まれた人
潤平成２４年２月１日現在で鹿島市に住民登録をし、引き
　続き居住している人
潤日本国籍を有し、成年被後見人または被保佐人（準禁
　治産者を含む）でない人
潤自動車の普通免許所有者

１人
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　市では、毎年１２月の「人権週間」啓発活動の取り組みと

して、市内小中学生を対象に人権作文・標語・マンガの募

集を行っています。今年も人権や思いやりの心の大切さな

どを表現した作品が多く寄せられました。その中から、こ

こに特選作品を紹介します。

　ご家庭でもぜひ一緒に、人権について話し合いをもって

いただければと思います。

 　同和対策課　緯（６３）２１２６詳しくは

小中学生人権作文・標語・
マンガコンクール

－　特選作品の紹介　－

平成 ２３年度

怯人権作文

特選作品の紹介　愚　人権作文

　とびばこのじゅぎょうで、５だん

を何回もちょうせんしたけど、とべ

なかった時、友だちが「がんば

れ。」とおうえんしてくれました。

わたしは、うれしくて「あきらめな

いで」と思いました。しかし、おう

えんしてくれたのに、とべなくてく

やしくなりました。

　でも、おうえんしてくれて、がん

ばる力がどんどんわいてきたので、

つぎは、ぜったいとべるような気が

しました。

　わたしが、こまっている時は、や

さしく声をかけてたすけてくれたり、

たのしい時はいっしょに笑ってくれ

る友だちは、たいせつなたからもの

だと思いました。

　だから、友だちがしてくれてうれ

しかったことは、わたしもおなじよ

うにしてあげたいし、ぎゃくにいや

な気持ちや、かなしい気持ちになっ

たこと、自分がされたらいやなこと

は、ぜったいにしてはいけないと思

いました。

　友だちだけでなく、かぞくや、私

のまわりにいる人たちに、みんなに

もおなじように思いやりの気持ちを

もって、あいての気持ちを考えるこ

とができるようになりたいです。

大すきな友だち

わしざき　れな　さん
（明倫小２年）

　わたしのおじいちゃんとおばあ

ちゃんは、目がみえません。お母さ

んが生まれる前から目が見えなかっ

たそうです。

　お母さんが子どものころに、おじ

いちゃん、おばあちゃんをつれてあ

るいていると、まわりの人が、じろ

じろと見ていたそうです。まわりの

人が、いつもじろじろ見たり、こそ

こそと、何かいったりしたので、お

じいちゃんとおばあちゃんをつれて

外にでたくなかった時があったそう

です。

　わたしは、どうしてじろじろ、こ

そこそするのかわかりません。目が

見えない人が外をあるく時は、見え

る人がつれていってあげるのがふつ

うだと思います。それをじろじろ見

る人は、おかしいと思います。

　目が見えない人は、いろんなりゆ

うがあって見えなくなっています。

ほんとうは、いろんなモノをみたい

と思います。おばあちゃんとおじい

ちゃんは、お母さんのかおも見たこ

とがありません。だから、わたした

ちのかおも見たことがありません。

　わたしは、おじいちゃんとおばあ

ちゃんが、こまっていたら、すぐに

たすけてあげます。何かをさがして

いたら、すぐに見つけてあげます。

外をあるく時には、わたしがせんと

うになってつれていきます。

　家ぞくじゃない人も、見えない人

を見かけたら声をかけてあげたり、

つれていってあげたりしてほしいと

思います。みんながやさしくしてあ

げたら、みんなが楽しくくらせると

思います。

　そんな世の中になるようにねがっ

ています。

わたしのおじいちゃんとおばあちゃん

まつもと　ゆめあ　さん
（明倫小２年）
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　私は、先生から「いっちゃん、ご

めんね」という話を聞きました。こ

の話を聞いてとってもかなしい気持

ちでいっぱいになりました。私は、

こんな事をした事もないし、された

事もないので、私のまわりでは、人

が大切にされていると思います。

　いっちゃんを最初にいじめた、た

けちゃんは、ひどいと思います。人

を泣かせたら人を大切にしていない

ということだからです。

　りょうちゃんはやさしいです。な

ぜかというと、どちらの味方にもな

らず止めに入るからです。

　私のクラスには、いっちゃんみた

いにいじめられる人も、たけちゃん

みたいにいじめる人もいません。ま

た、りょうちゃんみたいにいじめを

止めに入るようなやさしい人は、た

くさんいます。私もその中の一人に

なりたいし、人からは、やさしいな

と思われたいです。

　だから、私は今、自分の中でやさ

しい人になれるように気をつけてい

ます。たとえば、こまっている友だ

ちを助けたり、一人でいる友だちに

声をかけています。

　これからも、いじめがなくなるよ

う、友だちを助けたり、声かけした

りしたいと思います。

「いじめ」をやめよう

徳村　あいり　さん
（明倫小３年）

特選作品の紹介　愚　人権作文

　先日、テレビで二つのことを見て

考えたことがあります。

　一つ目は、ブラインドサッカーと

いう、目が見えない人達がするサッ

カーです。音や声でボールの位置や

人の位置を感じます。

「ボイ」と言って、「自分がボールを

持っているよ」などを周りの人に伝

えます。目の見える人が、ゴールの

後ろに立ち、「ゴールまで○ｍ！」や

「左○ｍ、ゴール正面！」などと

いってシュートをします。

　取材をしていた人が、ブラインド

サッカーを体験しました。目の見え

ない人と取材をしている人で対戦し

たら、圧倒的に目の見えない人達が

勝ちました。取材した人は、

「すごい！」

という言葉をたくさん言って、

「とても、目が見えないとは思いま

せん。」

と、おどろいていました。目の見え

ない人達は、パス、シュートを正確

に決め、どんどん点数を決めていま

した。

　二つ目は、映画、「神様のカルテ」

の主題歌を作曲した人のことです。

それは、ピアニスト、辻井伸行さん

です。辻井さんは、目が見えないけ

れど、作曲するとき、映画を作る現

場に行って、その場の空気などを感

じ、二、三時間で曲を完成させまし

た。その曲は、優しさ、悲しさ、喜

び、あたたかさを感じさせる曲でし

た。

　辻井さんは、「ピアノはぼくの友

達」と、言っていました。楽ふもな

く、自分の頭の中にすべての音楽が

入っていました。辻井さんの心の中

の気持ちが、曲で伝わってきました。

小さいころから、お母さんにいろん

な所に連れていってもらっていたそ

うです。心の目で見た、その風景を

曲にしている辻井さん。目が見えな

いのに、心の目で見て、全部曲に表

す。私には、とてもできません。

　この二つで思ったこと。それは、

目が見えないけど、私達にはない、

聴く力、曲を考える力、心の目で感

じる力など、優れたところがたくさ

んある人達だということです。努力

する力もすごいと思います。目の見

えない人達は、努力を私達の何十倍

もしていると思います。

　人権を守るということは、幸せに

なる権利を守るということだと思い

ます。いじめや差別は、その人の権

利をうばってしまうということです。

一人一人が持つ権利なのに、それを

うばってしまったら、その人が幸せ

になりません。目の不自由な人も、

目が不自由というだけでふつうに勉

強ができなかったり、就職ができな

かったりするのは、おかしいと思い

ます。

　体の不自由な人達が努力して、い

ろいろな所で生かすことができる世

界になればいいなぁと思います。

みんなの力を・・・

藤川　真有　さん
（明倫小６年）
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特選作品の紹介　愚　人権作文

　障害を持っている人とゲームをし

ました。私が一番びっくりしたこと

は、障害を持った方たちが、ゲーム

の先生で、ゲームの仕方を教えてく

ださったことです。最初、手や足ば

かりでなく、全身が自由に動かない

のに、本当にできるのかと不思議に

思っていました。

　実際にゲームをする所に行ってみ

るとふつうのゲーム機と少しちがっ

た機械がおいてありました。

　「マリオ」では、ストローとあごを

使って、コントローラーを動かしま

した。「ぷよぷよ」は、あごと足を

使って、ゲームをしました。「バラ

ンスゲーム」は、車いすに座ったま

ま、板の上に乗って、体のかたむき

でボールを動かすようになっていま

した。

　マリオの先生は、手も足も口もま

ひしていて、自由に動かせない方で

した。でも、ストローで上手に息を

すって、マリオを上手にジャンプさ

せていました。あごでバーを器用に

動かし、すばやく走らせていました。

私は、

「体が不自由なのに、すごい。こん

なに上手にゲームができるんだ。」　

と、びっくりしました。

　バランスゲームの先生も、手足が

不自由でした。でも、体を一生けん

めいに動かして、ゲームのやり方を

教えてくださいました。先生は残念

ながら、すぐにゲームオーバーとな

りました。すると、

「むずかしかあ。」

と、笑いながらおしゃべりをされま

した。

　私も実際にゲームをやってみまし

た。普通のゲームとはちがって、と

てもむずかしかったです。ストロー

が上手に使えず、息がすえず、ゲー

ムはすぐに終わってしまいました。

バランスゲームでも、体のかたむき

がおかしかったのか、すぐにゲーム

オーバーとなってしまいました。む

ずかしいなあと思っていると、手足

が不自由な先生が、

「もっと、体かたむけて。」

「上手！」

「おしい！でもその調子。」

などと、一生けんめい応援してくだ

さいました。先生は、口があまり動

かず、はっきりは聞き取りにくい話

し方でしたが、笑顔で私に話しかけ

てくださいました。ゲームはすぐに

終わってしまい残念でしたが、先生

が笑顔で応援してくれたので、私は

自分が元気をもらったようでした。

　ゲームをやってみて、障害がある

人も私たちと同じようにゲームが楽

しめるんだとあらためて思いました。

そして、ゲームにこんな工夫をして、

障害がある人も楽しめるように作っ

てくれた人は、本当にすごいと思い

ました。少し工夫をすることで、障

害のある人、病気のある人も、いろ

んなことにチャレンジできることが

分かりました。みんなが笑顔で、い

ろんなことにチャレンジすることは、

とても楽しいことだと思いました。

障害を持った方たちと、もっともっ

と話をして、いろんなことをいっ

しょに楽しみたいと思いました。

障害を持っている人もいない人も

田古里　奈津　さん
（鹿島小５年）

　人権とは、「人間が誰しも安全に

安心して幸せにくらせる権利」のこ

とです。一人ひとりに人権がありま

す。だから、誰でも安全に安心して

くらせるように、差別やいじめをな

くしていかなければいけません。

　例えば、学校で差別やいじめが

あったら、された人はこわくて、学

校に行けなくなってしまいます。し

た人は、いじめや差別をしたつもり

はなくても、された人は、そのこと

がずっと心の中に残ってしまい、学

校に来るのがこわくなってしまうの

です。そうならないようにするには、

一人ひとりが相手のことを考え、差

別やいじめをなくそうとすることが

大切だとわたしは思います。一人ひ

とりがそう考えれば、相手のことが

分かり、差別やいじめがなくなって

人権が守られると思います。

　それに、相手のことを理解し、思

いやりをもてば、誰でも幸せにくら

せると思います。思いやりを持てば、

誰にでも優しくすることができます。

優しくすることができれば、けんか

がなくなり、悪口などもなくなって

楽しく幸せにすごすことができます。

思いやりを持つことで、人権は守ら

れます。思いやりは自分の意思で持

つことができるので、一人ひとりが

思いやりを持とうとすれば、もっと

幸せに暮らせると思います。

　また、人権を守る大切さを体で表

現することも大事だと思います。考

えるだけでも人権の大切さは分かる

と思うけれど、それを体で表現した

方がもっといいと思います。体で表

現するということは、いじめがあっ

たらとめるということです。そうい

うことはむずかしいと思うけれど、

とても大切なことだと思います。行

動で表した方が、もっと思いは伝わ

ると思います。

　「差別やいじめをなくそうと考え

る。思いやりを持とうと思う。行動

で表す。」ということが、大事だと私

は思います。頭、心、体で分かるこ

とができるようになったら一番いい

と思います。

　でも一度に全部できるようにはな

らないと思うので、まず自分の心で

思うことから始めるといいと思いま

す。心で思うことができれば、少し

ずつできてくるようになると思いま

す。それに、一人ひとりが人権のこ

とを考えれば、大きな心にできると

思います。自分の心で考えることは、

誰にでもできます。なので、人権に

ついて、頭、心、体で感じてほしい

と、私は思っています。

一人ひとりの心

江﨑　美波　さん
（鹿島小６年）
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　僕は生まれつき耳が聴こえない先
天性難聴です。４才になる前に人工
内耳の手術を受けて、初めて、聴こ
えるようになりました。その前まで
は、どんなにうるさい音も聴こえま
せんでした。また父や母の言ってい
ることがわからなかったり、自分の
言いたいことを伝えられなかったり
して悲しい思いをしたことが何度も
あります。
　手術の後、生まれて初めて大きな
音を聞いて僕はびっくりして泣いて
しまいました。でも、音は聴こえて
も言葉を理解することはできません
でした。そこで、長崎県大村市のろ
う学校の幼稚部で、言葉を聴き取る
ために懸命にリハビリを受けました。
大変だったけど、同じようなリハビ
リを受けている友だちと話ができる

のはとても楽しかったです。家族の
中でも父や母、兄、姉と話をするこ
とができるようになってとても嬉し
かったです。早く話されると分から
ないので、一生懸命トレーニングを
してだいたいの話を聞きとれるよう
になりました。
　そして、だんだん人の話を聞いた
り話をするのが好きになり、もっと
沢山の人との話がしたくなって、地
元の小学校への転校を希望しました。
転校してすぐの時、僕がわからなく
て困った時に友だちが教えてくれた
り、「遊ぼうよ」とさそってくれたり、
毎日が楽しかったです。
　小学校を卒業し、中学校に入学し
てすぐ、一年生の皆の前で、自分は
耳が不自由で、早くしゃべられたら
わからないことや、後ろから話しか
けられても気付かないことなど、生
活の中で困ることをお願いしました。
　それから半年がたち、学級の友だ
ちは僕に近づいて話しかけてくれた
り、分からないことがあったら教え
てくれたりなど、もう感謝しきれな

いほどです。僕は皆に出会えて本当
に良かったと思います。だから、お
互いに助け合い、励まし合ったり、
お互いを尊敬し合ったりしてお互い
を区別しないことで、皆幸せになれ
るのではないかと思います。お互い
の間に強い絆が生まれてきます。
　僕の将来の夢は、ろう学校の教師
になることです。なぜならば、僕は
今までいろいろな人にお世話になっ
たので、恩返しということで僕のよ
うに耳が不自由な子どもたちや何か
に困っている人を助けたいからです。
僕は今、夢があるからいろんなこと
をがんばれます。だから、夢を持つ
ということはやっぱり良いことだと
思います。
　こんな僕が夢を持てたのは、僕が
困った時、助けてくれたり僕と一緒
に遊んでくれたりなどたくさんの人
たちが僕に関わってくれたからです。
僕はこれからも多くの人との関わり、
人との絆を大切にしていきたいと思
います。

みんなと共に

勝屋　顕之　さん
（西部中１年）

特選作品の紹介　愚　人権作文

　私は人権について考えるとき、修
学旅行で学んだ特攻隊のことを思い
出します。今年の五月、平和学習を
するため、知覧を訪れました。事前
に私たちは、特攻隊のことについて
少し勉強をして行きました。しかし
行ってみると、勉強していたよりも、
特攻隊がはるかに悲惨な出来事で
あったということが分かりました。
また、講話やフィールドワークでの
話を聞くと、その時のおそろしさが
ありありと伝わってきました。
　私は、特攻隊というものは、自分
で志願をして行くものだと思ってい
ました。でも、本当は国からの命令
で強制的に行かされていたことを知
りました。また、平和会館では、特
攻隊員たちが残したたくさんの遺書
を見ることができました。その中に
は、「お国のために死んできます。」
とか、「お国のために死ねることが
光栄です。」という前向きな言葉ばか
りでした。しかし、それが本当の特
攻員たちの気持ちではないことを知
りました。本当は、「嫌だ。」とか、
「特攻隊に行きたくない。」とか、
「死にたくない。」と思っていてもそ
のことを遺書に残すことができな

かったそうです。自分の思っている
ことすら伝えることができないなん
て、つら過ぎると思います。平和会
館では、特攻隊についてたくさんの
勉強をしましたが、自分が死んでま
で敵をたおしに行くということは、
人間らしい生活が送れているとはい
えません。人権を無視していると思
います。今だったら自分が死んでま
で、敵をたおすということはありえ
ないと思います。でも、戦争中はこ
んなありえないことがおこるくらい、
とてもこわくておそろしい世の中
だったんだろうなあと思います。
　また、私は六月平和集会で、沖縄
戦についての勉強も行いました。特
攻隊の犠牲者は兵士ですが、沖縄戦
で一番被害を受けたのは、女性や子
どもといった、戦争に関係のない人
たちです。日本軍に防空壕を追われ、
集団自決で多くの命がうばわれまし
た。あまりにも人権を無視した行為
だと思います。いつも爆弾から逃げ
回って、いつ死んでしまうか分から
ないなんて、怖くて怖くてたまらな
いと思います。沖縄戦や特攻隊だけ
でなくすべての戦争は最大の人権無
視、人権侵害であると私は思います。
戦争は、人間が人間らしい生活をで
きなくしてしまいます。戦争は、命
と心の自由をうばうおそろしいもの
だと思います。
　今、日本の憲法では、戦争はして
はいけないし、人権も尊重されると

いうことになっています。しかし、
それは今までの沖縄戦や特攻隊など
のたくさんの人権無視があったこと
の反省からあるものだと思います。
憲法で戦争をしないと決まっている
のは、とても安心だし、大切なこと
だと思います。しかし今、私は
ニュースを見て、この憲法を改正し
たいと思っている人たちがいること
を知りました。私は絶対嫌だし、私
たちの人権や平和はどうなるのかと
悲しくなりました。今までの経験か
ら生まれたこの憲法は、ずっとこの
ままであってほしいと思います。も
う二度とあのような悲惨な出来事が
おこらないようにするためにも、改
正してはいけないと思います。そし
て何より憲法に書かれていることや
人権を、私たちが大切に生かしてお
くことが大切だと思いました。
　私は今まで、憲法に守られている
暮らしが当たり前になっていて、憲
法について深く考えたことなどあり
ませんでした。しかし、特攻隊や沖
縄戦についての勉強をしたことで、
憲法について考えることができまし
た。また、憲法の大切さも分かりま
した。たくさんの悲惨な人権無視、
人権侵略の反省から生まれた憲法を
守り続け、みんなが安心して平和に
生きられる社会をつくっていけるよ
うに努力したいと思います。

平和な暮らしを守るために

貞方　優希　さん
（西部中３年）
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特選作品の紹介　愚　人権作文・人権標語

あそぼうよ　きみのひとこと　うれしいな

中島　みずきさん（鹿島小３年）

やめようよ　人の人権　うばうこと

成富　彩香さん（西部中３年）

その言葉　こうかいしないか　たしかめて

兼武　志穂さん（東部中２年）

思いやり　ためらわないで　行動に

山崎　滉一さん（東部中１年）

無視するな　君がされたら　どう思う

一ノ瀬　涼太さん（鹿島小６年）

怯人権標語

　「差別」
　この言葉を聞くと、心が重く悲し
い気持ちになります。
　今の世の中、どうしてたくさんの
差別があるのでしょうか。私が知っ
ているだけでも、人種差別、障害者
差別などがありますが、どれも今に
始まったものではありません。昔か
ら理不尽な考えのために、たくさん
の人たちが苦しい思いをしてきたの
です。
　どれも自分のことだけでなく、相
手を思いやり尊重する心があれば、
必ずなくすことができるものだと思
います。
　私が、こう思えるのも、私の姉の
影響が大きいのです。
　私の姉は、体が少し不自由です。
でも、私は生まれてからずっと一緒
に過ごし生活してきたのでそのこと
を特別に意識することはありません
でした。
　でも、小さい頃に一度だけ、祖母
に「どうして、お姉ちゃんは少し違
うの」と聞いたことがあるそうです。
　このことについての記憶はありま
せんが、今思うとばかなことを聞い
たなあと思います。答える祖母も小
さかった私に何と説明したらいいの
かとつらい気持ちだったことでしょ
う。でも、それ以来こんな質問をし
たことはありません。それは、姉を

見ていて「ちがう」ということが意
味のないことだと思えるようになっ
たからだと思います。
　私は、姉と外へ出かける時に、他
の人から変な目で見られた経験は、
あまりありません。むしろ優しく声
をかけてくれた人が多かったです。
それは、とてもありがたく姉はもち
ろん家族全員嬉しかったです。
　だから、体の不自由な人がいても
優しい心で接していくことが何より
大事なことだと思います。
　私の姉は、私が小学校の時はもち
ろん、兄が小学校の時から地元の学
校のみんなと交流をしていました。
その交流の中で姉はたくさんの優し
さに包まれていました。交流をして
くれたクラスの人たちは姉の好きな
色を使った手作りのおもちゃを作っ
てくれたり、歌を歌って一緒に楽し
んだりしてくれました。姉は表情が
とても豊かなので、嬉しそうなのは、
すぐに分かりました。私も、クラス
のみんなが姉のことを理解し、優し
く接してくれたことが本当に嬉し
かったです。交流ができて良かった
と心からそう思いました。
　私の母は、姉が高校生になっても
地元の高校などと交流を続けていま
した。そのおかげで、私も姉を通じ
て、たくさんの人と知り合うことが
できました。交流は、人の心をつな
げてくれる、すてきなことなので
もっと広がるといいなと思いました。
　鹿島市では毎年１１月に、「はあと
ふるひだまりコンサート」が開催さ
れます。これは、体の不自由な人た
ちもみんなと同じようにがんばって

いる姿を見てもらうことで、共に手
を取り合って生きていこうという
メッセージが込められているコン
サートです。今年で１１回目を迎え、
私の姉も１回目から出場しています。
毎年、ほとんど満席でハートフルの
輪が確実に広がっていることが、
とっても嬉しいです。世の中には、
様々な個性をもったいろんな人がい
ます。だから、お互いの良さを認め
合い助け合って生きていかなければ
ならないと思います。
　今、私の姉は佐賀の施設にいて、
週末を家で過ごしています。私も
時々その施設へ行きます。そこには
姉と同じように、少し体が不自由な
人がいます。そして、そのお世話を
してくださる、優しい笑顔の施設の
職員の人たちや看護師の方がいます。
私はそこへ行くたびに普通の学校と
変わらないなと思っています。面倒
見のいい子やＴＶが好きな子、おと
なしい子など、いろいろな個性の子
がいるからです。みんな、施設の方
やお医者さん、看護師の方々の助け
をかりて一生懸命生きているのです。
私の姉や周りの人はとても優しいで
す。だから、心の優しい人たちを差
別なんてしてほしくありません。
　今、よく聞かれるようになった
「バリアフリー」。町にも、人の心
にも段差をなくし、差別をなくし、
みんながお互いを思いやる優しさに
あふれた世の中になるよう、私も姉
と一緒に努力していきたいと思いま
す。

差別のない世の中を

中原　幸来　さん
（西部中３年）

あいさつは　人をなごます　愛言葉

馬場　なつほさん（鹿島小５年）

ごめんねと　ゆうきをだして　なかなおり

まつ下　りきさん（明倫小２年）

ありがとう　言われて心が　ぽっかぽか

本村　みさきさん（浜小３年）

負けないで　一人じゃないよ　ぼくがいる

峰松　大騎さん（浜小５年）
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怯人権マンガ

タイトル　あなたはどっちの心？

作　　者　まつうら　さきさん（明倫小４年）

タイトル　みんな笑顔

作　　者　松尾　萌さん（能古見小６年）

タイトル　どれだけきれいな世界になるか俺は見てみたいの

作　　者　古賀　かれんさん（西部中２年）

特選作品の紹介　愚　人権マンガ

タイトル　増やそう笑顔の心を！

作　　者　松原　真優さん（北鹿島小５年）

タイトル　いじめ

作　　者　幸尾　綾華さん（西部中１年）

タイトル　救いの手

作　　者　横山　楓さん（西部中２年）
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エイブルからのお知らせなど

杉　光　 定 　展
さだむ

床　の　間
コーナー

　２月・３月の床の間

コーナーは、市内在住

の洋画家　杉光　定さん

をご紹介します。

　杉光さんは、一昨年の春に教員を退職

され、行動美術協会会員で、鹿島美術人

協会会長も務められています。今回は、

幅広い表現の作品を展示します。

　ギャラリートーク開催！！

　３月４日（日）１４時～床の間コーナー前

展示期間　２月１日（水）～３月３０日（金）

 　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５００円/１回

エイブル２階

調理実習室

２月１０日～平成２５年１月１１日

［月１回　金曜日］　１０時～１３時
迎　りつ子さん２０人

アレンジ料理教室

（金曜日コース）

楽大生　５００円
一　般１，０００円
材料費１，０００円

エイブル２階

調理実習室

２月５日（日）

［１回限り］　１０時～１３時
 金 　　 慶淑 さん
キム キョンスク

２０人
韓国料理教室

～キムチ漬けとトック～

公
開
講
座

行事のお知らせ市　民
図書館

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

恭パスワード登録のご案内

　平成２３年１０月１日のシステム

更新により、図書館のカウンター

やホームページ・携帯電話から、

図書カードのパスワード登録が

できるようになっています。

　登録されると、パソコンや携帯

電話、館内の検索機から借りてい

る資料のチェックや予約が出来

るようになります。

 　市民図書館 （６３）４３４３詳しくは

第１０回 エイブル祭り参加者募集中！

　今回で１０回目を迎える「エイブル祭り」を、５月１２日（土）～１９日（土） 

（１４日（月）も１７時まで開館）で開催します。

　ただいま出演者、出展者を募集しています。詳細は楽修大学へお問い合わせ

いただくか、エイブルの木2月号をご覧ください。

申込締切　２月１０日（金）

　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）１８時３０分～

と　こ　ろ　エイブルホール

発　売　日　２月２５日（土）～

コーラス隊募集中！

　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。

募集締切　２月１９日（日）（先着順）

参　加　費（当日チケット代など含む）

　　一般　４,５００円（楽修大学生　３,５００円）

※今回の参加費は楽修大学の自主事業のため、

　一般の公演よりも低く設定されています

申込方法　申込書（エイブル内に備え付けまたはＨＰから

　　　　　ダウンロード）を持参するか、電話

　　　　　でお申し込みください

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

 

　　　かしま市民立楽修大学

　　　緯（６３）２１３８

http://www.kashima-gakushu.com

申込・問合せ先
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“Break a leg” 

今月のキーフレーズ

№７４

　（ジョー）　とてもドキドキしてるんだ。

　　　　　　１００人以上もお客さんが来てるよ。

　（マーク）　うまく出来るさ。成功を祈るよ。

　（ジョー）　ありがとう。

Joe:

Mark:
Joe:

I'm so nervous. There are over 100 people 
in the audience. 
You'll do fine. Break a leg!
Thanks.

舞台やレースなどの成功を祈るという表現です。 ジョリン先生

　（マーク）　そこでの成功を祈るよ。

　（ジョー）　ありがとう。僕、このレースで本

　　　　　　当に勝ちたいんだ

Mark:
Joe:

Break a leg out there!
Thanks! I really want to win the race.

　１１月２９日に今年もことば大好き集

会がありました。学年毎に言葉にこ

だわり、趣向を凝らした出し物を工

夫し発表しました。集会委員会のこ

とわざ大百科や言葉クイズもあり、

国語について関心を深めることがで

きました。６年生の創作俳句「父の

さいふ　むだに重いが　小銭だけ」

など笑いもあり、楽しい出し物で盛

り上がりました。

「楽しかった　ことば大好き集会」

　　　　　　　５年　川良怜依奈

　今日、ことば大好き集会がありま

した。私たち５年生は群読をしまし

た。昨日までは全然覚えていなかっ

たけど、夜にずっと練習をしたら言

えました。終わったときにはほっと

しました。

　１年生は初めてのことば大好き集

会なのにみんな大きな声が出ていま

した。２年生はいろいろな詩をいっ

ぱい発表してくれました。３年生は

サーカスのライオンを群読してくれ

ました。みんな声がよく出ていたと

思いました。４年生はことわざや詩

を発表してくれました。私の知らな

いことわざがいっぱいありました。

６年生は自分たちで作った俳句を発

表してくれました。俳句に合わせた

劇もついていておもしろかったです。

後ろに座っているお母さんたちも

笑っていました。

　来年で私たちは最後のことば大好

き集会なので楽しみたいです。

ことば大好き集会

鹿島小学校

校学 だ よ り

No.１７７

寓６年生の音読劇「詩と心の俳句」

こんなときこのひとこと、学校だより
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　市内の小・中学校と統合前の旧中学校（鹿島

中、能古見中、古枝中、浜中、北鹿島中、七浦

中）の校歌を集めた校歌集「懐風満帆（かいふ

うまんぱん）」が２月上旬に完成予定です。

　これは、小・中学校を卒業された皆さんが、

懐かしい友と集う同窓会などで利用できるよう

に現役の児童生徒の歌声で校歌を録音したＣＤ

と学校の沿革や伴奏譜などを冊子にまとめたも

のです。ぜひ多くの人にご利用いただき、昔を

懐かしんでいただきたいと思います。

　なお、この校歌集は、各小・中学校や鹿島市民図書館などに備える予定ですので、ご利用ください。

 　教育総務課　緯（６３）２１０３詳しくは

小学校・中学校の校歌集を作成しました
お
知
ら
せ

　市では、暴力団の排除を推進するため、鹿島市暴力

団排除条例の制定を予定しています。

　そこで、鹿島市パブリックコメント手続実施要綱に

基づき、市民の皆さんの意見を参考とさせていただく

ため、次により意見を募集しています。

意見をできる者

　市民、市内への通勤・通学者、市内に事務所などを

　有する法人・団体

意見を求めるための公表資料および資料取得方法

　胸条例（案）および条例（案）の概要

　　市のホームページに掲載しています

　　また、市役所３階総務課でも配付や閲覧ができます

意見の記載・提出方法

　胸記載の仕方については、形式などは問いません　

　　ただし、住所、氏名（法人・団体は、所在地、名

　　称、代表者）を明記してください

　胸提出方法は、総務課へ直接提出するか、ＦＡＸ、　

　　郵便、電子メールで送付してください

意見募集期限　２月１６日（木）まで

 

　鹿島市役所　総務部総務課行政係

　〒８４９－１３１２

　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　緯（６３）２１１３　姉（６３）２１２９

　糸gyousei@city.saga-kashima.lg.jp

　ホームページ http://www.city.kashima.saga.jp/

問合せ・提出先

鹿島市暴力団排除条例（案）に関する意見　募集中
募
　
　
集

　市では、第３期となる鹿島市障害福祉計画の策定を

予定しています。

　そこで、鹿島市パブリックコメント手続実施要綱に

基づき、市民の皆さんの意見を参考とさせていただく

ため、次により意見を募集しています。

意見をできる者

　市民、市内への通勤・通学者、市内に事務所などを

　有する法人・団体

意見を求めるための公表資料および資料取得方法

　胸計画（案）の概要

　　市のホームページに掲載しています

　　また、市役所１階福祉事務所でも閲覧ができます

意見の記載・提出方法

　胸記載の仕方については、形式などは問いません　

　　ただし、住所、氏名（法人・団体は、所在地、名

　　称、代表者）を明記してください

　胸提出方法は、福祉事務所へ直接提出するか、ＦＡＸ、

　　郵便、電子メールで送付してください

意見募集期限　３月１日（木）まで

 

　鹿島市役所　福祉事務所社会福祉係

　〒８４９－１３１２

　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　緯（６３）２１１９　姉（６３）２１２８

　糸fukushi@city.saga-kashima.lg.jp

　ホームページ http://www.city.kashima.saga.jp/

問合せ・提出先

第３期鹿島市障害福祉計画（案）に関する意見　募集中
募
　
　
集
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対象事業　鹿島の自然・歴史・文化・産業などを活か

　　　　　した地域づくりを行う事業

応募要件　実施主体が市内の団体・個人

　　　　　平成２４年４月～９月末までに終了する事業

　　　　　であること

交　付　額　対象事業費の７０％以内で予算の範囲内

申請方法　市役所３階企画課に備え付けの申請書に必

　　　　　要事項を記入し、企画課へご提出ください。

締　　切　２月１７日（金）１７時までに必着

選考方法　書類選考の上、面接（２月末頃予定）を実施します

　　　　　（面接日は直接申請者へ連絡します）

交付決定　４月初旬に申請者へ連絡します

 　企画課企画係　緯（６３）２１０１詳しくは

平成　２　４年度前期『ふるさとづくり交付金』
－　 ふるさとへの思いを形にしてみませんか？　 －

お
知
ら
せ

　平成２年から始まったこの交付金制度は、地域のイベントや伝承芸能の保存活動、特産品の開発などの事業に活

用されています。あなたの活動で「ふるさと鹿島」を盛り上げてみませんか？

家庭用ＬＥＤ電球などの購入補助金の
第２次受け付けを行います

　家庭用ＬＥＤ電球・ＬＥＤ照明器具の購入世帯に、

購入金額の半額（上限５,０００円）を補助します。

　ただし、すでに申請された世帯は対象外で、１世帯

１回限りとします。

※前回（１０月３日～１２月９日）ＬＥＤ予約券の交付を受

　け、未申請の世帯は申請期限を延長し、３月９日（金）

　まで受け付けます。

補助対象者　市内に在住し、住民基本台帳または外国人

　　　　　登録原票に登録されている人

補助対象品　平成２４年２月６日（月）以降に市内で購入し

　　　　　たＬＥＤ電球およびＬＥＤを使用した照明

　　　　　器具（電池式や屋外装飾用などは対象外）で

　　　　　購入金額が２,０００円以上のもの

補　助　額　購入額の半額補助（１００円未満は切り捨て）

　　　　　補助の上限額は5,０００円で１世帯１回限り

申請期間　２月６日（月）～３月９日（金）（土・日・祝日を除く）

予約券発行　２月６日（月）から市役所２階環境下水道課

　　　　　（９時～１２時・１３時～１７時）で予約券を発行

　　　　　します

　　　　　※予約券発行が３３０件に達した時点で終了

　　　　　※必ず予約券をもらってから購入してください

必要書類　①領収書（宛名、購入日、ＬＥＤ電球などの購入が確

　　　　　　認でき、店の印があるもの・レシート不可）の写し

　　　　　②預金通帳（申請者本人のもの）の金融機関

　　　　　　名や名義が確認できる通帳の写し

　　　　　③印鑑（認印可）

　　　　　④予約券

 　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６詳しくは

お
知
ら
せ

鹿島の資源を活かした特産品開発を応援します

　市の資源や特性を生かした特産品の開発に取組む方へ事業費の一部を支援し、新規産業の創出・地場産業の振興

を図ります。

鹿島市特産品開発支援事業の内容

　※平成２３年度の申込締切は２月１７日（金）までです

　※採択・補助額の決定については審査を行います

　※申請書の配布や事業の詳細についてはお問い合わせください

 　産業部農商工連携推進室　緯（６３）３４１１詳しくは

お
知
ら
せ

補助金額および対象期間補助対象経費対　象　者

胸対象経費の１／２以内を補助

胸１年度あたり上限５０万円まで

胸補助対象期間は２年度間を限度と

　します

　※２３年度については平成２３年４月１日

　　以降の事業が対象となります

胸各種専門家コンサルタント料

胸マーケティング調査費

胸広報宣伝費

胸試作費　　

などの市内の資源や特性を活かした特産品開

発に必要とする経費

※申請者などの人件費や開発後の販売促進費、

　領収書が無い支出などの経費は対象外です

市に住所または事業所があ

る企業・団体・個人で、市

内の資源や特性を活かした

特産品開発に取り組む方
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社会体育施設の使用予約を受け付けます
お
知
ら
せ

電話予約受付先施　設　名

（６３）２１２５生涯学習課北公園テニスコート

（６３）２１３８

かしま市民立

楽修大学

（エイブル内）

祐徳グラウンドＡ・Ｂ

中川グラウンド

横田グラウンド

市民体育館、市民武道館

各予約受付先へ

問合せの上、申し

込んでください

能古見公民館のごみふれあい楽習館体育館

古枝公民館林業体育館

浜公民館臥竜ヶ岡体育館

北鹿島公民館北鹿島体育館

七浦公民館七浦海浜スポーツ公園体育館

（６２）３３７９
鹿島市体育協会

（陸上競技場内）

陸上競技場、サブグラウンド 

市民球場

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

　平成２４年度の社会体育施設の予約受け付けを開

始します。

予約開始日　３月１６日（金）

予約受付月　４月～６月までの予約を受け付けます

　　　　　　※北公園テニスコートは、大会の予

　　　　　　　約のみ受け付けます

 　生涯学習課スポーツ係

　　　　　緯（６３）２１２５

詳しくは

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

　が済んでいる人です

潤掛け金

　１人５００円（年額）で、加入は１人一口です

　中途加入の掛金も１人５００円です

潤共済期間

　共済期間は４月1日から翌年３月３１日までです

　４月1日以降に加入申し込みをされますと、翌日か

　ら共済対象となります

潤加入申込

　市内の「ゆうちょ銀行・郵便局窓口」でできます

　申込書も備えてあります

潤交通災害の対象

　図のような走行中の交通

　事故による人身事故が対

　象となります

潤その他

　災害見舞金の請求や詳しいことは、気軽にお問合せ

　ください

 　市民課市民年金係　緯（６３）２１１７ 詳しくは

平成２４年度交通災害共済の加入申込を受け付けています
お
知
ら
せ

「経済の国勢調査」です。全国すべての

企業・すべての事業所が対象です。

調査票への回答をよろしくお願いします。

胸この調査は、統計法に基づく基幹統計調査で、

　調査票に記入して提出する義務があります

胸提出された内容は統計作成の目的以外（税の資

　料など）には、絶対使用しません

 　企画課情報統計係　緯（６３）２１０１詳しくは
平成２４年２月１日（水）

平成２４年
経済センサス

活動調査
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ペットボトルで収集できないもの

　ペットボトルは、飲み終わった後いろいろな利用方法がありますね。

　キャップに穴をあけて花の水やりに、ペットボトルウォーキングに、氷柱作りに、冷蔵庫の収納に、工作の材

料に・・・などなど。

　ペットボトルを再利用した後で、収集（リサイクル）できないものの例として

　胸異物が入っている

　胸汚れている

　胸本体にマジックなどで書いてある

　胸切ったりして加工してある

　これらは、もえるごみ袋に入れてください。

～　お　さ　ら　い　～

　ペットボトル（ＰＥＴマークがついた飲料用・しょう油・酒類・みりん風調味料のペットボトル）は、ピンク色の

ごみ袋に入れて出してください。

　出すときは

　①中を水で洗ってください

　②キャップをはずしてください。はずしたキャップは「プラスチック容器包装（黄色のごみ袋）」に入れてください

 　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６詳しくは

このごみどの袋

筋

芹

緊

菌
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　１月１８日（水）佐賀－上海路線の運航が始まりまし

た！中国最大のＬＣＣ（格安航空会社）である春秋航空

が、毎週水曜日、土曜日の週２回往復運航しています。

　上海までの運賃は片道３,０００円、４,０００円、５,０００円、

６,５００円、８,０００円、９,０００円 か ら３３,８００円（別 途、燃 油

サーチャージおよび上海浦東空港施設利用料が必要）

までのお得な運賃が設定されています。

　また、航空機の発着時間に合わ

せて乗合制のリムジンタクシー

を運行しています。空港直行な

ので乗り換えは不要です。ご利

用の際は、前日１７時までにご予約

ください。

胸運行ダイヤ

　有明佐賀（１２時４０分発）　虞　上海浦東（１３時４５分着）

　（所要時間：２時間５分）

　上海浦東（８時３０分発）　虞　有明佐賀（１１時１０分着）

　（所要時間：１時間４０分）

　※発着時間はすべて出発地・到着地の現地時間で表

　　示しています

胸航空券購入

　春秋航空ホームページで購入できます　　

　http://www.china-sss.com/jp

胸リムジンタクシー乗降場所

　肥前鹿島駅、鹿島市役所前、祐徳稲荷神社、道の駅鹿島

胸リムジンタクシー予約

　再耕庵タクシー　　緯（６２）２１７１

有明佐賀空港から上海へ！

No.９４

寓汚れた

　ペットボトル

寓落書きした

　ペットボトル

寓切り取った

　ペットボトル
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

　１月８日に行われた成人式では、久し

ぶりに会う同級生との再会に自然と笑み

がこぼれ、会場は華やかな雰囲気に包ま

れていました。

　式典の中で、新成人代表の小池みずほ

さんが、「両親をはじめ、家族、先生方、

地域の方々、そして素晴らしい友人たち

など数多くの人たちに支えられ、励まさ

れてきました。これからは社会に貢献し、

少しでも恩返しできるよう、今後、多く

のことを学び、努力していきます。」と

力強く決意の言葉を述べました。

二十歳の門出を祝う

明倫小開校２０周年記念式典を開きました

　昨年の１１月１３日（日）に、明倫小学校開

校２０周年記念式典を開きました。

　当日は、市長をはじめたくさんの来賓

や保護者の方にもご参加いただき、盛大

に祝うことができました。多くの方にお

祝いや励ましの言葉をいただき、学校が

地域の方によって支えられていることを

あらためて感じました。

　また、当日は「明倫まつり」も開催し、

たくさんの来場者でにぎわいました。

寓市民憲章を宣言

－中村光佑さん－

寓決意の言葉

－小池みずほさん－

寓アトラクションでは執行分の子ども浮立が披露されました

「災害時における相互応援協定書」調印式

　鹿島市・江北町・白石町・太良町・諫

早市の２市３町による「災害時における

相互応援協定書」の調印式が１月１８日に

鹿島市役所で行われ、それぞれの市・町

長が調印を行い、協定が締結されました。

　これによって、大規模災害が発生し、

独自では対応できない場合に、国道

２０７号・ＪＲ長崎本線の沿線市町での

防災資機材や備蓄物資、人的資源などを

相互に融通・応援する体制が整い、防災

力と災害対応力が強化されることになり

ました。

鹿島市消防出初め式

１月７日

恒例の鹿島市消防出初め式が中

川グラウンドで行われました。

市内６地区から集結した５２３人

の団員の皆さんは、『安心・

安全なまちづくり』推進のた

め、決意を新たにしました。

上海から鹿島へ

１月１８日

中国・上海の航空会社「春秋

航空」が佐賀－上海間に定期

便を就航し、その第１便で佐

賀空港に降り立った中国人観

光客の方々が祐徳稲荷神社と

肥前浜宿を観光されました。

冬の風物詩

３００年以上続く　ふな市

１月１９日

早朝から、活きのいい鮒の販

売、『ふなんこぐい』の試食、

もちつきやイベントなどが催

され、たくさんの人でにぎわ

いました。
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　国民健康保険・後期高齢者医療の

被保険者が亡くなられた場合、その

葬祭を行った人（喪主）に対し、申請

により葬祭費（国保２万５千円、後

期３万円）を支給しています。

　詳しくはお問い合わせください。

※葬祭を行った日から２年を経過し

　ますと、時効により支給ができな

　くなりますのでご注意ください。

 　保険健康課国保係

　　　　　緯（６３）２１２０

 

　ご家庭で眠っている品を提供して

いただけませんか？

　必要とする人に低価格で販売する

店舗を、福祉会館１階のふれあい福

祉センターに開設しています。

　売り上げについては全て市の福祉

活動や災害援助に役立たせていただ

きます。

　年間を通して常時受け付けていま

すので、ご協力をお願いします。

※未使用品に限ります。

受付時間　８時３０分～１７時１５分

　　　　　（土・日・祝日を除く）

受付場所　鹿島市社会福祉協議会

 　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯（６２）２４４７

おお知知ららせせ
国民健康保険・後期高齢者医療
葬祭費の支給制度があります

詳しくは

バザー用品の提供を
お願いします

詳しくは

 

　３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　２月１６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

 

　２月２４日１８時にデジサポ佐賀は閉

所（業務終了）となり、業務用電話の

ほか、一般受信者向けの受信相談電

話番号も廃止されます。

　２月２５日以降は、デジサポ九州・

沖縄が引き継ぎ、一般受信者の相談

は 地 デ ジ コ ー ル セ ン タ ー（緯

０５７０（０７）０１０１）で対応し

ます。

 　デジサポ九州・沖縄

　　　　　（２月２４日まではデジサポ福岡）

　　　　　緯０９２（５３１）２２９１

 

　本校生徒が作業学習で製作した、

木工製品・窯業製品・手工芸品を対

面販売しますので、ぜひお越しくだ

さい。

と　　き　２月２４日（金）１０時～１６時

　　　　　（生徒による販売は１０時～１４時）

と　こ　ろ　ゆめタウン武雄店

販売製品　調味料入れ、棚、皿、箸置き、

　　　　　壁掛け、ティッシュカバー、

　　　　　ビーズストラップなど

 　県立うれしの特別支援学校

　　　　　緯（６６）４９１１

介護保険制度説明会を
開催します

詳しくは

デジサポ佐賀が
閉所になります

詳しくは

うれしの特別支援学校
中学部校外販売会

詳しくは

 

　介護をしているご家族などで、介

護に悩んでいる人、時には日ごろの

思いや悩みを話してみませんか？

と　　き　２月１０日（金）１０時～１２時

　　　　　３月９日（金）１０時～１２時

　　　　　（時間内は出入り自由です）

と　こ　ろ　エイブル２階　和室

参　加　費　無料（申込不要）

 　鹿島市地域包括支援センター

　　　　　緯（６３）２１６０

 

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、

注文ください。

恭家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉

のチップはいかがですか。

　剪定した枝葉をチップ化し、それ

を発酵させて堆肥にしたものを使い

やすい袋詰めやトラック「バラ積み」

で格安にて販売しています。

恭刃物研ぎいたします。

　包丁、かま、のこ、チェーンソー

などの刃物研ぎをお受けします。

と　　き　２月１６日（木）８時３０分～

　当日都合がつかない人は、前日ま

　でにセンターへご持参ください。

恭会員を募集しています。

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　２月１６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

「介護のつどい」を
開催します

詳しくは

こんな仕事もお受けします
シルバー人材センター

問合せ・ご注文

　平成２３年１２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
鹿島実業高等学校女子全国高校駅伝出場２０,０００円１２月２０日餞　別
（株）サガン・ドリームス「２０１１シーズン終了報告会」１０,０００円１２月４日会　費
名刺印刷代（３００枚）１１,３４０円１２月２日その他

４１,３４０円合　計

平成２３年１２月
市長交際費支出状況表

情報掲示板　愚　お知らせ
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　不動産の相続・売買・贈与などの

登記、供託、債務整理、成年後見な

ど司法書士業務全般に関するいろい

ろなご相談をお受けします。

と　　き　２月１１日（土）１０時～１５時

と　こ　ろ　鹿島市民会館第４会議室

そ　の　他　当日は電話相談も受け付けます

　　　≪専用ダイヤル≫

　　　　緯０９５２（２８）３２０５

　　　　緯０９５２（２９）０６３５

 　佐賀県司法書士会

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

 

実施期間　２月１日（水）～２９日（水）

　　　　　１０時～１５時（土・日・祝日を除く）

相談場所　県内各司法書士事務所

相談方法　直接、県内の司法書士に

　　　　　予約をお願いします

相　談　料　無料

相　談　例

　・登記名義人が先々代のままです

　・パートナーに財産を相続させたい

　・相続人の中に行方不明の人がい

　　て、遺産分割協議ができません

 　佐賀県司法書士会

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

 

　平日に法務局へ相談に行くことが

できない人のために、休日の相談所

を開設します。

と　　き　２月１２日（日）１０時～１６時

と　こ　ろ　佐賀地方法務局武雄支局

相談内容

　胸土地・建物の登記相談

　胸戸籍に関する相談

　胸給与の差押えや家賃支払いなど

　　の供託に関する相談

　胸離婚・遺言・成年後見などに関する相談

　胸人権相談

 　佐賀地方法務局武雄支局

　　　　　緯０９５４（２２）２４３５

相相 談談
司法書士による

県下一斉無料法律相談会

詳しくは

相続登記はお済みですか
無料相談

詳しくは

全国一斉！
法務局休日相談所

詳しくは

 

　神経難病と診断された人や体の不

調や症状で悩んでいる人など、医療

に関する相談を受けています。

　一人で抱え込まず、専門の先生に

相談してみませんか？

と　　き　２月１５日（水）１４時～１５時３０分

と　こ　ろ　エイブル１階いきいきルーム

相　談　医　長崎川棚医療センター　神経内科医

相談申込　２月６日（月）までに電話

　　　　　で申し込んでください

 　杵藤保健福祉事務所　難病担当

　　　　　緯０９５４（２２）２１０５

 

 

　昭和６０年に旭ヶ岡公園の桜の保存

と育成を目的に発足した鹿島市桜樹

保存会では、今日まで約４００本の

桜を植樹し、また、桜の生育調査を

行うなど、より良い桜の環境づくり

を目指しています。

　今年も下記のとおり植樹祭を開催

し、市民の皆さんと共に桜の木を植

樹します。ぜひご参加ください。

と　　き　２月２６日（日）１０時～

と　こ　ろ　旭ヶ岡公園

※ご寄付についても、随時受け付け

　ています。皆さまのご支援よろし

　くお願いします。

 　鹿島市桜樹保存会事務局

　　　　　（鹿島青年会議所内）

　　　　　緯（６２）５６５６

 

　壮大な景観を展望できる矢答展望

所の開設に伴い、植樹祭を行います。

　どなたでも参加できますので、詳

しくはお問い合わせください。

と　　き　２月４日（土）９時～

と　こ　ろ　矢答展望所

苗　　木　クヌギ、ケヤキ、もみじ、いちょう、山桜、　

　　　　　ナンキンハゼ、つづじ、花みずきなど　７００本

 　七浦公民館

　　　　　緯（６２）８３２５

難病医療相談

申　込　先

イイベベンントト
鹿島市桜樹保存会

植樹祭

詳しくは

矢答展望所　植樹祭

詳しくは

 

 

　畳の上で死ぬためには？

　誰と最期を過ごしますか？

　家にいても痛みがとれるの？

　在宅支援医療ってなあに？

と　　き　２月５日（日）１３時～

と　こ　ろ　エイブルホール

参　加　費　無料

基調講演

　講　師　山岡　憲夫さん

　　　　　（大分県緩和ケア研究会代表）

　演　題　あなたの　のぞむ　ラストシーン

　　　　　～在宅看取りの現場から～

シンポジウム　

　座　長　宮本　祐一

　　　　　（佐賀のホスピスを進める会代表）

　シンポジスト　①小森　ヒロ子さん

　　　　　（訪問看護ステーションゆうあい看護師）

　　　　　②患者家族

　　　　　③日浦　あつ子さん

　　　　　（佐賀県立病院好生館緩和ケア認定看護師）

　　　　　④宮地　由加理さん

　　　　　（白石共立病院メディカルソーシャルワーカー）

ミニコンサート　オカリナとギターのコンサート

　　　　　（山の音楽家「シャナ」）

 　同会事務局　平川

　　　　　緯０９５２（８７）２３０３

 

と　　き　３月４日（日）１２時３０分～受付

と　こ　ろ　エイブルホール

講　　師　田中　欽二さん

参　加　費　５００円

 　ＮＰＯ法人　食と農と環境を考える

　　　　　食彩かしま　代表　中牟田

　　　　　緯（６３）２８１６

　　　　　緯０９０（８４１６）６０１１

講講 演演 会会
第８回　佐賀のホスピスを進める会　講演会

あなたの　のぞむ　ラストシーン

詳しくは

「食を考える」
～いのちを育むたべもの～

詳しくは

情報掲示板　愚　相談・イベント・講演会

介護保険料および
市税集合徴収分の
第９期の口座振替日は

２月　２　９　日（水）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）



広報かしま　Ｈ２４(２０１２).２.123

 

 

　冷蔵庫にある物、缶詰、惣菜など

を使って、短時間で“オレにもでき

る”“がばいやさしか”手料理講習

会に参加しませんか！

と　　き　２月２９日（水）１０時～１４時

と　こ　ろ　エイブル2階　調理室

講　　師　中村　邦子さん

内　　容　“オレにもできる”“がばいやさ

　　　　　しか”手料理のコツと作り方

対　　象　高齢者（男性大歓迎）や民生委員、

　　　　　介護食担当のホームヘルパー

定　　員　３０人（先着順）

参　加　料　１人５００円

持　参　品　エプロン・三角巾・手拭

　　　　　きタオル・飲み物（お茶など）

申込期限　２月２２日（水）

申込方法　下記へ直接申し込みください

 　

　　　　　生涯学習課社会教育係

　　　　　緯（６３）２１２５

　　　　　姉（６３）２１２９

 

　『教材は持ってるけど分らな

い・・・』『あれもこれも覚えたい』

『今年こそはパソコンを使って！』

という人、ぜひ受講してみませんか。

と　　き　２月６日（月）～４月２７日（金）

　　　　　毎週月・金曜日（いずれか１回）

　　　　　①１０時～１２時

　　　　　②１３時３０分～１５時３０分

　※ご希望の曜日・時間をお選びください

期　　間　３ヵ月間（一定の文字入力が

　　　　　できる人を対象にします）

と　こ　ろ　情報交流センターあすとプラザ

　　　　　旧東亜工機事務所ビル（横田）

内　　容　

　胸文字入力の基礎から文書作成、

　　図形や写真の挿入など

　胸エクセル基礎、インターネット

定　　員　各時間帯８人

参　加　費　４,０００円／月　教材費５００円

そ　の　他　ご自分のパソコンを持ち

　　　　　込みできます

 　ＮＰＯ法人フロンティア

　　　　　緯（６３）４５７１

講講習習会会・・教教室室
高齢者のための“オレにもできる”“がばいやさしか”
手料理講習会参加者募集

申込・問合せ先

初心者のための
パソコン教室

申　込　先

 

 

　小学校４年生～６年生を対象とし

た、２泊３日の宿泊体験です。

　年齢や学校が違う仲間と、ご飯を

作ったり寝泊りをし、学校へ通う共

同生活を送ります。

と　　き　２月２３日（木）～２５日（土）

と　こ　ろ　のごみふれあい楽習館

内　　容　１日目　レクリエーション

　　　　　２日目　天体観測

　　　　　３日目　アメリカパンでパン作り体験

対　象　者　市内小学校４年～６年生

※古枝・浜・七浦・北鹿島小学校は近くまで送迎します

定　　員　３０人

参　加　費　１,０００円

申込方法　所定の用紙（各小学校へ配布していま

　　　　　す）に記入の上、お申し込みください

申込締切　２月７日（火）

 　生涯学習課社会教育係

　　　　　緯（６３）２１２５

 

　入居予備者を、抽選により選考し

ます。詳細はお問い合わせください。

対象団地　鹿島・武雄・大町地区９団地

申　込　書　２月１日（水）から配布（日曜を除く）

　　　　　※４日（土）は配布・受け付けをします

受付期間　２月４日（土）～１０日（金）

　　　　　９時～１９時（日曜を除く）

抽　選　日　２月１７日（金）

 　指定管理者

　　　　　川原建設（株）武雄管理室

　　　　　緯０９５４（２６）０５２２

募募 集集
「ハウスキャンプ（通学合宿）」に

参加しませんか？

詳しくは

県営住宅入居予備者を
募集します

詳しくは

 

　新しく農業を始めるために必要な

基礎知識や技術を取得するための研

修が、佐賀県農業大学校で行われま

すので、参加者を募集します。

対　象　者　就農に意欲のある、おお

　　　　　むね６５歳以下の人

研修内容　講義・農作業体験・先進農家視察

募集締切　２月１０日（金）

期　　間　２月２７日（月）～３月２日（金）

受　講　料　無料

※受講申込書は市農林水産課農政係

でも配付しています

 　佐賀県農業大学校

　　　　　緯０９５２（４５）２１４４

 

　内閣府では、平成２４年度に実施す

る国際交流事業（「国際青年育成交

流」「日本・中国青年親善交流」「日本・

韓国青年親善交流」「青年社会活動コ

アリーダー育成プログラム」「世界青

年の船」「東南アジア青年の船」）の

参加青年を募集しています。

募集期間　２月１日（水）～３月２３日（金）

応募資格　１８歳以上３０歳以下

　　　　　（平成２４年４月１日現在）

　　　　　※「青年社会活動コアリーダー育成

　　　　　プログラム」のみ、２３歳以上４０歳以下

－説明会を開催します－

と　　き　３月１１日（日）１０時～１２時

と　こ　ろ　アバンセ第３研修室A（佐賀市）

 　県こども未来課青少年健全育成担当

　　　　　緯０９５２（２５）７３５０

さが新規就農希望者
養成講座参加者募集

詳しくは

青年国際交流事業に
参加しませんか

詳しくは

情報掲示板　愚　教室・募集

　「血圧が気になる」「健康診断で血
圧が高いと言われた」という人、高
血圧について理解を深め、日ごろ
の生活習慣について一緒に見直し
てみませんか？
　市では次の日程で高血圧予防教
室を開催します。参加希望の人は
保健センターまで申し込みくださ
い。参加費無料。
対　象　者　高血圧予防に興味のある人
　　　　　※原則両日参加できる人
　　　　　（１日目のみの参加も可）
定　　員　２０人（先着順）

１　日　目　２月２１日（火）１３時３０分～１５時３０分
　内　容　講演
　　　　　「高血圧はなぜ怖いか」
　　　　　（高血圧のしくみや予防）
　　　　　「高血圧予防のための栄養指導」
　　　　　（試食あり）
　ところ　保健センター内いきいきルーム
２　日　目　３月６日（火）１３時３０分～１６時
　内　容　調理実習
　　　　　「高血圧予防のレシピ紹介」
　持参品　エプロン、三角巾
　ところ　エイブル２階　調理実習室
 　
　保健センター　緯（６３）３３７３
申込・問合せ先

高血圧予防教室（全２回）を開催します
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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）３３７３２月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成２０年７月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票、尿
内　容　身体測定、育児相談、尿検査
　　　　　　　　小児科医の診察、　歯・目・耳の検査

９日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２２年７月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票
内　容　身体測定、育児相談、歯科診察、
　　　　　　　　小児科医の診察、　フッ化物塗布（希望者のみ）

２３日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２３年１０月生まれ
持参品　母子健康手帳
内　容　身体測定、育児相談、
　　　　　　　　小児科医の診察 

２２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

マイコプラズマ肺炎に注意しましょう！

　マイコプラズマ肺炎は、「肺炎マイコプラズマ」と

いう細菌に感染することによって起こる呼吸器感染

症です。マイコプラズマ肺炎は1 年を通じてみられ、

冬にやや増加する傾向があります。

　患者の咳のしぶきを吸い込んだり、患者と身近で

接触したりすることによって感染すると言われてお

り、感染してから発症するまでの潜伏期間は長く、2

～3 週間くらいとされています。

　発熱や全身倦怠感（だるさ）、頭痛、痰を伴わない

咳などの症状がみられ、咳は熱が下がった後も長期

にわたって（3～4 週間）続くのが特徴です。

感染防止のため、日ごろから次のことにご注意ください

胸手洗い、うがいを心がけましょう

胸咳が出る場合は、マスクを着用し、咳エチケットを

　守りましょう

胸かぜ症状が現れたら、早めに医療機関を受診しま

　しょう

怯感染症情報
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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７日（火）

七浦漁村センターぞ　うさん１４日（火）

鹿島小わんぱくクラブひよこさん２１日（火）

古 枝 公 民 館きりんさん２８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（２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）３３０９鹿島市　中牟田稗田産婦人科７日（火）

０９５４（４３）９３４１嬉野市　嬉野町野中医院１４日（火）

０９５４（４３）２１１１嬉野市　嬉野町田中医院２１日（火）

（６３）１１５８鹿島市　西牟田村山小児科２８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

１０日（金）　エイブル　『初めての・・・・・竃』

２４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

１１・・８８・・１１５５・２・２２２・２・２９９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

※来月は３月７日（水）です。

１１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

１１５５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

１１６６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

１１４４日（火日（火））

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

１日（水）　エイブル　『大好きな人に告白竃』

１７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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４月号３月号
３月２日２月２日

２月

 如月 
きさらぎ

３日（金）　祐徳稲荷神社　初午祭・節分祭

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　祐徳稲荷神社

５日（日）　講演会「あなたの　のぞむ　ラストシーン」・・・・［２２ページ参照］

　　　　　　　　　　　　　　エイブルホール　１３時～

１８日（土）　フライド・プライドコンサート

　　　　　　　　　　　　　　エイブルホール　１９時～

２６日（日）　桜樹保存会植樹祭・・・・・・・・・・［２２ページ参照］

　　　　　　　　　　　　　　　　旭ヶ岡公園　１０時～

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館１階

　９日（木）　受付１３時～１４時　　　　　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始

　２３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

　３日（金）　１０時～１５時

愚成人健康相談　保健センター

　１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

　６・１３・２０・２７日（月）、３・１０・１７・２４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）

　１５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

　２８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

　２３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

　７・２１日（火）　１０時～１２時、１３時～１５時　要予約

　市民課　緯（６３）２１１７

愚行政・人権・心配ごと相談　老人福祉センター相談室

　１・１５・２９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（２月分）

４・１８・２５日（土）、１１日（祝）
５・１２・１９・２６日（日）

市役所
保健センター

６・１３・２０・２７日（月）
２３日（木）

市民図書館

６・１３・２０・２７日（月）
生涯学習センター
（エイブル）

７・１４・２１・２８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。

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
家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
荒木建設　　　　　　緯（６５）２１２６
山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１

　４日（土）
　５日（日）
１１日（祝）
１２日（日）
１８日（土）
１９日（日）
２５日（土）
２６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）４０９０５日（日）

ミズ北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６１１日（祝）

ミズスカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５１２日（日）

アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８１９日（日）

オダ薬局ピオ店別府整形外科　緯（６３）３０６３２６日（日）




