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　今年1月に開催された箱根駅伝で総合３位の明治大学競

走部、３年ぶりの箱根復活を目指す大東文化大学陸上競技

部が蟻尾山公園（陸上競技場・クロスカントリーコース）、

中木庭ダム周辺などで強化合宿を行いました。

　両大学は、この合宿をステップにさらなる飛躍を目指し

ています。

写真
箱根駅伝伝統校　市内で強化合宿

市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい市の市の木木

平成２４年１月３１日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯１２－人４＋世帯１０,６０２人３１,４８５

世帯９－人７－世帯　５,２２６人１４,３６０鹿　　島

世帯５－人２－世帯　１,１５８人  ３,８３２能　古　見

世帯０人４＋世帯　　　９８０人  ３,１９９古　　枝

世帯３＋人５＋世帯　１,０５５人  ３,２０５浜

世帯０人４＋世帯　１,２１０人  ３,６９４北　鹿　島

世帯１－人０世帯　　　９７３人  ３,１９５七　　浦

人６＋人１４,７６６男

人２－人１６,７１９女

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）

№１０１９

明治大学練明治大学練習習風景（中木庭ダム周辺風景（中木庭ダム周辺）） 大東文化大学練大東文化大学練習習風景（陸上競技場風景（陸上競技場））
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春のイベント情春のイベント情報報

と　　き　３月２４日（土）、２５日（日）　１０時～１７時

鹿島酒蔵ツーリズムとは

　昨年、世界最大級のワイン・コンペティション「インターナショナル・ワイン・チャレンジ（ＩＷＣ）２０１１」にお

いて、「富久千代酒造（有）」の日本酒「鍋島　大吟醸」がＳＡＫＥ部門の最高賞「チャンピオン・サケ」を九州で初

めて受賞しました。

　この受賞を機に市内にある６つの蔵元が手を携え“酒蔵のまち鹿島”と“鹿島の酒”を全国に発信しようと「鹿

島酒蔵ツーリズム推進協議会」を発足しました。

　「鹿島の酒蔵を巡り、蔵人と触れ合い、彼の作る酒を味わう。その酒が生まれた土地を散策しながら食や文化、歴

史を全身で楽しむ。」そんな新たな旅のスタイルが鹿島酒蔵ツーリズムです。

市内６蔵の蔵開きを同時開催！

各蔵でさまざまなイベントを開催し、６蔵を巡るスタンプラリーを実施します

６蔵のスタンプが揃えば、景品が当たる抽選会に参加できます

スタンプラリーで６蔵を巡ってみましょう！

酒蔵手形を販売します

　期間中に６つの酒蔵でスタンプを押しながら巡っていく「酒蔵手形」 　

　（限定２００枚）を１,０００円で３月１日から予約・販売します

　　胸鹿島酒蔵ツーリズムオリジナルお猪口付き

　　胸６蔵いずれかの地酒（３００悪）１本プレゼント　※銘柄は選べません

　　胸６蔵のスタンプが揃えば、抽選で景品が当たります

　３月１日（木）からＦＡＸまたはメールで予約を受け付けます

　また、下記窓口で直接購入することもできます

　購入・予約はお早めにお願いします

 　鹿島市観光協会戦略推進室（JR肥前浜駅内）

　　　　　　　　　　　緯（６８）０００７　姉（６８）０００８

　　　　　　　　　　　Ｅメール　sakagura@kashima-kankou.com

予約・販売・問合せ先

建第１回鹿島酒蔵ツーリズム

①矢野酒造（かしま発酵まつり同時開催）

　新酒など試飲・販売、 一閑張 作品・掛け軸の展示、
いっかんばり

　くじ引き大会、甘酒ふるまい（２４日１１時～先着１００人）、

　酒まんじゅうふるまい（１１時～、１３時～各先着１００人）

②馬場酒造場

　酒の試飲・販売、能美の郷による物産販売、

　地粉を使っただご汁の販売（２５日のみ）

③幸姫酒造

　酒の試飲・販売、新酒酒粕の販売、酒蔵案内、

　地酒スイーツの販売、おつまみの試食と販売

④富久千代酒造

　新酒の試飲、日本酒ＢＡＲ、利き酒大会、

　フラメンコ

⑤光武酒造場

　酒の試飲・販売、瓶詰め＆ラベル貼り実演、　

　新酒しぼり（袋吊り）実演、しぼりたて新酒予約販売、

　酒ケーキ・酒プリン・酒蔵カレー・うどんなど

　の販売、餅つき大会、くじ引き大会、

　[別宅]喫茶店・日本画展

⑥峰松酒造場

　酒の試飲・販売、ミニはねぎしぼりたて原酒の試飲、

　しぼりたて生牛乳の試飲＆販売、バター作り体験、

　人気スイーツ・ドリンク販売、天草大王（地鶏）の

　炭火焼、かき焼き、ラーメン販売

※各蔵のイベント内容は変更になる場合があります
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春のイベント情春のイベント情報報

 　鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会

　　　　　市商工観光課観光振興係

　　　　　　　　　　　緯（６３）３４１２

　　　　　鹿島市観光協会戦略推進室

　　　　　　　　　　　緯（６８）０００７

詳しくは

６蔵巡り無料循環バスを運行します
　第１回鹿島酒蔵ツーリズムにあわせ、市内の６つの酒蔵を巡っていただく無料循環バスを運行します

　９時３０分から１７時まで３０分間隔（２５日は２０分間隔）でバスを運行します

　①～⑥の酒蔵で蔵開きが開催されます

循環バスルート（バス乗り場）

　鹿島バスセンター　閣　矢野酒造前　閣　横田公民館前　閣　馬場酒造場前　

隔　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       革

鹿島市役所　郭　肥前浜駅前　郭　浜大橋　郭　幸姫酒造前　郭　祐徳稲荷神社前

グリーンフェスタin鹿グリーンフェスタin 鹿島島
３３月月２４日中木庭ダム周２４日 中木庭ダム周辺辺

桜まつ桜まつりり
３３月月２４日２４日～～４月４４月４日日
旭ヶ岡公旭ヶ岡公園園

まちなか博物まちなか博物館館
３３月月１０日～３１１０日～３１日日
中心市街中心市街地地

かしま発酵まつかしま発酵まつりり
３３月月２４日２４日～～２５２５日日
矢野酒矢野酒造造

花と花と酒酒（咲け（咲け））まつりまつり
３３月月２４日～２５２４日～２５日日
肥前浜肥前浜宿宿

無料循環バス路線図

寓期間中限定発売の６蔵酒セット
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酒処肥前浜宿で新酒の香りと春の桜によいしれませんか？

と　　き　３月２４日（土）、２５日（日）　１０時～１７時

と　こ　ろ　肥前浜宿酒蔵通り、庄金地区ほか

内　　容　ＪＲ九州駅弁大会

　　　　　佐賀の酒飲み比べ、鹿島日本酒検定と利き酒大会

　　　　　伊能忠敬佐賀測量２００年記念イベントパネル展

　　　　　アンティーク着物レンタル（レトロ写真付、有料）

　　　　　酒蔵カラオケのど自慢大会（２４日）

　　　　　ほとめき会道おどり披露（２４日１３時～）

　　　　　酒蔵にわかまつりと演芸大会（２５日）

　　　　　酒スイーツフェスタ

　　　　　野畠面浮立、大村方獅子舞、茶会、アート展、　

　　　　　ミニライブなど

 　「肥前浜宿」花と酒（咲け）まつり実行委員会

　　　　　（いきいき館内）　緯（６９）８００４

詳しくは

春のイベント情春のイベント情報報

自然豊かな鹿島市で発酵食品をもっと身近に感じていただ

くために、楽しいイベントを企画しました。期間中は、中

心市街地の一店逸品運動参加店による「逸品」のＰＲ販売、

ほとめき会による道おどりの披露もあります。

どうぞ、お気軽にお越しください。

と　　き　３月２４日（土）、２５日（日）１０時～１７時

と　こ　ろ　矢野酒造　蔵開き会場（鹿島新町）

内　　容　２４日（土）　知って得する発酵クイズ

　　　　　　　　　　一店逸品のＰＲ販売

　　　　　　　　　　ほとめき会道おどり披露（１１時～）

　　　　　　　　　　※クイズ正解者には、後日発酵研究会

　　　　　　　　　　　からお得なサービスがあります

　　　　　２５日（日）　ＮＨＫの番組「きん四すた」で紹介さ

　　　　　　　　　　れた、ふるさと料理人　藤　清光さん監

　　　　　　　　　　修の「かきの大吟醸酒粕シチュー」を、

　　　　　　　　　　先着順で限定販売！

　　　　　　　　　　地元発酵食品や一店逸品の試食・ＰＲ販売

 　鹿島商工会議所　緯（６３）３２３１詳しくは

建第６回　かしま発酵まつり

建第１０回「肥前浜宿」花と酒（咲け）まつり

建まちなか博物館
お店やまちの隠れた魅力を掘り起こし、再発見する企

画『まちなか博物館』を開催します。期間中、まちな

かの約２５ヵ所の商店や事業所が、秘蔵の品や珍しいお

宝を展示するミニ博物館に変身します。お買いものな

どで商店街にお越しの際に、ちょっと足をのばして、

散策してみませんか？

と　　き　３月１０日（土）～３１日（土）　

　　　　　※店舗によって店休日などあり

と　こ　ろ　鹿島市中心商店街一帯

関連イベント

　胸鹿島美術人協会作品展

　　アンジェリック伊東[旧まつや１階]（３月１８日～３１日）

　胸織田病院医学資料館特別開館

　　（３月１８日～２５日）

　胸趣味のサークル等作品展

　　よらんね（３月１０日～２５日）

　　華央館（３月１８日～３１日）

 　鹿島商工会議所　緯（６３）３２３１詳しくは



広報かしま　Ｈ２４(２０１２).３.15

建３月開催分

建４月開催分

ところ行事名
開始
時間

開催日

市民体育館県西部地区高校剣道大会　９:００１１日（日）

鹿島小・明倫小・市民球場桜まつり学童軟式野球大会　８:００1７・１８・2０・２４

陸上競技場サブグラウンド佐賀県観桜少年サッカー大会　９:００１８日（日）

市民体育館ほか県下少女バレーボール観桜大会　８:３０２５日（日）

北公園４地区鹿島観桜テニス大会　９:００２５日（日）

市民球場鹿島市近接中学軟式野球大会　８:００３１日・４月7日

ところ行事名
開始
時間

開催日

西部中学校観桜中学女子ソフトボール　８:３０１日（日）

鹿島高校・市民武道館観桜少年柔道大会　９:００１日（日）

中川グラウンド観桜ゲートボール大会　８:００１日（日）

大手門会館旭ヶ岡観桜俳句大会１０:００１日（日）

市民武道館観桜弓道大会　９:００１日（日）

西部中学校桜まつり少年剣道大会　８:００１日（日）

横田公民館桜まつりチャリティ茶会１０:００１日（日）

福祉会館観桜囲碁大会　９:３０２日（月）

松陰神社境内桜まつり県下民踊大会１０:００４日（水）

市民体育館観桜卓球大会　８:３０８日（日）

春のイベント情春のイベント情報報

建旭ヶ岡公園桜まつり
期　　間　３月２４日（土）～４月４日（水）

　　　　　※桜の開花状況により期間を変更することが

　　　　　　あります

ライトアップ　１８時～２２時

イベント　胸カルメラ焼き無料体験（期間中の１３時～１７時）

　　　　　胸猿回し（３月３０日～４月４日）

　　　　　胸子ども遊園地（予定）

　　　　　※北園忠治さん（行成）にご協力いただきます

　　　　　※天候などにより日程、時間、内容が変更に

　　　　　　なることがあります

 　商工観光課　緯（６３）３４１２詳しくは

桜まつり関連行事

建グリーンフェスタ in鹿島・海の森　植樹祭
市では毎年３月に、 豊饒 の海をとりもどす目的で、河

ほうじょう

川の上流部に広葉樹を植樹する『海の森　植樹祭』を

実施しており、また、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開催してい

ます。

今回は、海の森植樹祭とグリーンフェスタを同時に開

催します。中木庭ダム湖畔公園内に、イロハモミジや

ケヤキなどの広葉樹を中心に植樹します。

と　　き　３月２４日（土）　９時３０分～１４時３０分

　　　　　※雨天決行

　　　　　　（雨天時の開会式は、古枝の林業体育館で実

　　　　　　施します。態度決定は２３日夕方に行います）

集　　合　８時５０分に市役所前集合

と　こ　ろ　中木庭ダム湖畔公園内　やまびこ広場

持　参　物　軍手、タオル、雨具、植栽用くわをお持ちの

　　　　　人はご持参ください

そ　の　他　能古見地区の郷土料理・だご汁のふるまい

　　　　　（無料）を用意します

植　樹　種　イロハモミジ、ケヤキ、クヌギ、コナラなど

 　農林水産課林務水産係　緯（６３）３４１３詳しくは
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春季全国火災予防運動が始まりまし春季全国火災予防運動が始まりましたた
－－　３月３月１１日日（木）（木）～～７７日（水日（水））　－－

　空気が乾燥し火災が起こりやすくなっています。朝晩は冷え込みストーブや火を扱うことが多いと思います。

　火の取り扱いには十分に気をつけ、燃えやすい物をストーブなどの近くに置かないようにしましょう。

　また、山火事にご注意下さい。日本では年間平均１,９８５件もの森林火災が発生しています。私たち一人ひとりが火

の取扱いに注意することで山火事を未然に防止できます。貴重な森林を山火事から守るため、皆さんのご協力をよ

ろしくお願いします。

 　鹿島消防署　緯（６３）１１１９詳しくは

全国統一防火標語
『消したはず 決めつけないで もう一度』

山火事防止の標語
『忘れない 山への感謝と 火の始末』
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狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂

教
教
教

橋
橋
橋住宅用火災警報器はもう取り付けましたか？

設置する場所

　　①寝室の天井または壁【煙感知器】

　　②２階に寝室がある場合は、寝室および階段の踊り場の天井または壁【煙感知器】

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

　平成２３年６月１日から、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けら

れてから９ヵ月が経過しました。

　しかし、鹿島市を含む杵藤地区管内の設置率は全国平均を大きく下回り、十

分に普及しているとは言えません。まだ設置されていないご家庭は、一日も早

い設置をお願いします。

平成２３年６月現在の設置率

全国平均　　　７１.７％

佐賀県平均　　６３.５％

杵藤地区管内　５９.４％

もしも不審に思ったら、次のことに　もしも不審に思ったら、次のことに注注
意してくださ意してくださいい
　・・はっきり断はっきり断るる
　・・書書類類（契約書（契約書））には、押印やサインには、押印やサインをを
しな　　しないい

　・・相手が脅迫的な行動に出た時は、相手が脅迫的な行動に出た時は、警警
察に通報す　　察に通報するる

※住宅用火災警報器は、クーリングオ※住宅用火災警報器は、クーリングオフフ
の対象で　の対象ですす

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

春季全国火災予防運動
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　就学前のお子さんの保護者が、医療機関の窓口で自己負担金（一定額）だけ支払えば済むように医療費の支払方法

が４月から改正されます。また、小学生の通院医療費助成も新たに実施します。

対　象　者　鹿島市に住民票がある子ども

対象となる医療費　０歳～就学前の子どもの入院・通院、小学生の入院・通院、中学生の入院

そ　の　他　胸０歳から就学前の子どもは医療機関で自己負担金をお支払いください

　　　　　胸小学生（入院・通院）から中学生（入院）は医療機関から証明をもらうか、領収書を添付し、福祉事務所

　　　　　　へ備え付けの申請書に必要事項を記入し、提出してください

　　　　　胸入院時の食事療養費は、助成対象外です

　　　　　胸申請期間は医療費を支払ってから１年以内です

お
知
ら
せ

子どもの医療費助成事業
改正のお知らせ

お
知
ら
せ

就学前の子どもの医療費助成改正内容

改正後改正前変更内容

子どもの医療費助成事業乳幼児および児童の医療費助成事業事業の名称

０歳～就学前の子ども

　窓口一定額払方式

　（福祉事務所へ申請する必要がなくなります）

３歳未満の子ども

　窓口一定額払方式

　（医療機関窓口で自己負担金のみの支払い）

３歳以上～就学前の子ども

　窓口全額支払還付方式

　（医療機関窓口で一部負担金支払後、福祉事務所へ申請）

医療機関の窓口での

支払方法

０歳～就学前の子ども

　１人・ひと月・１医療機関につき

　通院　上限　５００円を２回まで負担

　※窓口で一部負担金が５００円に満たない場

　　合は、その額で１回とみなします

　入院　上限　１,０００円

３歳未満の子ども

　１人・ひと月・１医療機関につき

　通院・入院　上限　３００円

３歳以上～就学前の子ども

　ひと月・１医療機関につき

　通院・入院　上限　５００円

　（医療機関窓口で一部負担金支払後、福祉事務所へ申請）

自己負担金（一定額）

（この制度を将来にわ

たり安定的に継続さ

せるため、見直され

ます）

受給資格申請

　小学校就学前の子どもの医療費助成は受給資格証の交付申請が必要です

　※３歳以上から就学前の子どもの新たな交付申請は、子どもの名前が載った健康保険証、印鑑が必要です

　※０歳から３歳未満までは、受給資格証の有効期限を更新し、後日交付します

所得制限はありません

小学生・中学生の医療費助成

　胸小学生は入院と通院の医療費を助成しますが、医療機関窓口で一部負担金を支払い、福祉事務所窓口で申請

　　が必要です（１人ひと月５００円を控除して助成します）

　胸中学生は入院医療費を助成しますが、医療機関窓口で一部負担金を支払い、福祉事務所窓口で申請

　　が必要です（１人ひと月５００円を控除して助成します）

　０歳から就学前の子どもで重度心身障害者医療費・母子家庭等医療費の助成を受けている人は、４月受診分から

子どもの医療費助成が優先となります。

 　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９詳しくは

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

使用をやめたいとき、使用者を変更したいときなどは、

事前に水道課への届け出が必要です。水道課窓口まで

お越しください。

　土・日・祝日・年末年始は業務を行っていないため

事前に手続きが必要となります。平日に都合がつかれ

ない人は下記までお問い合わせください。

 　水道課管理係　緯（６２）３７１８詳しくは

情報掲示板ワイド
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お
知
ら
せ

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

お
知
ら
せ

　転勤や進学などに伴い、住所の

異動が多い年度末と年度始めに

市民課では土・日曜日も手続きを

受け付けます。

と　　き　３月２４日（土）・２５日（日）・３１日（土）、

　　　　　４月１日（日）の８時３０分～１２時

と　こ　ろ　市民課窓口

内　　容　以下の手続きについて受け付けます

　　　　　潤転入・転出などの住所異動届およびこれに

　　　　　　伴う、国民健康保険・介護保険の手続き

　　　　　潤出生・死亡・婚姻等の戸籍に関する届け出

　　　　　※上記届け出の際は、本人確認のできる身分

　　　　　　証明書（運転免許証など）をご持参ください

 　市民課市民年金係　緯（６３）２１１７詳しくは

情報掲示板ワイド

～時間外交付制度のご利用を～

　左の期間でなくても、仕事などで平日に市役所に

来ることができない人のために、市民課と税務課で

は次のような証明書などについて電話予約をして、

休日や夜間に受け取ることができる「時間外交付」

を実施しています。予約や受け取りについての詳細

はお問い合わせください。

愚市民課

　住民票の写し、印鑑登録証明書、納税証明書、

　課税証明書、所得証明書

愚税務課

　名寄帳、地籍図、評価通知書、公課証明書

 　市民課市民年金係　緯（６３）２１１７

　　　　　税務課納税相談係　緯（６３）２１１８

詳しくは

鹿島市社会福祉協議会の嘱託職員などを募集します
臨時職員　１人嘱託職員　１人嘱託職員　１人募集人員

社協の事業に関する業務全般
生活困窮者への生活福祉資金の

貸付業務、社協の臨時業務

認知症高齢者などに対して、福祉サービス利

用援助や金銭管理サービスなどの支援業務
職務内容

胸市内在住者または採用後市内に居住できる人　　胸福祉職の相談業務経験のある人

胸普通自動車免許を所有している人
応募資格

嘱託職員　平成２４年４月１日～平成２５年３月３１日（人事評価による更新あり）

臨時職員　平成２４年４月１日～９月３０日（人事評価による更新あり）
採用期間

月曜日～金曜日（土・日・祝日を除く）　８時３０分～１７時１５分（休憩あり）　勤務形態

履歴書（様式は問いません。顔写真添付）を郵送または持参してください応募方法

３月１日（木）～３月１４日（水）必着　（持参の場合は土・日を除く）募集期間

一次選考：書類審査　　二次選考：面接試験（日程は後日連絡します）選考方法

〒８４９‐１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　　　　　　鹿島市社会福祉協議会（福祉会館１階）　緯（６２）２４４７

応　募　先

（問合せ先）

７０歳から７４歳の国保加入者の皆さんへ

医療費の自己負担割合が据え置かれます！

お
知
ら
せ

○現在、医療機関での窓口負担が1割の人は、平成２４年4月から平成２５年3月まで引き続き１割に据え置かれます

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

　引き続き３割となります

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

○７０歳から７４歳の人（一般）の医療費が高額になった場合の自己負担限度額も、平成２４年4月から平成２５年3月まで

　据え置かれます

 　保険健康課国保係　緯（６３）２１２０詳しくは

新しい有効期限（平成２４年７月３１日）の高齢受給者証を３月末までに郵送します

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

市役所保険健康課へご返却ください
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情報掲示板ワイド

学習内容　多くの実習・体験で、楽しみながら地域活

　　　　　動に活かせる知識を学びます

　　　　　・基礎過程（１年次）　

　　　　　　基礎知識習得の学習　　　

　　　　　・実践課程（２年次） 

　　　　　　実技や演習など実践活動

受講期間　２年間（平成２４年４月～平成２６年３月）

応募資格　おおむね６０歳以上の人

募集人数　６０人

主な講義会場　エイブル（鹿島市生涯学習センター）

入　学　金　１０,０００円（ご夫婦の場合、１名分免除）

受　講　料　３５,０００円（年額・教材費を含む）

　　　　　※７５歳以上は２５,０００円

申込方法　市保険健康課、各地区公民館にある入学案

　　　　　内のなかの入学願書をゆめさが大学へ提出

　　　　　してください（郵送可）

募集締切　３月１５日（木）

 　（財）佐賀県長寿社会振興財団

　　　　　緯０９５２（３１）４１６５　

詳しくは

　ゆめさが大学鹿島校では、平成２４年度の新規入学生を募集しています。

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

親しまれてきました。

　名称も新たにスタートするゆめさが大学鹿島校で、生涯学習の機会を通じて、これからの生

活をより豊かなものにしてみませんか。

ゆめさが大学（旧佐賀県高齢者大学）鹿島校学生募集
お
知
ら
せ

　市では、経済的な理由で就学困難な児童生徒につい

て、学用品費や学校給食費など就学に必要な経費の一

部を援助する制度を設けています。

　４月から援助を受けるには、３月中に申請が必要と

なります。

援助対象者　生活保護世帯およびこれに準じる程度に生

　　　　　活が苦しく、学用品費や給食費などの負担

　　　　　が困難な保護者

援助の種類　潤学用品費、通学用品費

　　　　　潤医療費（学校保健安全法で定められた病気のみ）

　　　　　潤校外活動費、修学旅行費　

　　　　　潤給食費

　　　　　潤新入学児童生徒学用品費など

申請手続　申請の受付は、市役所２階の市教育委員会

　　　　　教育総務課で行っています

持　参　品　潤印鑑

　　　　　潤収入がわかる書類

　　　　　　（世帯で収入がある人について全員分）

　　　　　　隅平成２３年分の源泉徴収票

　　　　　　　　（確定申告をした人は、申告書の写し）

　　　　　　隅昨年の勤め先と今の勤め先が違う場合

　　　　　　　は、現在の勤め先の給料明細書

　　　　　　　（直近3ヵ月～６ヵ月程度）

 　教育総務課学校教育係　緯（６３）２１０３詳しくは

お
知
ら
せ

就学援助制度のお知らせ
お
知
ら
せ

３月は自殺対策強化月間です
お
知
ら
せ

　１４年連続、毎年3万人以上が自殺。交通事故で亡くなる人の約６倍。

　日本では、１６分に1人が、自ら命を絶っているのです。

　食事の量が減った、眠れていないようだ（普段より疲れた顔をしている）、ため息が目立つようになった、口数が

減った・・・。

　あなたの周りの人が『いつもと違う』とき、まずは声をかけることから始めませんか？

～一人で悩まず、まず相談を～

佐賀こころの電話　　　０９５２（７３）５５５６（平日９時～１６時）

佐賀いのちの電話　　　０９５２（３４）４３４３（年中無休　２４時間）

杵藤保健福祉事務所　　０９５４（２２）２１０５（平日８時３０分～１７時１５分）

鹿島市福祉事務所　　　０９５４（６３）２１１９（平日８時３０分～１７時１５分）
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　市では、広告を募集する下記の物件について、それぞれ詳しい内容を示した広告掲載基準を作成していますので、

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

市の資産に有料広告を載せませんか？
お
知
ら
せ

①市ホームページバナー

掲載箇所　鹿島市公式ホームページのトップページ下部

サ　イ　ズ　縦６０ピクセル×横１８０ピクセル

広　告　枠　３枠

形　　式　ＧＩＦまたはＪＰＥＧ

　　　　　（アニメーションＧＩＦは不可とします）

掲載料金　１枠当たり５,０００円／月

 　企画課情報統計係　緯（６３）２１０１詳しくは

バナーのイメージ（原寸大）

②市庁用車（マイクロバス）

掲載箇所　庁用車（マイクロバス）側面および後面

面　　積　それぞれ縦×横のサイズ

　　　　　潤側面（右側）・・５０cm×２００cm＝１㎡

　　　　　潤側面（左側）・・５０cm×１５０cm＝０.７５㎡

　　　　　潤後面・・・・・・・・４０cm×１３０cm＝０.５２㎡

掲載料金　１㎡当たり６０,０００円／年

 　財政課管財係　緯（６３）２１１４詳しくは

ここが広告掲載

のスペースです。

　登録していた犬が死亡したり、所有権を放棄した場合、飼い主の転居などがあった場合は、届け出が必要です。　

　お早めに届け出をお願いします。

飼い主の変更

　新しく飼い主となる人が、登録事項の変更届を提出してください

住所の変更

　新住所地の市町村役場へ、登録事項の変更届を提出してください

犬の死亡・所有権の放棄

　鑑札などを添えて、犬の死亡・所有権放棄届を提出してください

※高齢・病気などで狂犬病予防注射を接種できなくなった犬についても、お知らせください

 　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６詳しくは

お
知
ら
せ

飼い犬の異動届をお願いします
お
知
ら
せ

情報掲示板ワイド
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情報掲示板ワイド

　軽自動車税は、４月１日現在の所有者に課税されます。

　３月３１日までに、車両を譲渡・廃車（解体）した場合であっても廃車申告が提出されなければ、課税対象となりま

すので、忘れずに廃車申告を行ってください。

原動機付自転車（125cc未満）・小型特殊自動車・農耕作業用など

　手続き場所　市役所１階　税務課

　必要なもの　標識（ナンバープレート）・印鑑

　※標識を故意に破損したり返却を行わなかった場合は、２００円の弁償金を申し付ける場合があります

軽自動車・自動二輪（１２５㏄以上）など

　手続き場所　（社）佐賀県自家用車協会　鹿島・白石支部（緯（６２）３４９７）　または

　　　　　　　軽自動車検査協会　佐賀事務所（緯０９５２（３０）４０７８）

　必要なもの　関係機関に直接ご確認をお願いします

 　市税務課課税係　緯（６３）２１１８詳しくは

原付・バイク・軽自動車などの
廃車・変更手続きは、お忘れなく！

お
知
ら
せ

受給要件

　国民年金加入中に、病気やけがで障害者になったと

　き、または６０歳から６５歳になるまでの間に障害者に

　なったときに、初診日の前日において次のいずれか

　の要件を満たせば受給することができます

　①初診日の属する月の前々月に保険料納付済期間

　　（免除期間を含む）が加入期間の２/３以上あること

　②初診日の属する月の前々月までの１年間は保険料

　　未納期間がないこと

障害の認定と年金支給

　障害基礎年金は障害認定日（初診日から１年６ヵ月

　を経過した日または１年６ヵ月を経過しないで症状

　が固定した日）において障害等級１級または２級に

　該当したと認定されたときに支給されます

障害等級の例

 　市民課市民年金係　緯（６３）２１１７

　　　　　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２１

詳しくは

ご存知ですか？　障害基礎年金
お
知
ら
せ

潤両手または両足がない人

潤両眼の矯正視力の和が０.０４以下の人

潤日常の生活がひとりでほとんどできない程度の人

１
　
級

潤片手または片足がない人

潤両手の親指と人差し指がない人

潤両手の親指と中指がない人

潤両眼の矯正視力の和が０.０５以上０.０８以下の人

潤日常の生活に著しく制限を受ける程度の人

２
　
級

　鹿島市学力向上推進委員会では、今年度末で小学校を卒業する子どもた

ちに『春休みの課題』を配布します。内容は、小学校で学習したローマ字

や国語、算数、理科、社会の中から中学校での学習の基礎として大切なと

ころを出題しています。

　卒業生の春休みは、２５日間あり、家庭学習習慣・生活のリズムが乱れや

すいので、この『春休みの課題』などを利用して規則正しい生活を送って

ください。

　また、４月１６日（月）~１７日（火）に実施される佐賀県学習状況調査で実力

を発揮できるように努力を重ねてください。

 　鹿島市学力向上推進委員会（教育総務課内）

　　　　　緯（６３）２１０３

詳しくは

『春休みの課題』などで家庭学習習慣、
生活のリズムを保ちましょう！

お
知
ら
せ
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奥平谷キャンプ場オープンは５月３日から
お
知
ら
せ

　今年も新緑の季節に奥平谷キャンプ場が、オープンします！大自然

の雄大さに触れながら、キャンプはもちろんのこと、バーベキューや

山登り、川遊びもできます。

　あなたのスタイルにあった自然の楽しみ方を満喫してみませんか。

恭利用期間と申込方法

申込開始日　４月２日（月）　９時～

申込方法　電話または市役所２階商工観光課へお越しください

宿泊可能日　下記カレンダーの　　（薄い緑）の日のみとなります

 　商工観光課観光振興係　緯（６３）３４１２詳しくは

金額（円）備考（広さのめやす等）定員種類

１２,４３０２階建　和洋室　２０畳１０人
コテージ

１２,４３０平屋建　洋室　１３畳１０人

　２,２００４畳半６人

バンガロー
　２,５６０６畳半７人

　７,３５０2階建　８畳＋８畳２０人

１４,７００2階建　３１畳＋１４畳５０人

　　　３６０現地管理人指示－持込テント

恭料金表

平成２４年５月

土金木水火月日

５４３２１

１２１１１０９８７６

１９１８１７１６１５１４１３

２６２５２４２３２２２１２０

３１３０２９２８２７

平成２４年６月

土金木水火月日

２１

９８７６５４３

１６１５１４１３１２１１１０

２３２２２１２０１９１８１７

３０２９２８２７２６２５２４

平成２４年８月

土金木水火月日

４３２１

１１１０９８７６５

１８１７１６１５１４１３１２

２５２４２３２２２１２０１９

３１３０２９２８２７２６

平成２４年９月

土金木水火月日

１

８７６５４３２

１５１４１３１２１１１０９

２２２１２０１９１８１７１６

２９２８２７２６２５２４２３

３０

平成２４年７月

土金木水火月日

７６５４３２１

１４１３１２１１１０９８

２１２０１９１８１７１６１５

２８２７２６２５２４２３２２

３１３０２９

恭利用可能日カレンダー

　市内のいろいろな分野で活動する団体の発表や作品展示・即売、青空市場などを行います。昨年度は、大会直前

に起きた東日本大震災のため急きょ中止しました。今回は「元気な鹿島」を多くの市民の皆さんに堪能していただ

きたいと期待しています。講師には、昨年度公演予定だった落語家の三遊亭歌之介さんにおいでいただくことに

なっています。

お
知
ら
せ

第 ２６ 回　鹿島市みんなの集いを開催
イ
ベ
ン
ト

と　　き　３月１１日（日）　１０時～１５時１０分

と　こ　ろ　鹿島市民会館

内　　容　９時３０分～　喰受付開始、青空市場、展示

　　　　　１０時～　　　喰開会セレモニー

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

　　　　　　　　　　　　講師　　医学博士　佐藤　建さん（織田病院医師）

　　　　　　　　　　　喰各加入団体の発表

　　　　　１３時３０分～　喰記念講演「今時代が求めているもの」　講師　三遊亭歌之介さん

そ　の　他　入場整理券５００円が必要です

　　　　　（市役所２階生涯学習課およびエイブルで購入できます）

 　鹿島市みんなの集い実行委員会（市生涯学習課内）　緯（６３）２１２５詳しくは

寓三遊亭歌之介さん

情報掲示板ワイド
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情報掲示板ワイド

　佐賀県滞納整理推進機構とは、佐賀県と県内１９市町が共同して、個人住民税等の滞納額の縮減を目指す

滞納整理の専門組織です。各市町から引き継がれた滞納事案に対し、差押などの滞納処分を前提に滞納整

理に取り組みます。

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

当を行います。

恭佐賀県滞納整理推進機構とは？

恭勤務先、金融機関等の財産調査の実施、差押を行います！

恭滞納整理の流れ

鹿島市は平成２４年４月から佐賀県滞納整理推進機構と共同で
市税の徴収強化に取り組みます！

お
知
ら
せ

換　　価
・金融機関、生命保険会社、勤務先からの取り立て

・公売（佐賀県・市町合同公売会）、インターネット公売など

差　　押
・預貯金、生命保険、給与など

・電化製品、美術品、機械、器具など

財産調査
・金融機関、生命保険会社、勤務先などへの照会

・自宅、事業所への財産の捜索

▼▼

▼▼

▼▼

滞納金への充当

　滞納整理を行うには、皆さまに納付いただいた税金が投入されます。

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

　 　市税務課納税相談係　緯（６３）２１１８詳しくは

　多良岳横断林道を利用する、自然の館から矢嶽展望

広場までの全長７キロの２時間コース（片道）。

　眼下に見下ろす中木庭ダム、県内最高峰の経ヶ岳も

すぐそばに見え、展望所では遥か遠くに佐賀市内、有

明海が望め、海の先には大牟田市も見えます。

　小鳥のさえずり小川のせせらぎを聞きながら、のん

びりウォーキングしませんか？

と　　き　３月１７日（土）　９時３０分～１６時

集合場所　自然の館「ひらたに」　９時１５分までに集合

定　　員　５０人（小学４年生以上が対象）

参　加　費　１,０００円（食事代、弁当代、保険料込）

持　参　品　飲み物、タオル、着替え、雨具など

そ　の　他　昼食用のお弁当は用意します

　　　　　自然の館に戻った後にイノシシ汁をふるま

　　　　　います。入浴もできますので、どうぞご利

　　　　　用ください

 　自然の館「ひらたに」　緯（６４）２５７９

　　　　　９時～１７時（火曜日休館）

詳しくは

春うらら嫌能古見山渓ウォーキング　参加者募集
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　鹿島市交通対策協議会・鹿島地区交通安全協会では、４月から小学校入学予定のお子さんたちに、正しい交通

ルールを学んでいただくイベントを開催します。

　屋外では白バイ・パトカー展示、シートベルト体感機乗車体験、交通安全

教室（仮設横断歩道での実体験）も開催します！

※交通安全教室は雨天時中止になります

※新入生に限らず、どなたでも楽しんでいただける内容ですので、ぜひご家

　族そろってご参加ください

と　　き　３月１７日（土）　９時３０分～１２時（予定）

と　こ　ろ　市民会館ホール

内　　容　胸交通安全ビデオ上映　胸交通安全寸劇（出演： 賑 い
にぎわ

 商 はっぴぃ竃かむかむ）
あきない

　　　　　胸県警音楽隊による音楽生演奏

 　鹿島市交通対策協議会（総務課内）　緯（６３）２１１３詳しくは

お
知
ら
せ
新入生のための交通安全フェスタＩＮ鹿島

イ
ベ
ン
ト

「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。

調査票の提出はお済みですか？

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
経済センサス

活動調査

情報掲示板ワイド

　昨年3月に開業した九州新幹線「新鳥栖駅」の開業

１周年を記念して、鳥栖市内の３会場でイベントを開

催します。

　また、新鳥栖駅開業を記念し、新たな佐賀の名産品

として開発された「新さがんもん」購入者は、抽選で

新幹線「さくら」の新大阪往復チケットや佐賀空港発

上海ツアーなど、賞品が当たるキャンペーンに参加で

きます。

　ぜひ、お気軽にお越しください。

と　　き　３月１７日（土）

内　　容

　新鳥栖駅会場（１０時～１７時３０分）

　　胸こども駅長写真撮影　胸ミニ新幹線の乗車体験

　　胸ゆるキャラまつり　胸「新さがんもん」即売所

　　胸ぐるりん観光物産展

　鳥栖プレミアム・アウトレット会場（１０時～１７時３０分）

　　胸「新さがんもん」物産展

　ベストアメニティスタジアム会場（１２時～１９時３０分（予定））

　　胸ジュビロ磐田ＶＳサガン鳥栖のＪ１リーグ戦

　　　（１７時キックオフ）のパブリックビューイング

　　胸「新さがんもん」物産展

 　新幹線さが未来づくり協議会事務局

　　　　　（佐賀県新幹線活用・整備推進課内）

　　　　　緯０９５２（２５）７３４１

詳しくは

九州新幹線「新鳥栖駅」開業１周年記念イベント
イ
ベ
ン
ト

寓九州新幹線「新鳥栖駅」 寓トッスィ

（ＰＲキャラクター）
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　平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災からちょうど１年経ちました。いまだに、電力需給バランスが厳しい

状況になっています。

　ここで、環境省が推奨する「家庭でできる節電方法」をお知らせしますので、できることから取組んでみましょう。

①まめにスイッチオフ！～スイッチオフで電気使用は必要最小限に！～
　照明も電化製品も本当に必要な時だけ使い、使わない場合は、こまめにスイッチを切りましょう。また、長時間使

　用しない場合は、プラグを抜いておきましょう。

②待機電力を削減！～使用していない場合にも電力が消費される待機電力を削減！～
　電化製品の節電を考える時、使用していない場合にも電力が消費されてしまう「待機時の消費電力」。それを、い

　かにして減らしていくのかも重要な節電対策です。

③エアコンで節電！～設定温度・風向きを調節して節電！～
　胸カーテンで窓からの熱の出入りを防ごう　　胸フィルターの掃除はこまめに　　胸室内温度は適温に保つ

　胸室外機の周りに物を置かない　　胸扇風機やサーキュレーターを併用して風向きを上手に調整

④冷蔵庫で節電！～扉の開閉時間を短く、詰め込む量も考えて節電！～
　胸開いている時間を短く、余分な開閉はしないように　　胸壁から適切な間隔で設置しよう

　胸物を詰め込みすぎないように、また熱いものは冷ましてから入れよう　　胸傷んだパッキンは取り替えよう

⑤照明で節電！～明るさや点灯時間を調節して節電！～
　胸照明器具の掃除で明るさアップ　　胸点灯時間を短くしよう　　胸待機消費電力を削減しよう

　胸省エネ型の照明器具に買い換えよう

⑥テレビで節電！～主電源ＯＦＦ・明るさを調節して節電！～
　胸テレビを見ないときは消そう　　胸画面を掃除しよう　　胸音量は不必要に大きくしない　

　胸画面は明るすぎないようにしよう

⑦他にもこんなところで節電！～生活スタイルを見直して節電！～
　胸台所で節電！（炊飯器、電気ポット、食器洗浄機）　　胸洗濯で節電！（洗濯機、乾燥機）

　胸トイレで節電！（電気便座）　　胸お風呂・洗面所で節電！

　胸生活スタイルを見直して節電！（エコクッキングなど）

 　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

　私たちの記憶から決して忘れる

ことのできない昨年３月１１日に起

きた東日本大震災。その翌日の１２

日に行われるはずだった多くの中

学校の卒業式は震災という大きな

悲しみの出来事のために後日行わ

れました。

　気仙沼市立階上中学校の卒業式

で読まれた答辞は「時計の針は、

１４時４６分を指したままです。でも

時は確実に流れています。生かさ

れた者として、顔を上げ、常に思

いやりの心を持ち、強く、正しく、

たくましく生きて行かなければな

りません。命の重さを知るには、

大きすぎる代償でした。しかし、

苦境にあっても、天を恨まず、運

命に耐え、助け合って生きていく

ことが、これからの私たちの使命

です。」と読み上げられました。

　運命を受け入れ、助け合って生

きていこうとする東北の人々に、

私たちは少しでも力になればと支

援を惜しみませんでした。

　しかし、時とともに原発事故か

らの放射能の影響を心配するあま

りか「放射能がうつる」という偏

見や差別が起き始めたことは残念

でなりません。自分たちではどう

することもできないことで差別さ

れる気持ちは、どんなに辛いこと

だったでしょうか。

　数年前、新型インフルエンザが

発生したときに起きた異常なまで

の警戒心と心ない言葉も、病気に

かかった人を思いやる行為ではな

く感染者への非難でした。　

　中学生の答辞からは、人と人と

の結びつきと心のふれあいが生き

ていく上での大きな力になるとい

うことが伝わってきます。

　人間にとって「思いやりの心を

持つ」こと、「助け合って生きて

いくこと」の大切さを改めて考え

させられた1年でした。

人権を考える

～東北の人たちに思いを寄せて～
噛ご意見などをお寄せください　同和対策課　緯（６３）２１２６
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要介護認定からサービスを

利用するまでの流れ　　　

　判定された要介護状態区分に基づき、サービスを利用することができます

利用できるサービス

　認定結果通知をもとに利用者が自分にあったサービスを受けるためには、介護サービ

ス計画の作成が必要になります。要介護１～５の人は居宅介護支援事業者へ、要支援

１・２の人は、地域包括支援センターへケアプランの作成を依頼します。

要介護１～５

介護サービス
（介護給付）

自立した生活を支援
するために受ける介
護サービスです

要支援１・２

介護予防サービス
（予防給付）

今の状態の維持・
向上のために受け
るサービスです

非該当の人

市が行う介護予防事業
（地域支援事業）

介護保険の対象者にはなりませんが、生活機能
が低下している人や、将来的に介護が必要とな
る可能性が高い人を対象とする事業です

介護サービス計画を作る

　介護サービス・介護予防サービスとも個人に合わせたケアプランや介護予防ケアプランを作ります
　　介護サービスはケアマネジャーが、介護予防サービスは保健師などが中心となってケアプランを作成します

要介護１～５ 要支援１・２
非該当の人

（地域支援事業の対象者）

地域包括支援センター

胸保健師などによるアセ
　スメント
胸サービス担当者との
　話し合い
胸介護予防ケアプランの
　作成

居宅介護支援事業者

胸ケアマネジャーによる
　アセスメント
胸サービス担当者との
　話し合い
胸ケアプランの作成

地域包括支援センター

胸保健師などによる簡易な

　アセスメント
胸サービス担当者との
　話し合い

介護サービスを利用

一定期間ごとに

要介護認定を更新

介護予防サービスを利用

一定期間ごとに

プランを見直す

地域支援事業の
介護予防事業を利用

一定期間ごとに

プランを見直す

介護サービスを利用する

　ケアプランや介護予防ケアプランに基づいてサービスを利用します。原則として費用の１割が利用者負担となり
　ます

要介護認定の更新

　認定の有効期間は原則６ヵ月（更新認定の場合は原則１２ヵ月）です。引き続きサービスを利用したい場合には、有
　効期間満了（２ヵ月）前に介護保険事務所から更新申請手続きの書類を送付しますので、更新申請をしてください

 　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

介　護　保　険
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に行ってみよう

杉　光　 定 　展
さだむ

床　の　間
コーナー

　３月の床の間コーナーは、鹿島市在住の

洋画家　杉光　定さんの作品を、引き続きご

紹介します。

　杉光さんは、一昨年の春に教員を退職し、

佐賀美術協会理事、行動美術協会会員であ

り、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て

いますので、ぜひご来場ください。

　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　３月３０日（金）まで

 　かしま市民立楽修大学　緯（６３）２１３８詳しくは

図書館カード更新制が始まります市　民
図書館

　現在、住所や電話番号の変更の手続きをされず、連絡が取れない

人が多数おられることから、登録情報を２年おきに確認するため平

成２４年４月から「図書館カード更新制」を始めます。

　有効期限（カード登録者の誕生日）が近づいたら、下記のものをご

持参の上、カウンターまでお越しください。

胸図書館カード　　胸図書館カード申込書

胸現住所を確認できる公的証明書

　※鹿島市近隣以外にお住まいで、市内に通勤・通学している人は

　　保険証、学生証などをご持参ください

　詳しくはカウンターで配布しているチラシ、ＨＰなどをご覧いた

だくか、下記までお尋ねください。

 　市民図書館　緯（６３）４３４３詳しくは

定員になり次第締め切りますので、早めにお申し込みください。

 　かしま市民立楽修大学　緯（６３）２１３８詳しくはエイブル倶楽部　募集中講座のお知らせ

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１階

いきいきルームほか

３月１３日～７月１０日

［月２～３回・火曜日］　１９時３０分～２１時
岩橋　祐介さん２０人ヒップホップダンス教室②

５００円/１回
エイブル３階

研修室

４月３日～９月１１日

［月２回・火曜日］　２０時～２１時３０分
大川内　千代さん２０人３B体操教室②

５００円/１回
エイブル２階

音楽スタジオ

５月開講予定

［月２回・水曜日］　１０時～１２時
高橋　 伽宗 さん

かしゅう

２０人詩吟教室（ 神伽流 ）②
しんかりゅう

　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）[全席自由]

　　　　　１８時～開場　１８時３０分～開演

と　こ　ろ　エイブルホール

料　　金

　一般　２,０００円　　高校生以下　１,５００円

　※楽修大学生は５００円引

チケット発売中！

 秦 　万里子コンサート
はた

平成２４年度

第１回えいぶる事業
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

HP：http://www.kashima-gakushu.com

詳しくは

第１０回 エイブル祭りフリーマーケット出店者募集中

と　　き　５月１３日（日）　１０時～１６時

と　こ　ろ　エイブル駐車場

申込方法　申込用紙（エイブルに設置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、

　　　　　楽修大学（エイブル２階）まで持参するか、FAXでお申し込みくださ

　　　　　い。先着順で定員になり次第締め切ります

 　かしま市民立楽修大学

　　　　　緯（６３）２１３８　姉（６３）３４２４

詳しくは

エイブルからのお知らせなど
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“The ○of them”,“The○ of you”or“The○ of me”
今月のキーフレーズ

ドノヴァン先生

№７５

この表現は、特定の人たちを指すときに“they”,“you”,“we”などに代わって

使われます。（○には数が入ります。）

校内マラソン・駅伝大会

寓師走の祐徳路を疾走！

古枝小学校

校学 だ よ り

No.1７８ 　昨年の１２月２０日（火）に祐徳門前商

店街コースで校内マラソン・駅伝大

会を行いました。１年生から３年生

までは７００ｍのマラソン、４年生以

上は９区間８.４㎞ の駅伝に挑戦し

ました。

　この日は大変冷え込みましたが、

沿道からの温かい声援に後押しされ、

子どもたちは元気に商店街を走り回

りました。スタートで転んだり靴が

脱げたりした子どももいましたが、

全員最後まで諦めずに完走できまし

た。マラソンでは、どの学年も激し

いデッドヒートで応援にも熱が入り

ました。また、縦割り班１０チームで

競った駅伝も、順位が激しく入れ替

わり白熱したレース展開でした。

　今年も、交通整理や伴走・たくさ

んの声援など、地域の皆さんに支え

られていることを実感しました。

（児童の感想より）

・きょうは、マラソンたいかいでし

た。さいしょにひどくはしりすぎて、

さいごはゆっくりペースになりまし

た。きのうよりはやかったです。

（１年生）

・（中略）私は５区で１.４㎞ を走り

ました。こされることもあったけど，

自分のペースで最後まで走ることが

できました。二周目は特にきつかっ

たけど，みんなが応援してくれたの

で６区のMちゃんにたすきを渡す

ことができました。寒かったしきつ

かったけれど最後まであきらめずに

走れてよかったです。（６年生）

こんなときこのひとこと、学校だより

（ジョン）　やあケイティ！“嵐”好き？

（ケイティ）　ええ。あの５人とても才能あるし、

　　　　　素敵だし・・・。

（ジョン）　ジェニーも彼らを好きなんだ。君た

　　　　　ち２人一緒にコンサートに行ったら。

（ケイティ）　いい考えね！

John:
Katie:

John:

Katie:

Hey Katie. Do you like ARASHI?
Yes, I do. I think the five of them are very 
talented... and cute, too.
Jenny likes them, too. The two of you should 
go to a concert together.
Good Idea!

（ブラッド）　ハイ！ブリトニー！昨日どこにいた？

（ブリトニー）　ジャネットと一緒だったわ。私たち　

　　　　　２人で日本語を勉強してたの。

（ブラッド）　そうだったんだ！何か言ってみて？

（ブリトニー）　ニィハオ！

（ブラッド）　それって日本語じゃないと思うけど・・・

Brad:
Brittany:

Brad:
Brittany:
Brad:

Hi Brittany. Where were you yesterday?
I was with Janet. The two of us were studying 
Japanese.
Oh, really? Say something.
Nihao!
...That's not Japanese...
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

市長を表敬訪問

２月３日

スーパーモリナガ様とＪＡ青森様から今年

も市内の保育園や幼稚園、老人福祉施設な

どに青森市特産の浪岡りんご約２,５００個が贈

られました。（写真右）

１月３１日

佐賀県有明海漁業協同組合　鹿島市支所様か

ら有明海で今年、養殖・収穫されたのり３,１５０

袋が贈呈されました。のりは市内の全小中学

校に配られ、子どもたちに味わってもらいま

した。（写真左）

　佐賀県では、韓国・全羅南道との友好

交流協定締結１周年を記念して、両地域

間のさらなる友好交流を進めていこうと

２月５日から２月７日にかけて「佐賀県

全羅南道友好訪問団」を派遣しました。　

　市もこの訪問団の一員として参加し、

県知事をはじめ、佐賀県県議会議員、市

町長、民間交流団体など約１２０人で全羅

南道を訪問しました。

　 麗水 空港での熱烈な歓迎を受けた後、
ヨス

今年５月から開催予定の「麗水国際博覧会」の会場を視察しました。２月６日に

は、韓国全羅南道が主催する友好交流１周年記念レセプションが盛大に開催され、

両地域間の交流促進に尽力していくことなどが記載された「共同宣言文」に両知

事がサインを行いました。

　また、市と友好結縁都市である全羅南道 高興郡 へも訪問し、
コフングン

 朴 　
パク

 炳淙 高興郡守
ビョンジョン

をはじめ、高興郡関係者の皆さんとの友好の絆を深めることができました。

佐賀新聞社と協定「授業で新聞活用を」

　佐賀新聞社と市教育委員会は２月３日、

小中学校の授業で新聞を活用するための

協定を結びました。

　佐賀新聞を自由に活用できるほか、記

者を学校へ派遣する出前授業などを利用

できるようになります。学校で学んだ知

識の活用力向上や、地域に愛着をもつ子

どもを育てることに役立てていきたいと

考えています。

「佐賀県 全羅南道 友好訪問団」に市からも参加しました
チョルラナムド

毎年の寄贈ありがとうございます

寓高興郡 羅老 宇宙センターを視察
ナロ

受賞者紹介

１月１７日　　　今村孝治　様

４６年間、鹿島地区交通安全

協会の役職を務めるなど、

多年にわたり交通安全に尽

力された功績により、交通

栄誉章「緑十字金章」を受章

されました。

１月２７日

鹿島高等学校吹奏楽部の皆さ

んが市長を訪問し、３月３０日

に開催される同部の定期演奏

会へ同校の卒業生でもある市

長にぜひ来ていただきたいと、

招待状を手渡されました。

（定期演奏会の詳細は２１ページ）
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　日に日に春の足音が近づいて、畑

の準備の季節になってきました。

　土づくりや農作業は、ぜひセン

ターにご用命ください。

恭家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

チップはいかがですか

　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。土

づくりに最適です。どうぞご利用く

ださい。

恭各種作業の注文をお受けします

　「農作業各種」「草払い、草取

り」「庭木の剪定」「家事」「襖張

り替え」「はがき書き」など、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

　包丁、かま、のこ、チェーンソー

などの刃物研ぎをお受けします。

　と　き　３月１５日（木）８時３０分～

　　　　　当日ご都合がつかない人

　　　　　は、前日までにセンター

　　　　　へご持参ください

恭会員を募集しています

　友人などお誘い合わせの上、ご参

加ください。

　対　象　６０歳以上または来年３月

　　　　　までに６０歳になる人

　説明会　３月１５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

おお知知ららせせ
こんな仕事もお受けします
鹿島市シルバー人材センター

詳しくは

 

　オストメイト（人工肛門・人口膀

胱）を造設した人が利用できるよう

に、古枝の「鹿島市観光トイレ」と

「新町公衆便所」にオストメイト設

備を整備しました。ぜひ、ご利用く

ださい。

 　福祉事務所社会福祉係

　　　　　緯（６３）２１１９

オストメイト対応トイレを
整備しました

詳しくは

 

　平成２４年３月分（４月納付分）から

健康保険料率が変わります。

健康保険料率

　９.６０％　閣　１０.１６％

※４０歳から６４歳の人は、介護保険料

　１.５５％が加わります

 　全国健康保険協会（協会けんぽ）佐賀支部

　　　　　緯０９５２（２７）０６１２

協会けんぽ佐賀支部からのお知らせ
保険料率が変わります

詳しくは

３月１日（木）　　　　　　開会、会期の決定、議案の一括上程（提案理由説明）

　　　　　　　　　　　　議案審議、質疑

３月２日（金）　　　　　　休会（議案研究）※発言内容通告締切（正午）

３月３日（土）～４日（日）　休会

３月５日（月）～６日（火）　議案審議、質疑、討論、採決

３月７日（水）　　　　　　調整日（議案審議）

３月８日（木）　　　　　　常任委員会（議案・請願）

３月９日（金）　　　　　　新年度予算審査特別委員会（現地調査）１３時～

３月１０日（土）～１１日（日）　休会

３月１２日（月）～１５日（木）　新年度予算審査特別委員会

３月１６日（金）　　　　　　調整日（一般質問：午後）

３月１７日（土）～１８日（日）　休会

３月１９日（月）　　　　　　一般質問

３月２０日（祝）　　　　　　休会

３月２１日（水）～２２日（木）　一般質問

３月２３日（金）　　　　　　委員長報告、議案審議、質疑・討論・採決、閉会

開　　議　１０時～

 　議会事務局　緯（６３）２１０４詳しくは

市議会３月議会定例会会期日程（案）
～傍聴にきてみませんか？～

※一般質問の数などにより、議事日程を一部変更することがあります

※一般質問の通告内容などは、鹿島市ホームページの「鹿島市議会」に

　掲載します

※ケーブルテレビでは１１チャンネルで、議会を中継します

※市ホームページ閣鹿島市議会で議会をライブ配信します

平成２４年１月分市長交際費の支出状況を公表します。

 　企画課秘書係　緯（６３）２１００詳しくは

支出の相手方、行事名支出金額支出日区　分

供花１件１５,７５０円１月３１日弔　慰

１月１８日春秋航空歓迎式典用（花束）５,２５０円１月２３日接　遇

「佐賀－上海線」就航記念歓迎レセプション５,０００円１月１８日会　費

福岡市佐賀県人会へ提供（のごみ人形１０個）１０,５００円１月２４日
その他

福岡市佐賀県人会へ提供（稲荷ようかん５箱）６,３５０円１月２４日

４２,８５０円合　計

市長交際費の支出状況

情報掲示板　愚　お知らせ
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　病院では大勢の患者さんが輸血を

必要としています。愛の献血に温か

いご協力をお願いします。

と　　き　３月２６日（月）９時３０分～１６時

と　こ　ろ　市民会館ホワイエ

対　象　者　１８歳～６９歳の男女

　　　　　※体重５０kg以上で４００ml

　　　　　　献血可能な人

　　　　　　６５歳以上の人は６０～６４歳

　　　　　　の間に献血経験のある人

　　　　　　その他条件があります

 　鹿島市保健センター

　　　　　緯（６３）３３７３

 

 

　趣味を通した生きがいづくりに

『陶芸』をしてみませんか。

と　　き　毎週金・土曜日９時３０分～１６時

と　こ　ろ　陶芸作業所（福祉会館横）

対　象　者　市内在住で６０歳以上の人

　　　　　（初心者を優先します。）

期　　間　３年間

費　　用　３,０００円程度／月（材料費等）

定　　員　１５人（先着順）

開　講　式　４月中旬予定

 　保険健康課長寿社会係

　　　　　緯（６３）２１２０

 

 

　今年は部員も３５人に増え、大きな

会場で、よりパワーアップした楽し

いステージをお届けします。

　ぜひ、ご来場ください。

と　　き　３月３０日（金）

　　　　　１７時３０分開場　１８時開演

と　こ　ろ　市民会館大ホール

入　場　料　５００円

プログラム　英部　クラシックステージ

　　　　　衛部　ポップスステージ

 　鹿島高等学校　西岡

　　　　　緯（６２）４１３６

献血にご協力ください

詳しくは

講講習習会会・・教教室室
高齢者のための
陶芸教室受講生募集

詳しくは

イイベベンントト
鹿島高等学校吹奏楽部

第４回定期演奏会「赤門コンサート」

詳しくは

 

 

　市では、統計調査員として国が実

施する基幹統計調査（国勢調査など

年間数件）に従事していただける人

を随時募集しています。希望される

人は、あらかじめ「登録調査員」と

して登録していただき、調査実施の

際に調査員として活動していただき

ます。統計調査員に関心をお持ちの

人は気軽にお問い合わせください。

 　企画課情報統計係

　　　　　緯（６３）２１０１

 

　「求職者支援制度」とは、雇用保

険を受給できない人が、職業訓練に

よるスキルアップを通じて早期就職

を実現するために、国が支援する制

度です。

支援内容

①再就職に必要なスキルを身につけ

　るための職業訓練を受講できます

②訓練期間中や訓練終了後も、ハロー

　ワークが積極的に支援します

③一定要件を満たす人に、訓練期間中、

　月１０万円の「職業訓練受講給付金」

　を支給します

 　ハローワーク鹿島

　　　　　緯（６２）４１６８

募募 集集
あなたも統計調査員に
なりませんか

詳しくは

求職者支援制度による
「求職者支援訓練」を受講してみませんか！

詳しくは

 

と　　き　３月１８日（日）１４時～

と　こ　ろ　エイブル１階　いきいきルーム

対　象　者　高齢者事業所の職員や、地域

　　　　　ボランティアなど高齢者レク

　　　　　リエーションに興味がある人

定　　員　４５人（定員になり次第締め切り）

 　鹿島市民図書館

　　　　　　　　緯（６３）４３４３

 

 

　平成２４年度から国家公務員採用試

験は英種試験などを廃止し、総合

職・一般職・専門職などの試験に変

わります。詳しくは、下記ホーム

ページをご覧ください。

　受験申込を希望する人は、イン

ターネットでの申し込みをお願いし

ます。インターネット環境が整って

ない人は、お問い合わせください。

国家公務員試験採用情報ナビ

http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

 　人事院九州事務局第二課試験係

　　　　　〒８１２－００１３

　　　　　福岡市博多区博多駅東２－１１－１

　　　　　緯０９２（４３１）７７３３

高齢者のレクリエーション講座
参加者募集中！

申込・問合せ先

試試験験・・採採用用
国家公務員採用試験

（大学・大学院卒業程度）

詳しくは

介護保険料・市税集合徴収分の

第１０期の口座振替日は

３月３０日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

佐賀県がん患佐賀県がん患者者（家族）集いの（家族）集いの会会

　相談ごとや思いを語り合い、お

互いの心をサポートしませんか？

と　　き　３月１２日（月）　１３時～１６時

と　こ　ろ　佐賀県総合保健協会

　　　　　（佐賀市天神１丁目４番１５号）

対　　象　がん患者とその家族

定　　員　３０人（受付順）

申込期限　３月７日（水）

参　加　費　１人３００円

内　　容　１３時～　折り紙教室

　　　　　１４時～　親睦・交流会

申込方法　

　住所・氏名・電話番号・家族同伴の

　有無など、電話でご連絡ください

　緯０９５２（２７）４６６６

　（月・水・金曜　１０時～１３時・１４時～１６時）

 　（財）佐賀県総合保健協会

　　　　　緯０９５２（２７）４６６６

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ・講習会・イベント・募集・試験
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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）３３７３３月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成２０年８月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票、尿
内　容　身体測定、育児相談、尿検査
　　　　　　　　小児科医の診察、　歯・目・耳の検査

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

２２日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２３年１１月生まれ
持参品　母子健康手帳
内　容　身体測定、育児相談、
　　　　　　　　小児科医の診察 

２８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）

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

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

土曜日・日曜日に子どもの予防接種が受けられます
　３月１日～３月７日の『子ども予防接種週間』に合わせ、下記医療機関で土曜日・日曜日に予防接種が受けられます。

　母子健康手帳の確認をし、対象となるお子さんはこの機会にぜひ接種しましょう！

市内実施医療機関（事前に予約が必要です）

※その他、市外でも実施できる医療機関があります。直接希望する医療機関へお問い合わせください。

※接種するワクチンの種類は医療機関によって異なりますので、予約の際にあらかじめご確認ください。

３月４日（日）３月３日（土）

稗田産婦人科クリニック　９時～１０時　　　緯（６３）３３０９志田病院　　　　９時～９時３０分　緯（６３）１２３６

田中医院　　　　８時～１２時　　　緯（６３）４０８０

峰松医院　　　　１０時～１２時　　　緯（６２）３７７６

西岡内科クリニック　９時～１３時　　　緯（６３）４０９０

稗田産婦人科クリニック　９時～１２時　　　緯（６３）３３０９

森田医院　　　　８時～１２時　　　緯（６３）３９５６

薬師寺医院　　　８時３０分～１２時　緯（６３）５２８１

わしざき耳鼻咽喉科　９時～１２時　　　緯（６９）０２２２
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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・２１・２・２１・２８８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4月４日（水）です

７７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

２７日（火２７日（火））

子育てサークル　会場受付９時４５分～１０時

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

子育てひろば　会場受付１１時～１５時

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

マタニティスクーマタニティスクールル

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））

　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（３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

０９５４（４３）１１４８嬉野市　嬉野町太田医院６日（火）

（６７）００１６太良町町立太良病院１３日（火）

（６３）３２７５鹿島市　中牟田織田病院２０日（祝）

（６６）３５６８嬉野市　塩田町谷口医院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）

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

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カ月児と保護者

２２１１日（水日（水））

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

２日（金）　エイブル２Ｆ和室　『虹いろ♪音さがし♪』　

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

７日（水）　エイブル２Ｆ和室　『夢いろ♪音あそび♪』

合同サークル　　　　　　１０時～１２時

２３日（金）　楠　風　館　『サークル閉じ会竃』　

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）

古 枝 公 民 館きりんさん２７日（火）

※３月の子育てひろば「ひよこさん」は、
　休みます

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気軽にご相談くださいい
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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３月

 弥生 
やよい

４日（日）　鹿島市消防団春季訓練　　　　　市内６ヵ所

９日（金）　市内中学校卒業式

１０（土）～３１（土）　まちなか博物館・・・・・・・・・・・・［４ページ参照］

１１日（日）　第２６回鹿島市みんなの集い・・［１２ページ参照］

　　　　　　　　　　　　　　　　　市民会館　１０時～

１６日（金）　市内小学校卒業式

１７日（土）　交通安全フェスタＩＮ鹿島・・［１４ページ参照］

　　　　　　　　　　　　　　　市民会館　９時３０分～

２３日（金）　市内小中学校修了式

２４日（土）　グリーンフェスタin鹿島・・・・［５ページ参照］

　　　　　中木庭ダム湖畔公園内　やまびこ広場　９時３０分～

２４（土）～２５（日）　鹿島酒蔵ツーリズム・・・・［２～３ページ参照］

　　　　　「肥前浜宿」花と酒（咲け）まつり・・［４ページ参照］

　　　　　　肥前浜宿酒蔵通り、庄金地区ほか　１０時～

　　　　　第６回かしま発酵まつり・・・・［４ページ参照］

　　　　　　　　　　　　　　　　　矢野酒造　１０時～

２４日（土）～４月４日（水）　旭ヶ岡公園桜まつり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　［５ページ参照］

３０日（金）　鹿島高等学校吹奏楽部第４回定期演奏会・・［２１ページ参照］

　　　　　　　　　　　　　市民会館大ホール　１８時～

　　　広報かしま　編集・発行

　　　鹿島市役所　総務部　企画課　〒８４９－１３１２　佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１
　　　　緯（６３）２１０１（直通）　姉（６３）２１２９　URL　http://www.city.kashima.saga.jp/　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この広報紙は再生紙を使用しています

広報かしま原稿締切日

５月号４月号
４月２日３月２日

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・２３・３０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

愚厚生年金・国民年金相談　市民会館１階サロン

　６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

　１４・２８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

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

　３日（土）
　４日（日）
１０日（土）
１１日（日）
１７日（土）
１８日（日）
２０日（祝）
２４日（土）
２５日（日）
３１日（土）

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２３ページをご覧ください

当番薬局在宅当番医日

アルナ鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７４日（日）

西牟田薬局吉田病院　緯（６２）３２０３１１日（日）

アルナ浜店薬師寺医院　緯（６３）５２８１１８日（日）

北鹿島薬局森田医院　緯（６３）３９５６２０日（祝）

おおぞら薬局中村医院　緯（６３）９２３４２５日（日）

（３月分）
３・１０・１７・２４・３１日（土）、
４・１１・１８・２５日（日）、２０日（祝）

市役所
保健センター

５・１２・１９・２６日（月）
２１日（水）、２９日（木）

市民図書館

５・１２・１９・２６日（月）
２１日（水）

生涯学習センター
（エイブル）

６・１３・２７日（火）
２１日（水）

陸上競技場、
社会体育館


