
１２月１６日は、衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国

民審査の投票日です。私たちの代表を国会（衆議院）に送る大

事な選挙です。

有権者の皆さんは忘れずに投票に行きましょう。

なお、当日投票所に行けない人は、期日前投票もできます。

（１３ページに関連記事があります。）

写真
投票に行きましょう！

平成２４年１０月３１日現在

市市の市の木木 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１０＋人７－世帯１０,６９０人３１,４０９

世帯８＋人８＋世帯５,２９３人１４,４１０鹿 島

世帯１－人６－世帯１,１５５人３,７８２能 古 見

世帯１＋人１－世帯９９７人３,１８５古 枝

世帯１－人７－世帯１,０５１人３,１５９浜

世帯３＋人４＋世帯１,２２６人３,７２７北 鹿 島

世帯０人５－世帯９６８人３,１４６七 浦

人７＋人１４,７６２男

人１４－人１６,６４７女
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一、花と緑を愛し、伝統をいかして美しいまちにしましょう。

一、知識と教養を深め、清新な文化のまちにしましょう。

一、感謝と思いやりの心で、うるおいのあるまちにしましょう。

一、明るく元気に働き、活力のあるまちにしましょう。

一、秩序やきまりを守り、安全で快適なまちにしましょう。

筋

芹

緊

菌

錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦

禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁

欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣

欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽

鹿 島 市 民 憲 章
（昭和５４年４月１日制定）

１２月１６日（日）は投票日です

期日前投票所は
市役所５階大会議室

入場券は

１２月４日～７日に

郵送予定
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１１月２日、地方自治や社会福祉、保健

衛生、治安維持、その他の功労部門の５

分野で市政に功労のあった方に対する鹿

島市表彰式が市庁舎大会議室で行われ、

１１人が表彰されました。

－ 鹿島市表彰 受賞者の紹介 －

市 政 功 労 者 を

表 彰

自治功労
小野原 利幸さん

長年にわたり鹿島市教育長とし

て、鹿島市の教育の振興 と発展

に貢献。

市

社会福祉功労
中島 照滿さん

長年にわたり民生委員・児童委

員として、地域福祉の向上に貢

献。

市

社会福祉功労
下田 サチ子さん

長年にわたり民生委員・児童委

員として、地域福祉の向上に貢

献。

市

社会福祉功労
東津 陽助さん

長年にわたり主任児童委員とし

て、地域福祉の向上に貢献。

市

治安維持功労
峯松 和則さん

長年にわたり消防団の分団長と

して、地域消防および地域防災

の推進に貢献。

市

自治功労
三ヶ島 昭由さん

長年にわたり鹿島市嘱託員とし

て、地方自治の発展と住民福祉

の向上に貢献。

市

社会福祉功労
赤川 敏子さん

長年にわたり民生委員・児童委

員として、地域福祉の向上に貢

献。

市

社会福祉功労
竹下 吉廣さん

長年にわたり民生委員・児童委

員として、地域福祉の向上に貢

献。

市

保健衛生功労
織田 圭司郎さん

長年にわたり明倫小学校や能古

見小学校などの学校薬剤師とし

て、児童の健康指導と学校保健

の向上に貢献。

市

その他の功労
小柳 誠五さん・一枝さん
ユリ栽培において、さまざまな
工夫を凝らして経営効率を高め
るなど安定した生産体制を構築
し、全国の花づくりにおける模
範となった功績。

市
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１０月２６日、市の教育に関する分野に功

績のあった方に対する市教育委員会表彰

式が、エイブル研修室で行われ、９人が

表彰されました。

－ 市教育委員会表彰 受賞者の紹介 －

市 の 教 育 に
関 す る 貢 献 を

た た え て

芸術文化 中村 展子さん

茶道の指導者として鹿島市の文

化の向上に貢献。

教

社会体育スポーツ 林 幸代さん

鹿島市レクリエーション協会の

役員として鹿島市のスポーツ・

レクリエーションの振興発展に

貢献。

教

社会教育 坂本 武一郎さん

鹿島市図書館協議会委員として

鹿島市の図書館の振興発展に貢

献。

教

松本 子さん

体育指導委員やスポーツ推進委

員として鹿島市のスポーツの振

興発展に貢献。

教

社会体育 峰松 海登さん（新 方）

４月２４日に市内の水路において

発生した転落事故に際し、人命

救助に尽力。

教 感 謝 状 川原 信幸さん

鹿島市学校適応指導教室指導員

として豊かな心を育む教育の推

進に貢献。

教

社会体育スポーツ中村 文子さん

体育指導委員やスポーツ推進委

員として鹿島市のスポーツの振

興発展に貢献。

教

学校保健 國松 秀俊さん

七浦小学校の学校歯科医として

児童生徒の健康増進に貢献。

教

感 謝 状 嶋江 翔也さん

平成２４年度全国高等学校総合体

育大会レスリング競技５５茜級ベ

スト８。

教

社会体育スポーツ

教育行政 小野原 利幸さん

鹿島市教育委員会教育長として

鹿島市の教育の振興発展に貢献。

教
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１０月２０日に開催した伊能忠敬来鹿２００年

記念事業『少年の夢発表会』で、各小中学校の代

表９人が自分の夢や体験、思いを発表しました。

（敬称略）

ぼぼくくのの夢夢
わたしの夢をわたしの夢を発発表表
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「うちね、動物が好いとっけん、獣

医になりたかなあ。」ある日、クラス

の友だちが言いました。そのとき初

めて『獣医』という言葉をわたしは

知ったのです。

友だちのその言葉を聞くまでは、

動物にはほとんど興味がありません

でした。でも、５年生で飼育委員に

なり、学校にいる小動物のお世話を

するようになってから、「動物って

かわいいなあ。」と思うようになりま

した。だから、６年生になって飼育

委員を強く希望しました。そうして、

「わたしも獣医になりたい！」と考

えるようになったのです。

みなさんも知っていると思います

が、『獣医』は、動物のお医者さんで

す。動物も人と同じように、けがや

病気をしたり、元気がなかったりし

ます。そんな動物たちを元気にして

笑顔いっぱいにしたいです。そして、

飼い主である人の笑顔を見れると

もっとうれしいです。

獣医には、動物病院に勤務して主

にペットを治療する仕事・動物園や

水族館で野生動物の健康管理をする

仕事・薬品会社などで薬の研究開発

をする仕事などたくさんの種類があ

ります。わたしは、その中の動物病

院での仕事をしていきたいです。

先日、能古見小学校に市役所から

江島先生が来られて『伊能忠敬』の

お話をしてくださいました。忠敬は、

伊能家に婿として入り、まずは伊能

家を盛り上げていき、５０歳になっ

てから自分の夢に向かって地図作り

に励みました。何歳になってもあき

らめず自分の夢に向かっていく忠敬

の姿勢はすごいと思いました。わた

しも、動物への思いを大切にしなが

ら、『獣医』という夢に向かってつき

進んでいきたいです。できるなら、

わたしに『獣医』のことを教えてく

れた友だちといっしょに夢をかなえ

ることができたらすごくうれしいで

す。

「わたしの夢」

能古見小学校 ６年

廣瀬 杏純

ぼくのおじいちゃんは、自動車を

運転して、色々なところに出かけま

す。でも、最近お母さんたちが「危

ないから遠くまで運転して行かない

で。」と心配して言っています。それ

は、おじいちゃんの目が見えにくく

なってきているからです。

ぼくはおじいちゃんのためにも将

来、開発エンジニアになって、お年

寄りでも安心して乗れる車を作りた

いです。

現在、電気自動車の開発が進み、

環境に優しい車がたくさん走ってい

ますが、交通事故は、増える一方で

す。そして、その多くはお年寄りが

関わる事故だと聞きました。だから

こそ、ぼくは、お年寄りや人に優し

い車が必要だと思うのです。

去年、修学旅行でトヨタの工場を

見学しました。ぼくは、工場内で誰

よりも興奮していました。流れ作業

で高級車が次々につくられる様子、

ロボットの素早い正確な動き、ねじ

をしめる音、油のにおい、どれもこ

れも初めてみるものばかりでした。

この動き一つ一つが、開発者の考え

た通りだと思うと、ぼくの夢が、ま

すます身近なものに感じられました。

そして、自分が開発した車をこんな

大きな工場で作ってもらうのが、ぼ

くの夢になりました。

ぼくの夢の実現のためにどうすれ

ばいいか考えてみました。ぼくの車

を作るには、コンピュータについて

の勉強が必要です。おじいちゃんに

聞いたら、「小学校の勉強をしっか

りしたら、将来、機械やコンピュー

タの勉強ができるよ。」と教えてくれ

ました。ちょっとだけやる気が出て

きました。そして、何よりも、研究

開発には、根気強さが必要になって

きます。

ぼくは、学校で勉強した、伊能忠

敬の根気強さを見習いたいと思いま

した。彼は、日本地図を作るために、

５５歳から１７年かけて、地球一周

分を歩いて測量しました。これは、

誰もが真似できるようなことではあ

りません。ぼくも、この学習の中で、

歩測をするために古枝の町を歩いて

みました。集中していないと歩数を

忘れてしまい、何度も測り直しをし

なくてはならず、途中で嫌になりそ

うでした。でも、彼は、最後まで決

してあきらめませんでした。年を

とっていても、目標を持っている人

は、心が強くなるのだと感じました。

ぼくも目標をしっかり持ち続けたい

です。何歳になっても「開発エンジ

ニアになる」という夢を絶対にかな

えたいです。

「ぼくの夢は
開発エンジニア」

古枝小学校 ６年

桂原 優輝
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余白部には、当日展示された地図コンテストや俳句を掲載しています。

市青少年育成市民会議事務局（生涯学習課内） 緯０９５４（６３）２１２５詳しくは

みなさんは、この絵本を読んだこ

とがありますか。これは、私のお気

に入りの絵本で、題名は『チリとチ

リリ』です。主人公のチリとチリリ

が自転車で暗いどうくつをぬけると

そこはとてもきれいな海の中。さん

ごの迷路に貝がらのソファー、海の

ホールのダンスショー・・・。読ん

でいる私も一緒に海の中を散歩して

いる気分になります。１年生のころ

初めて読んで大好きになりました。

私は、絵本や小説を読むのが大好

きです。本は私をいろいろな世界へ

と連れて行ってくれます。わくわく

したり、どきどきしたり、予想外の

展開におどろいたり・・・、いつの

間にか引き込まれてしまいます。そ

んな私の将来の夢は、絵本作家にな

ることです。

絵本作家になりたいと思う理由は、

もう一つあります。

私は、小さいときに保育園からも

らった絵本をよく読んでいました。

それはきっと、小さいころから絵本

にふれさせて、優しい心を育てるた

めだったのかなあと思います。

人は心の持ち方で、周りの人を幸

せにすることもできるし、逆に傷つ

けてしまうこともあります。私は、

絵本を通して、人に優しくすること

の心地よさやうれしさ、すばらしさ

を伝えたいです。そして、みんなに

優しい心を持ってもらいたいです。

絵本には、読む人の心に優しさや思

いやりを呼び起こす魔法のような力

があると私は信じています。

絵本作家という夢を実現するため

に、今は本をたくさん読んで、いろ

いろな作家のアイデアにふれること

を大切にしています。また短いこと

ばで思いを伝えるためには、いろい

ろなことばを知っておくことが大切

です。でも一番大切なのは、絵本作

家になりたいという強い気持ちだと

思います。

今、私たちは、伊能忠敬という人

物について学習しています。彼の夢

への強い思いと忍耐力がなかったら、

あの地図はできなかったと思います。

伊能忠敬のように、私も、絵本作

家になりたいという大きな夢を持っ

て、その夢に向かってこつこつと努

力を重ねていきたいと思います。大

好きな絵本を、読んでくれる人のこ

とを思いながらかく、それを一生の

仕事にできたら、とても幸せです。

そして、私の絵本を読んだ人が、み

んな笑顔になってくれたらうれしい

です。

未来の私が「がんばれ」と言って

います。伊能忠敬が歩いたように、

夢に向かって一歩一歩進んでいきた

いと思います。

私の夢は絵本作家

北鹿島小学校 ６年

小八重 美春

私は、小さいときからいろんな夢

をもっていました。テーマパークで

の仕事、キャビンアテンダント、歯

科医、看護師などです。このように、

私の夢が変わってきたのは、いきい

きと仕事をする人たちや本との出会

いがあったからです。

今年の夏、一冊のすてきな本と出

会いました。この本と出会ったこと

で、初めて『命』についていろいろ

考え、助産師になりたいと強く思う

ようになりました。

伊能忠敬は、５５歳をすぎてから

高橋至時に出会い、天文学を学びま

した。さらに忠敬は、出会った人た

ちのことを「すばらしい人だった。」

「すばらしいめぐりあわせだ。」と、

たくさんの人との出会いに感謝して

いました。このたくさんの出会いが

あったからこそ、忠敬は地図を作り

上げることができたのだと私は思い

ました。車や電車などなかった時代

です。歯がボロボロになるほど歩き

続け、日本地図完成を目標にがんば

りました。忠敬のその生命力の強さ

にも感心させられました。

私は、助産師の仕事を全て知って

いるわけではありません。だから、

忠敬のようにこれから出会うたくさ

んの人たちとの出会いに感謝し、目

標にむかっていろんなことを学んで

いきたいです。

命のたん生とかかわる仕事は、と

てもすてきだなと思います。家族に、

私が生まれるまでのことをたずねま

した。お父さんも、おなかの中の私

に、たくさん話しかけていたそうで

す。私のたん生を、家族みんなが首

を長くして待っていたと聞きました。

私がこのように無事に、そして家族

みんなに愛されて生まれてこれたの

は、助産師さんのおかげだというこ

とでした。お母さんは、助産師さん

にとても感謝していると言っていま

した。

家族の話を聞いて、赤ちゃんの家

族みんなと、心から命のたん生を喜

べるような、そしてたくさんの家族

を笑顔いっぱいにできるような助産

師を目指したいと思いました。また、

命のたん生のすばらしさをたくさん

人に伝え、自分が使える時間、つま

り自分の命を大切にする人が一人で

も増えるように、私ができることを、

やりとげたいと思います。人との出

会いに感謝して、いつまでもチャレ

ンジする心を持ち続けた忠敬のよう

に、つらいことやあきらめたくなる

ようなことも、きっと自分のために

なると信じてがんばろうと思います。

忠敬に学んだ二つのことを忘れずに、

自分の夢にむかって一歩一歩、進ん

でいきたいと思います。

私の目指す助産師

浜小学校 ６年

中島 沙綾
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伊能忠敬さん、２００年前の七浦

の音成はどうでしたか。要八さん、

大兵衛さん、与衛門さんの宿はどう

でしたか。どのような料理でしたか。

ムツゴロウは食べましたか。今みた

いに道路は整備されてなくて、測量

は大変だったと思うし、２００年前

の１０月２６日は雨が降って歩きに

くかったと思います。そんな伊能忠

敬の姿を勉強して『夢をあきらめな

い』ということを学びました。

私の夢は薬剤師になることです。

最初は漠然としていました。でも伊

能忠敬のことを学んだことで薬剤師

になろうと決心しました。

なぜなら、祖母が毎日たくさんの

薬を飲んでいて、「これ飲んだっけ。

いつ飲んだっけ。」といつも言ってい

ました。私は、薬の数が多すぎだと

思いました。そこで、薬の開発・研

究をして薬の数を減らして、祖母だ

けでなく世界の人たちの役に立ちた

いと思ったからです。薬剤師になる

には、今習っている算数や理科など

たくさん勉強しなければいけません。

だから毎日の勉強を一生けん命がん

ばろうと思います。伊能忠敬は、何

歳になっても勉強をあきらめずに夢

を叶えました。一生けん命がんばっ

ていたら夢は叶うのだと思いました。

私は、伊能忠敬が５０歳過ぎてか

ら、みんなの役に立とうとがんばっ

た所が心に残りました。伊能忠敬は、

とても正確な日本地図を作り、外国

の人たちもとてもおどろきました。

その例が、シーボルト事件です。

シーボルトが地図を外国にもちだそ

うとして幕府に見つかり、二度と日

本にこれなくなったことからも分か

ります。それだけ外国の人たちは、

伊能地図の正確さにおどろいたので

す。測量することは１９人でしてい

て、とても難しくて大変だったと思

います。でも現在、その大変な作業

が今日の日本地図に役立っています。

現在は、機械が発達し昔は１９人

で測量していた作業が、機械を使い

２人でできるようになりました。

伊能忠敬から学んだことは、『あ

きらめない心』と『信じる心』です。

何歳になっても夢をあきらめないで

一生けん命がんばればできると教え

てくれました。がんばった分だけ結

果がついてくるということです。他

にも、伊能忠敬から友達や仲間を信

じる心も教えてもらいました。友達

や仲間を信じて夢に向かってがん

ばっていこうと思います。

将来、薬ができて、世界のみんな

が笑顔になることを願ってがんばっ

ていきたいです。

夢をあきらめない
～伊能忠敬から学んだこと～
七浦小学校 ６年

中島 優紀

「ぼくの夢私の夢を発表」の続き

「伊能忠敬はすごい。」それが、ぼ

くの最初の感想でした。ぼくが、生

きようとしている人生とは、まった

くちがいました。伊能忠敬の生き方

は、地図作りという、ゆるがない一

本の軸で、つらぬかれているように、

感じました。

伊能忠敬は、５５歳から、日本全

国の地図を作りはじめました。出来

上がった地図は、それまでの、日本

地図と比べ、たいへん正確で、現在

の地図に、とても近いものでした。

しかし、地図作りは簡単なものでは

ありません。道なき道を進んだり、

夜遅くまで測量をしたりと苦労の連

続でもありました。それでも忠敬は

あきらめず、地図作りを完成させま

した。

忠敬は、一つの目標に向かって、

自分の人生を歩み続けていました。

このような、忠敬の生き方から学ん

だことは、何事にも一生けん命にな

り、努力をし、あきらめなければ、

必ずむくわれるということです。

ぼくには、野球選手になるという

夢があります。そのためにふだんか

ら、野球の試合の時に「送りバント

をしっかり決めよう」や、「二本ヒッ

トを打とう」などと、目標を決めて

がんばっています。今はまだ、小さ

な目標ですが、伊能忠敬のように、

何事にも一生けん命になり、毎日コ

ツコツ努力することで、野球選手と

いう、大きな一つの目標を、かなえ

ていきたいと思います。

伊能忠敬から学んだ
こと

明倫小学校 ６年

永渕 大樹
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俳句の里づくり 優秀作品 （作品募集期間 ７月１１日～９月２８日）

実行委員会に寄せられた俳句（小学生２,４８８句、中学生１,００５句）のうち、次の作品が優秀作品に選ばれました。

私の将来の夢は、声優です。

声優さんは、ラジオやテレビのア

ニメや、バラエティー番組のナレー

ションなどで活躍しています。声だ

けで、顔などテレビの画面に出ませ

んが、すてきな仕事だと思います。

最近は、声優さんがアニメのキャラ

クターに採用されることもあります。

男の子の声を女の人がやっていたり

して驚くこともあります。

私が、声優という職業につきたい

と思ったのは、４年生の時です。

そのとき、私は、すごく落ち込ん

でいました。友達に溶け込めず、ぜ

んぜん勉強ができず、自分の価値が

よくわからなかったからです。

ふと、テレビを見ると、アニメの

主人公が「またもういちどやりなお

せばいい。こうかいしたなら、その

こうかいを力にすればいい。」と言っ

て、友達をはげましていました。

その台詞に、わたしは強く心をう

たれました。私は、こんなにも、人

の心を動かすことができる言葉があ

ると、初めて知りました。

そして、私も言葉一つで人の心を

元気にしたり、楽しくしたりできる

職業につきたいと強く思ったのです。

しかし、私は、声優になるという

夢を本当にかなえることができるの

だろうかと、不安になったことがあ

りました。

ドラマを見ていると、女優さんや

俳優さんは、手振り、顔の表情、声

のよくようなど、体全身をつかって

心情表現をしています。一方、声優

さんは、声だけで、キャラクターの

気持ちを伝えています。私に、一つ

のキャラクターを任せてもらったと

して、気持ちを適切に声だけで伝え

ることができるのだろうかと思うこ

ともあります。そんなときに、夢が

かなうのかなと不安になっていまし

た。

でも、伊能さんの本を読んで、

はっとしました。５０歳という年に

なっても、自分の夢をすてず、前を

向き、歩き続け、日本の地図を完成

させようとしたことに、とてもびっ

くりしました。

わたしの思う普通の人なら、日本

を歩いて測量して、日本地図を作ろ

うとするなんて、できないと思いま

す。測量技術もとぼしく、歩いて測

るしかなかった時代に、どれだけの

時間を費やせばいいのか、予測がつ

きません。

それを本当にやり遂げようとした

伊能さんの信念はすばらしいと思い

ました。

それも、５０歳という年で、夢を

叶えようとしたのですから驚きです。

私の年なら、もっとがんばることが

できると思えました。

伊能さんは、命がなくなる最後の

最後まで、日本地図の完成に向けて

がんばり続けました。命がなくなる

その日まであきらめない、心の強い

人がいたことを、私たちは忘れては

いけないと思います。

夢を叶えようと努力すること、続

けることの大切さは分かりますが、

本当に実現できるかどうかは、難し

いことだと思います。しかし、努力

しないと夢に近づくことはできませ

ん。

私も、けっしてあきらめず、前を

向き、私の夢に向かって一歩一歩進

んでいきたいと思います。

一歩一歩前へ

鹿島小学校 ６年

中薗 真子

夏の川 光る魚と 水しぶき
明倫小６年 伊藤 優希

悲しさが ふきとぶほどの 星月夜
西部中１年 御厨 萌

山登り 初めて行った くも近く
東部中２年 野中 優介

鹿児島の 残暑の朝に 火山灰
東部中３年 森 有寿佳

ダムのなか にゅうどうぐもが うかんでる
能古見小１年 山口 悠寿

あきまつり おうまがかけて ししがまう
明倫小２年 東 柊太

やきいもを 二つにわって ゆげ一つ
鹿島小３年 副島 かの子

ひがんばな ごせんぞさまの とおりみち
古枝小４年 釘尾 美沙都

いねかりで きんいろのなみ きえていく
古枝小５年 山﨑 華子
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僕は幼い頃、よく駅に両親と妹と

一緒に行っていました。４人でいろ

いろな駅に行っては電車に乗り、博

多などに行っていました。この鹿島

から博多までは長崎本線で行きます。

博多駅に着くとそこからまた地下鉄

に乗って天神に行ったり、他の所に

行ったりしてしました。僕は電車に

乗ることが楽しくて楽しくて、天に

も昇る心地でした。両親の仕事が休

みの時には必ず、「今日は電車に乗

ろうよ！」と毎回ねだっていました。

毎週というわけにはいきませんが、

そんな僕のために両親は月に２、３

回ほど電車を見に連れて行ってくれ

ました。

そんな電車好きの僕は５歳の頃、

父の仕事の都合で福岡に引っ越すこ

とになりました。僕は鹿島を離れる

のが寂しくて、行きたくないと駄々

をこねたのですが、実際に福岡に行

くと、そこには僕の大好きな電車が

待っていたのです。そのうちの３つ

の最高の思い出を聞いてください。

一つは新幹線の車両基地があるこ

とです。そこには今まで見たことも

ないような新幹線がたくさん並んで

いて、どれを見ていいかわからない

ほどでした。いくらあこがれの場所

であり、こんなにも興奮する場所は

初めてでした。連れて行ってくれた

父にはどんなに感謝してもしきれる

ものではありません。

二つ目に、今までは見たこともな

い電車をたくさん見られたことです。

今まではせいぜい５種類くらいの電

車しか見たことがなかったのですが、

博多には九州各地から電車が集まっ

てきます。今まで図鑑やテレビでし

かみたことのなかった電車が目の前

にいるのです。いつまでも電車のそ

ばから離れない僕を連れて帰る父は、

きっと大変だったことでしょう。

最後に、新幹線に乗れたことです。

新幹線の車両基地から博多までとい

う短い区間ではありましたが。ス

ピードもあまり出なかったはずなの

ですが、その頃の僕にとっては最高

の経験でした。

こんな場所にいるのですから、僕

の電車好きは日に日に拍車がかかり、

誕生日やクリスマス、お正月には必

ずと言っていいほど電車のおもちゃ

を買ってもらったものです。それら

を走らせて遊んでいるとき、それが

僕の至福の時間でした。

僕は車に乗っている時も路線しか

見ていない子供でした。踏切で停止

すると嬉しくて嬉しくて。落書き帳

にも電車が並びました。そんな僕が

いつのころからか、電車が好きとい

うことが恥ずかしいことではないか

と考えるようになったのです。６年

生の時の佐賀新聞の将来の夢を語る

欄には、なりたくもないのに野球選

手と書いてしまいました。

しかし、小学校の卒業を前にして

自分に問いかけたのです。僕は本当

は何をしたいのかと。毎晩考えてた

どり着いた答えは、「大好きな電車

に関わる仕事をしたい。」ということ

でした。そんな中でもやはり『新幹

線の運転手』に僕はなりたいと思っ

たのです。そして、僕の運転する新

幹線に両親に乗ってもらいたいので

す。小学校の卒業式では、堂々と

「新幹線の運転手になりたい！」と

発表しました。

今年は伊能忠敬が鹿島に訪れてか

ら２００年という節目の年になりま

す。当時の旅は今のように電車があ

るわけでもなく、全て自分の足で歩

くもので、その苦労は図り知れませ

ん。しかし、彼は決して弱音を吐く

こともなく、さまざまなことを学び

ながら成し遂げていきました。５５

歳という高齢にもかかわらず。彼の

ように僕は日本中を駆け回りたいと

思います。新幹線に乗って。僕の夢

をこの手につかむまで、あきらめる

ことなく努力を続けたいと思います。

ぜひ皆さんも、僕の運転する新幹線

に乗りに来てください。

伊能忠敬のように一歩一歩、自分

の夢に向かって進んでいこうと思い

ます。

日本中を駆け巡る

東部中学校 ３年

江﨑 健人

「ぼくの夢私の夢を発表」の続き

寓北鹿島小学校６年１組寓浜小学校５年１組 寓七浦小学校３年１組

学校新聞 優秀作品

教育長賞 実行委員長賞

特別賞
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東北大震災、今でも、テレビで見

た、大津波が情け容赦なくすべての

ものを押し流していく様子を、忘れ

ることはできません。負傷した方や

行方不明の方もたくさんおられ、全

国から、たくさんの人々が救援活動、

復興活動に向かいました。

たくさんのボランティアの人々そ

して、自衛隊の皆さんが救援活動を

してくださったことや、その中には

命がけの活動もあったことを知り、

わたしは尊敬の気持ちで一杯になり

ました。人がいやがる辛い仕事に命

がけで取り組む人々は本当にすばら

しいと思います。１４歳のわたしは、

それまで自分の将来の夢についてあ

まり考えたことがありませんでした。

でも、このことをきっかけに、自分

も人の役に立つような仕事に就きた

いと思うようになったのです。

伊能忠敬は、天明の大飢饉の折、

自分の私財をなげうって、村人の命

を救いました。また、伊能忠敬がつ

くった地図は、たくさんの人々の役

に立ちました。その地図の存在が、

時には人の命を救うこともあったは

ずです。そう考えると、彼もまた、

わたしの今の夢、人の役に立つ仕事

をしたいということを実現させた人

だといえます。

わたしは、母に、今の母の仕事は

人の役に立っているかと聞いてみま

した。海苔の仕事をしている母は、

直接ではないけれど、間接的に人の

役に立っていると言いました。しか

も、今の仕事にやりがいも感じてい

ると話してくれました。わたしは、

とても意外な気がしました。なぜな

ら、嫁ぎ先の仕事をそのままやって

いると思っていた母が、自分の仕事

にやりがいとを喜びを感じていたか

らです。

そして、わたしは気づきます。母

の言うように、すべての仕事は、直

接的、間接的に人の役に立っている

ということに。

今回わたしは、仕事や夢について、

母と話したり、他の人の話を聞いた

りしました。そして、やはり、自分

は人と直接ふれあって、人を助ける

仕事をしたいと改めて思いました。

今、一番興味を持っているのは、介

護の仕事です。一生懸命生きてこら

れたお年寄りの皆さん方、今の私た

ちがあるのもこれらの皆さんのおか

げです。ですから、お年寄りの皆さ

んが、後半の人生を楽しく幸せに生

きられるようお手伝いがしたいと思

うのです。

さて、伊能忠敬は、皆さんもご存

じのように、５０歳を過ぎてから、

天文学を学び始めました。学ぶうち

に、自分のいる場所、この地球の大

きさを知りたいと思ったそうです。

このことが彼が日本全国を歩き回る

もとになったのでしょうか。何しろ、

伊能忠敬は、大人になっても、探求

心を持ち、夢を持って生きたのです。

ということは、夢は若い時と限定

せず、いくつになっても持てると言

うことです。ですから、わたしも、

あせらず、人の役に立ちたいという

今の気持ちを忘れず、いつも自分の

夢を探して、成長する人になりたい

と思います。

人の役に立ちたい

西部中学校 ２年

中島 佐和

「人権」という言葉からどんな

イメージを受けますか？

大切なものでしょうか。それと

も、よくわからないけど難しい感

じでしょうか。あまり、自分には

関係のないものでしょうか。

人権とは、「すべての人が生命

と自由を確保し、それぞれの幸福

を追求する権利」あるいは「人間

が人間らしく生きる権利で、生ま

れながらに持っている権利」です。

人権はすべての人に認められて

いるものですが、自分の人権だけ

でなく、他の人の人権も尊重する

ことが大切です。あまり、難しく

考えずに、身近な人権について考

えると分かりやすいと思います。

例えば、自分の家族に「おはよ

う」、「ありがとう」などの温か

い言葉をかける、配偶者や子ども

に感謝の気持ちを伝えることは、

あたりまえのように感じますが、

相手の存在を認め、お互いの人権

を尊重することにつながります。

「人権は自分には関係ない」と

考える人もいます。果たしてそう

でしょうか。「自分が好きな場所

に行ける、やりたい仕事ができる、

好きな人と結婚できる、自分の考

えを人に言える」ことも人権です。

これらが保障されているというこ

とは、私たちは「人権に守られて

いる」と言うことができます。

また、人権は自分自身の問題で

もあります。一人ひとりが日常生

活の中で「人権」を意識し、お互

いの人権を守り、偏見や差別を許

さないという人権感覚を身につけ

ることが大切です。

国は、毎年１２月１０日を最終

日とする一週間を「人権週間」と

定め、人権意識の普及・高揚を呼

びかけています。毎日の生活で一

人ひとりの人権が、大切にされて

いるのか、考えてみたいものです。

大切にされていますか、

一人ひとりの人権
～１２月４日から１０日までは人権週間～

ご意見等をお寄せください 同和対策課緯（６３）２１２６
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年末年始の公共施設等の休みと取り扱い業務
お
知
ら
せ

市役所の業務のうち、次のものは年末年始の休みの

期間中も行っています。

恭出生届

［持参品］出生届出書、印鑑、母子手帳

恭婚姻・離婚届

［持参品］婚姻・離婚届出書、印鑑、

身分証明書（運転免許証、パスポートなど）

恭死亡届

［持参品］死亡届出書、印鑑、火葬料７,０００円（杵藤広域圏内）

恭各種証明書の予約交付（市民課、税務課関係分）

［持参品］手数料、身分証明書（免許証・健康保険証など）

印鑑証明書のときは、印鑑登録証をお持ち

ください。

［予約方法］１２月２８日（金）１７時までに、市民課緯（６３）

２１１７に本人か同一世帯の人が電話で申

し込んでください。

焔届出および交付する場所 市役所守衛室

焔交付時間 ８時３０分～２０時

市に関係する公共施設・サービスの年末年始の休み

は次のとおりです。

潤杵藤葬斎公園 １月１日（祝）

潤市陸上競技場 １２月２８日（金）～１月３日（木）

潤市民球場（芝の養生のため）

１２月１日（土）～２月２８日（木）

潤蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場

（年末年始および芝の養生のため）

１２月２７日（木）～２月２８日（木）

潤体育館 １２月２８日（金）～１月３日（木）

潤老人福祉センター １２月２９日（土）～１月３日（木）

潤ゴミ収集 １月１日（祝）～１月３日（木）

潤野犬捕獲 １２月２８日（金）～１月３日（木）

潤し尿汲み取り １２月２９日（土）～１月３日（木）

汲み取り日程表により、計画収集を行っています。

潤北公園 年中無休

情報掲示板ワイド

高額医療・高額介護合算療養費制度とは？

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の

負担を軽減するもので、同一世帯内に介護保険の受給

者がいる場合、一年間に支払った医療保険（同一医療

保険ごと）と介護保険の自己負担を合計し、所得に応

じた限度額を超えた分を支給するものです。

※国保と後期高齢者医療保険の自己負担は合算できま

せん。

申請についての留意点など

支給の対象となる被保険者の皆さんには、１２月ごろ

にお知らせする予定です。お知らせが届いたら、保険

健康課の窓口に申請してください。

※次に該当する人には、申請の対象となる旨のお知ら

せができない場合があります。

平成２３年８月から平成２４年７月末までの間に

毅転入または転出された人

毅医療保険を変更された人

毅死亡された人

平成２４年７月３１日時点で

・鹿島市国保または後期高齢者医療保険の人

保険健康課国保係 緯（６３）２１２０

・それ以外の医療保険の人

それぞれの医療保険者へお尋ねください。

詳しくは

高額医療・高額介護合算療養費制度のご案内
お
知
ら
せ

恐

況

挟

狭

恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭
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訂正とお詫び
広報かしま１１月号に掲載した記事で誤りがありました。正しくは以下の通りです。

市民の皆様、ならびに関係者の皆様には大変なご迷惑をおかけしましたことを深くお詫びします。

なお、ホームページには訂正後のものを掲載しています。

（１）17ページ 年賀状作成講座の問合せ電話番号

【正】 ＮＰＯ法人フロンティア ０９５４（６３）４５７１

（２）19ページ 秋季全国火災予防運動の標語

【正】『消すまでは 出ない行かない 離れない』
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平成２５年１月１日から退職所得にかかる
個人住民税の計算方法が変わります

お
知
ら
せ

改正前の計算方法

改正後の計算方法（１０％税額控除が廃止されます）

※退職所得控除額の計算

①勤続年数が２０年以下の場合 ４０万円×勤続年数（８０万円に満たないときは、８０万円）

②勤続年数が２０年を超える場合 ８００万円+７０万円×（勤続年数－２０年）

また、勤続5年以下の法人役員等に対して支払われる退職手当等については、（収入金額－退職所得控除額）＝

退職所得となり、１／２の軽減措置がなくなります。

税務課課税係 緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

退職所得の金額
（千円未満切捨）

(収入金額－所得控除額※)×1/2

特別徴収すべき税額
（１００円未満切捨）

県民税額市民税額
（Ｂ）－（Ｄ）（Ａ）－（Ｃ）

税 額

県民税額市民税額
（Ｂ）（Ａ）

税 率

県民税市民税
４％６％

税額控除額

（Ｂ）×１０％（Ａ）×１０％
（Ｄ）（Ｃ）

× ＝ － ＝

退職所得の金額
（千円未満切捨）

(収入金額－所得控除額※)×1/2

税 額
（１００円未満切捨）

県民税額市民税額
（Ｂ）（Ａ）

税 率

県民税市民税
４％６％

× ＝

情報掲示板ワイド

有効期限 集中受付期間に提出されたもの

覚平成２５年４月１日～平成２７年３月３１日

集中受付期間以降に提出されたもの

覚登録日～平成２７年３月３１日

※集中受付期間以降に申請された場合、新

年度当初に間に合わないことがあります。

また、申請の受理が必ずしも入札に参加

できることではありません。

申請方法 市役所３階企画課に持参、または郵送でお

届けください。

〒８４９－１３１２

鹿島市大字納富分２６４３番地１

鹿島市役所企画課企画係 あて

申 請 書 申請区分ごとの様式と添付書類をＡ４サイ

ズ（クリップ止め）で１部

※フラットファイル等へのとじ込みは不要。

申請区分 潤建設工事

潤測量・建設等設計コンサルタント

潤物品購入等

平成２５・２６年度の主な変更点

潤暴力団排除に関する添付書類「誓約書」

を追加しました。

そ の 他 その他の変更点および詳細については、お

問い合わせいただくか、市ホームページを

ご覧ください。

（申請様式のダウンロードができます。）

企画課企画係

緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

鹿島市が発注する建設工事や物品購入などの入札（見積）に参加するためには、事前に指名競争入札参加資格審査

申請書を提出し、入札参加資格の審査を受ける必要があります。

現在の入札参加資格者の登録は、平成２５年３月３１日で有効期限切れのため、平成２５・２６年度に引き続き登録を希

望する人、また新規に希望する人は、申請書を提出していただくようお願いします。

集中受付期間 １２月３日（月）～平成２５年１月３１日（木）

「平成２５・２６年度用」鹿島市建設工事・物品購入等

指名競争入札（見積）参加資格審査申請受付を始めます

お
知
ら
せ
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福祉事務所と社会福祉協議会では、来春、高校や大学などに進学される人で、学費の支払いが困難な人のために

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

修学資金貸付との重複利用はできません。

貸 付 内 容

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

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

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

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

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

締切申込先・問合先資格償還期間貸付額（円）学校区分貸付の種類

１２月２０日（木）

福祉事務所

緯（６３）２１１９

煙市内に１年以上在住
煙学業成績優良な人
煙中学校３年時の予約申込のみ

１０年１２,０００高校
市奨学
資金

修
学
資
金

煙母子家庭世帯

６年

１８,０００～２３,０００以内高校（公立）

母子福祉
資金

３０,０００～３５,０００以内高校（私立）

４５,０００～６０,０００以内短大

１２年４５,０００～６４,０００以内大学

３～６年１８,０００～６０,０００以内専門学校等

社会福祉協議会

緯（６２）２４４７
煙低所得世帯１０年以内

３５,０００以内高校
生活福祉
資金

６０,０００以内高専・短大

６５,０００以内大学

福祉事務所

緯（６３）２１１９

煙母子家庭世帯
煙前年度所得税住民税非課税者

５年

３９,５００以内小学校

母子福祉
資金

就
学
支
度
資
金

４６,１００以内中学校

煙母子家庭世帯

１６０,０００以内高校（公立）

４２０,０００以内高校（私立）

３７０,０００～５９０,０００以内大学・短大

１５０,０００～５９０,０００以内専門学校等

社会福祉協議会

緯（６２）２４４７
煙低所得世帯１０年以内５００,０００以内

高校・高専

大学・短大
生活福祉
資金

ご利用ください「修学資金」
お
知
ら
せ

情報掲示板ワイド

節電へのご協力をお願いします
日ごろより、節電にご協力いただき大変ありがとうござ

います。皆さんにはご不便とご迷惑をおかけしますが、今

冬についても、次の期間に生活や健康に支障のない範囲で、

「節電」にご協力をお願いします。

期間および時間

１２月３日～平成２５年３月２９日（１２月３１日～１月４日を除く）

平日８時～２１時

九州電力（株）武雄営業所計画グループ

緯０１２０（９８６）３０４

詳しくは

エアコン
胸重ね着などをして、室温２０℃を心がけましょう。
胸窓には厚手のカーテンをかけましょう。
照明
胸不要な照明をできるだけ消しましょう。
テレビ
胸画面の輝度を下げ、必要なとき以外は消しましょう。
冷蔵庫
胸冷蔵庫の設定を「弱」に変え、扉の開閉をできるだ
け減らし、食品を詰め込まないようにしましょう。
炊飯器
胸保温機能は使用せずに、よく冷ましてから冷蔵
庫に保存しましょう。

家庭での「節電」取組事例
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情報掲示板ワイド

１２月 １６日（日）は衆院選の投票日
お
知
ら
せ

第４１回鹿島市特産品まつり
イ
ベ
ン
ト

鹿島市自慢の農水産物や加工品などの物産を展示・即売する催しを

祐徳稲荷神社のお火たきに合わせて開催し、市内外に鹿島の特産品や

観光資源をＰＲします。

と き １２月７日（金）９時～１７時

８日（土）９時～２３時

９日（日）９時～１５時

と こ ろ 祐徳稲荷神社参集殿

内 容 潤市内外２３店が出店しての特産品の展示および即売

潤ダーツ抽選会

潤伝統工芸品制作実演…鹿島錦、浮立面

潤地元保育園の郷土芸能披露、キッズ・ダンスの披露

潤干支ふきんプレゼント（チラシに付いている引換券と交換）

７日 先着３００枚、８日 先着６００枚、９日 先着１００枚

主 催 鹿島市地場産業振興協議会

同協議会事務局（市農商工連携推進室内）

緯０９５４（６３）３４１１

詳しくは

門前商店街でもイベント同時開催
と き １２月８日（土）

YOU竃得！ワゴンセール＆スタンプラリー

掘り出し物を特別価格でご提供。

また、商店街の３店舗で買い物や食事をす

ると、空くじなしの抽選ができます。

抽選時間 ９時～２１時

カキ焼き販売 １７時～なくなり次第終了

１２月１６日（日）は、私たちの代表を国会（衆議院）へ送る大事な衆議院議員総選挙の投票日であり、最高裁判所

裁判官国民審査の投票日です。入場券を持って投票に行きましょう。なお、投票日当日に仕事や旅行などで投票所

へ行けない人は、期日前投票ができますので、ご利用ください。

【当日投票】

と き １２月１６日（日）７時～２０時

ところ 入場券に記載された投票所（市内１４投票所）

投票方法 ●『小選挙区選出議員選挙』は、候補者の氏名を記載

●『比例代表選出議員選挙』は、政党等の名称を記載

●『最高裁判所裁判所裁判官国民審査』は、罷免すべ

きと思う裁判官の氏名の上の欄に×印をつける

【期日前投票】

期 間 小選挙区選出議員・比例代表選出議員 １２月５日（水）～１２月１５日（土）

最高裁判所裁判官国民審査 １２月９日（日）～１２月１５日（土）

時 間 ８時３０分～２０時

ところ 市役所５階 選挙管理委員会事務室（大会議室）

（いつもと場所が違いますのでご注意ください）

【不在者投票】

①不在者投票指定施設の病院や老人ホームなどに入院・入所している人は、その施設内で不在者投票ができます。

入院・入所している病院・老人ホームなどにお尋ねください。

②出張などで市外に滞在している人は、滞在地の市町村で不在者投票ができます。

投票用紙等の請求手続きが必要です。詳しくは選挙管理委員会事務局までお尋ねください。

選挙管理委員会事務局 緯０９５４（６３）３４１８詳しくは

入場券は

１２月４日～７日に

郵送予定です
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情報掲示板ワイド

鹿島市イメージキャラクターの
デザインを募集します

募

集

鹿島市観光協会では、鹿島市にあるさまざまな観光

資源をさらにＰＲしていくために、イメージキャラク

ターを制作することになりました。

市のシンボルとしてキャラクターを制作し、物産展

や観光キャンペーン、グッズ制作による鹿島のお土産

作り、着ぐるみ作成を行う事で、観光振興や経済効果

を高めることを目的としています。そこで、鹿島市民

に愛されるイメージキャラクターを募集します。

募集内容 鹿島市をイメージさせ、明るく、親しみや

すいキャラクター

賞 最優秀賞 １００,０００円（副賞あり）

募集締切 １２月２８日（金）１７時必着

対 象 どなたでも応募できます。

応募規定等 鹿島市観光協会のホームページでご確認

ください。

〒８４９－１３２１ 鹿島市古枝甲１４９４－１

一般社団法人 鹿島市観光協会

緯０９５４（６２）３９４２ 姉０９５４（６２）３９４８

死info@kashima-kankou.com

ＨＰ http://kashima-kankou.com/

応募先・問合せ先

使い捨てカイロの捨て方
とっても寒いこの季節、使い捨てカイロを利用する人も多いと思います。

使い終わったカイロは「もえるごみ」です。よろしくお願いします。

お願い
ごみ袋をごみステーションに出すときは、住所と氏名を記入して出してください。

分別間違い、曜日間違いなどのごみ袋は回収されませんので、ご協力よろしくお願いいたします。

環境下水道課環境係 緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

市では、鹿島市地域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。

意見募集期間 １２月１日（土）～１２月３１日（月）

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０９５４（６３）２１１９ 姉０９５４（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

鹿島市地域福祉計画（案）に関する意見を募集します
募

集
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介護保険による住宅改修は
「事前申請」が必要です

介護保険では、介護が必要な人が自宅で生活を続けられるように住宅の改修を行った

場合に、費用の一部を支給します。

介護保険の住宅改修を利用するためには、事前に申請を行い承認を受ける必要があり

ます。

杵藤地区介護保険事務所給付係 緯０９５４（６９）８２２１

http://www.kitou-web.jp/kaigo/

市保険健康課長寿社会係 緯０９５４（６３）２１２０

市地域包括支援センター 緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは

住宅改修を利用できる人

杵藤地区にお住まいの介護保険被保険者で以下の条件を満たす人

胸要支援１・２、要介護（１～５）の認定を受けている人

胸在宅で生活をしている人

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

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

「工事見積書」などが必要です。

改修前に介護支援専門員（ケアマネジャー）にご相談ください。

胸改修する住宅の住所地が介護保険被保険者証の住所地と同一であること。

介 護 保 険

対象となる工事種別

胸手すりの取り付け

胸床、通路面の段差の解消

胸すべり防止および円滑な移動のための床材の変更

胸開き戸から引き戸などへの扉の取り替え

胸洋式便器などへの便器の取替え

介護保険から支給される額

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

限度に支給し、利用者は１割を負担します。

※支給上限（２０万円）超過分については、全額自己負担となります。

胸改修費用の合計が支給上限になるまで、何度でも改修はできます。ただし、原則として一度全額を使い切って

しまうとそれ以上の支給はありません。

申請方法

胸申請書、理由書などに必要事項を記入して、添付書類とともに市役所１階保険健康課窓口に申請してください。
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床 の 間
コーナー

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０９５４（６３）２１３８

HPhttp://www.kashima-gakushu.com

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（前納）
２,５００円／５回分

エイブル２階

調理実習室

１２月１９日～平成２５年４月１７日

［月１回 水曜日］１０時～１３時
迎 りつ子さん２０人

子供に作ってあげたい

おやつ作り教室（水）②

５００円/１回
エイブル３階

生活工房Ｂ

平成２５年１月１１日～６月２８日

［月２回 金曜日］１３時３０分～１５時３０分
杉光 定さん２０人絵画教室②

５００円/１回
エイブル２階

音楽スタジオ

平成２５年２月開講予定

［月２回 木曜日］１９時～２１時
平 和幸さん１５人エレキギター教室

楽大生 ５００円
一 般１，０００円
材料費１，０００円

エイブル３階

研修室

１２月２７日（木）

［１回限り］１０時～１２時
霜村 久子さん２０人

お正月飾りづくり

教室
公開
講座

エイブルからのお知らせなど

三井住友海上文化財団派遣コンサート

和谷泰扶ハーモニカ・トリオ

図書館からのお知らせ市 民
図書館

恭図書館のクリスマス

大人気の人形劇団「いちごじゃ

む」が今年もやってきます。

みんなで図書館のクリスマス

会を楽しみましょう。サンタさ

んもやってきますよ。

と き １２月２３日（祝）１４時～１５時

ところ エイブル１階いきいきルーム

内 容 人形劇団「いちごじゃむ」による人形劇

参加費 無料（申し込みの必要はありません）

恭年末年始の休館と開館のお知らせ

年末年始は１２月２８日（金）～

１月３日（木）は休館となり、１月

４日（金）は１３時 ～１９時 の 開

館となります。皆さんのご利用

をお待ちしています。

えいぶる
事 業

と き １２月１６日（日） 開場１３時 開演１４時

※１３時３０分からエイブル１階エントランスにて

ハーモニカロビーコンサートを行います

ところ エイブルホール（チケット発売中、全席自由）

出 演 和谷泰扶（ハーモニカ）、
わたに やすお

菊池知也（チェロ）、
きくち ともや

荒尾岳児（ピアノ）
あらお がくじ

料 金 一般１,５００円 高校生以下５００円

※（公財）三井住友海上文化財団の助成で低料金に設定されています。

※未就学児の入場不可（無料託児の申し込みは１２月７日（金）まで）。

最後の名君 鍋島直彬公 展
な べ し ま な お よ し

～その生涯～

鹿島市民に「ちょくひん

公」と親しみ込めて呼ばれて

いる鍋島直彬公は、名君の誉

れ高い鹿島藩最後の藩主で

す。２０１５年に直彬公没後１００

年を迎えるに当たり、床の間

コーナーではこれから３年

（各年１回）かけて直彬公を紹介します。今

回は直彬公の生涯を概観します。

ところ ２階 床の間コーナー

期 間 １２月１日（土）～１月３１日（木）

寓鍋島直彬公銅像
（旭ヶ岡公園）

市民図書館 ０９５４（６３）４３４３詳しくは

宝くじ文化公演 春風亭
しゅんぷうてい

小朝 独演会
こあさ

と き 平成２５年１月２７日（日） 開場１３時３０分 開演１４時

ところ エイブルホール（１２月１５日（土）チケット発売開始、全席指定）

出 演 春風亭小朝

料 金 一 般 ２,０００円（当日２,５００円）

高校生以下 １,０００円（当日１,５００円）

※宝くじの助成により特別料金になっています。

※無料託児の申し込みは１月１８日（金）まで。

※前売券完売の場合、当日券の販売はありません。

両事業とも、楽修大学生の割引きはありません。
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１０月２０日（土）に２０１３年 箱 根 駅

伝予選会が開催され、今年２月～３月に

鹿島市で合宿をした大東文化大学が３年

ぶりの出場権を獲得し、シード権を獲得

している明治大学とともに来年１月の箱

根駅伝に出場します。

また、１０月２８日（日）に開催された

「全日本大学女子駅伝」でも大東文化大学

が６位入賞を果たし、初めて来年のシード権を獲得しました。

１１月４日（日）に開催された「全日本大学駅伝」では、明治大学が５位入賞を果

たしました。

鹿島市で合宿をした皆さんが活躍してくれるのは本当にうれしいものです。

箱根駅伝での活躍を期待します。

大東文化大学と明治大学が箱根駅伝出場へ

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

寓箱根駅伝出場を決めた大東文化大学

九州身体障害者グラウンド・ゴルフ大会で団体優勝

１０月１９日（金）に熊本県県民総合運

動公園で開催された第６回九州身体障害

者グラウンド・ゴルフ大会で、鹿島市身体

障害者福祉協会チーム（監督江口正俊さん

選手６人）が、見事優勝されました。

佐賀県大会で、３位の成績をおさめ、嬉

野市チーム・武雄市チーム・有田町チーム

とともに出場し、大会参加の各チームと

の親睦・交流を深められました。

鹿島ぽてんしゃるを開催しました

善 行 紹 介

１０月１６日に平野重德様から青

少年教育活動事業に役立てて

いただきたいとご寄附があり、

１０月２６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。

ありがとうございました。

受 賞 者 紹 介

１０月４日に行われた全老連創

立５０周年記念老人クラブ大会

で、優良郡市区町村老人クラ

ブ連合会表彰を受賞した北鹿

島老人クラブ連合会が市長に

受賞報告を行いました。

受賞おめでとうございます。

１０月２７日に佐賀県建設業協会

藤津支部青年部の皆さんが地

域貢献活動・ボランティア活動

の一環として、ことじ保育園

内の砂場の入れ替え・抗菌化を

実施され、園児に砂場の遊具

をプレゼントされました。

１１月１４日（水）に料理人・市場・産地

の交流事業として「第１回鹿島ぽてんしゃ

る」を開催しました。

当日は、福岡の有名なホテルシェフや

卸売市場・仲卸関係者を鹿島に招いて、ミ

ニ野菜などの新規作物の収穫やかまぼこ

づくり等を体験してもらいました。

また、お昼にはエイブルの調理室で地

元の食材を使って、鹿島実業高等学校食

品調理科の２年生４０人の生徒たちとソラリア西鉄ホテル・ホテルオークラ福岡・

ヒルトン福岡シーホークなどのホテルシェフとが一緒に調理・会食をして交流を

深めました。

シェフとともにコック服に身を包んだ高校生は、シェフの指導のもと、少し緊

張しながら調理を行い、会食では作った料理をシェフと一緒に食べながら楽しそ

うに意見交換を行いました。生徒たちのまなざしは真剣で、若い力が鹿島を活性

化してくれることを期待します。
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“GoBonkers”

今月のキーフレーズ

№８４

（ジ ル） ラリー！今すぐ来て！

（ラリー） どうして？

（ジ ル） あなたの妹がおかしくなってるの。

Jill:
Larry:

Jill

Larry,youneedtocomenow!
Why?
Yoursisterisgoingbonkers!

この表現は、「おかしくなる（変になる）」というときに使います。

１１月２日（金）、第５１回文化祭が開

催されました。テーマを「動」、ス

ローガンを「未来へ向かってＳｔｅ

ｐ Ｕｐ！～躍動！感動！行動力！

～」として、３年生の境優樹くんを

実行委員長とする文化祭実行委員会

を中心に進めました。

１０月１８日から練習を開始し、学年

劇や共同展示作品などに取り組みま

した。当日は、好天気にも恵まれて

たくさんの保護者や地域の人たちに

来場していただきました。ステージ

発表、展示、合唱コンクールのどれ

も見応えのある素晴らしい内容でし

た。子どもたちは、舞台さえ整えれ

ばすごい力を発揮するものだと改め

て感心させられました。

例年、クラスマッチ形式で盛り上

がる合唱コンクールでは、３年生が

上位を独占し下級生の良き見本と

なってくれました。きれいなハーモ

ニーやピアノ演奏などは必見で、ぜ

ひケーブルテレビなどでご覧いただ

きたいところです。

生徒会イベントの中では、ペット

ボトルキャップの回収が目標の

８６,０００個（ポリオワクチン１００人分）

に達したことが報告されました。こ

れもスローガンの１つである行動力

の証だと思います。特に３年生に

とってはまた一つ、いい思い出とな

りました。参観いただいた皆さんに

改めて感謝します。

第５１回文化祭

ジョリン先生

（ジ ル） 僕おかしくなってるよ。

（ラリー） どうしてそんなこと言うのよ。

（ジ ル） ここ３日間で飲んだのはコーヒー

だけだよ・・・

Larry:
Jill:

Larry:

I'vegonebonkers!
Whydoyousaythat?
AllI'vebeendrinkingiscoffeeforthe
past3days.

東部中学校

No.１８７

学 校 だ よ り

四HawaiianWords四
（ ハ ワ イ の 言 葉 ）

Ono:おいしい
オノ

Kapu:神聖な
カプ

こんなときこのひとこと、学校だより
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と き 平成２５年１月１３日（日）

受付１３時～ 開式１４時～

と こ ろ 市民会館ホール

対 象 者 平成４年４月２日～平成５年

４月１日までに生まれた人

そ の 他

鹿島市に住民登録のある対象者に

は、案内ハガキを送ります。

就職や進学などにより鹿島市以外

に住む人で、鹿島市の成人式に参

加を希望される人は、ご連絡くだ

さい。

生涯学習課社会教育係

緯０９５４（６３）２１２５

工業統計調査は、製造業を営む事

業所を対象に１２月３１日時点で実

施します。調査結果は、行政施策の

重要な基礎資料として、また小・中・

高等学校の教材などとして広く利用

されています。

調査の実施にあたっては、１２月中

旬から来年１月にかけて調査員が伺

いますので、ご協力をお願いします。

皆さんから提出していただく調査

票については、統計法に基づき調査

内容の秘密は厳守されますので、調

査の趣旨をご理解いただき記入をお

願いします。

企画課情報統計係

緯０９５４（６３）２１０１

第５９回（平成２５年）
鹿島市成人式のご案内

詳しくは

工業統計調査に
ご協力ください

詳しくは

人権週間を機に、互いが今一度、

人権について考え、人がお互いに人

を大切にする『思いやりある明るい

社会』を築きましょう。

市では、次の６人の人権擁護委員

が相談を受け付けますので、人権全

般で困ったことがあったら同和対策

課までご連絡ください。

杉谷保成さん（西牟田）

正寶典子さん（筒 口）

三原治子さん（久保山）

福田節子さん（湯ノ峰）

森田 寛さん（中 村）

山田次郎さん（西塩屋）

また、市内小中学校「人権作文・

標語・ポスター」の優秀作品をエイ

ブル１階エントランスロビーに展示

します。

同和対策課

緯０９５４（６３）２１２６

１２月４日～１０日は
『人権週間』です

詳しくは

１２月１２日（水）から２１日（金）

まで、冬の交通安全県民運動が実施

されます。

１２月は忘年会などで飲酒の機会

が多くなる時期です。飲酒運転は絶

対にやめましょう。

また、年末は交通量も増え慌ただ

しくなります。心にゆとりをもって、

交通事故防止に努めましょう。

「飲酒運転四（し）ない運動」

胸運転するなら酒を飲まない

胸酒を飲んだら運転しない

胸運転する人に酒をすすめない

胸酒を飲んだ人に運転をさせない

総務課消防交通係

緯０９５４（６３）２１１３

冬の交通安全県民運動
～守ろう交通ルール 高めよう交通マナー～

詳しくは

平成２４年１０月分市長交際費の支出状況を公表します。

企画課秘書係 緯０９５４（６３）２１００詳しくは

支出の相手方、行事名支出金額支出日・件数区 分
五ノ宮神社獅子舞３,０００円１０月１８日祝 儀
執行分区鉦浮立九州民俗芸能大会九州大会出場２０,０００円１０月１１日餞 別
赤門萬寿４箱（まちづくり懇話会ホール見学土産）５,８８０円１０月１９日接 遇
酒１５本・稲荷ようかん１００本（佐賀県観光説明会PR用）４０,０００円１０月１９日その他

６８,８８０円合 計

平成２４年１０月 市長交際費支出状況

３日（月） 開会、会期の決定、議案の一括上程（市長提案理由説明）

議案審議、質疑、討論、採決

４日（火）～９日（日） 休会

１０日（月） 委員長報告、議案審議、質疑、討論、採決

１１日（火） 議案審議、質疑、討論、採決

１２日（水）～１３日（木） 休会

１４日（金） 常任委員会

１５日（土）～１６日（日） 休会

１７日（月）～１９日（水） 一般質問

２０日（木） 調整日（一般質問）

２１日（金） 議案審議、質疑、討論、採決

２２日（土）～２４日（振休） 休会

２５日（火） 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０９５４（６３）２１０４詳しくは

市議会１２月定例会会期日程（案）
～あなたも傍聴してみませんか～

※一般質問の数などにより議事日程
を変更する場合があります。
※一般質問などの内容は鹿島市ＨＰ
の『鹿島市議会』に掲載します。

※ケーブルテレビでは１１チャンネル
で議会中継を放送します。

介護保険料第７期（１２月）
納付日のお知らせ

■納付書払いの納期限
１２月２７日（木）

■口座振替の口座引落日
１２月２６日（水）

情報掲示板 愚 お知らせ
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恭お正月のしめ飾りはいかがですか。

１本１,０００円から販売の予定です。

恭お正月前、各種作業の注文をお受

けします。

気軽にご相談、ご注文ください。

恭会員を募集しています。

説明会 １２月２０日（木）９時３０分～

ところ シルバー人材センター

恭畑や家庭菜園などにセンターが

作った有機チップの堆肥はいかがで

すか。

恭ストーブ用の「まき」もあります。

恭刃物研ぎいたします。

と き １２月２０日（木）８時３０分～

鹿島市シルバー人材センター

緯０９５４（６３）０９７０

スポーツライフ・鹿島では、１年

間の家族の健康と安全を祈願して、

のんびり歩く新春ウォーキングを開

催します。

家族そろってご参加ください。

と き 平成２５年１月５日（土）

※少雨決行

集合場所 蟻尾山公園 市民球場前

広場 ８時２０分集合

コ ー ス 蟻尾山公園閣松蔭神社閣

琴路神社閣幸姫酒造閣

祐徳稲荷神社閣蟻尾山公園

※約１２ｋｍ（約３時間）

参 加 費 １人２００円（保険料を含む）

（スポーツライフ・鹿島会員は１００円）

※当日受付でお支払いください。

そ の 他 終了後にビンゴケームや

お汁粉のサービスあり。

申込方法 平成２５年１月４日（金）

１７時までに電話でお申し

込みください。

スポーツライフ・鹿島事務局

（市体育協会内）※火曜日休館

緯０９５４（６２）３３７９

正月の準備承ります
シルバー人材センター

問合せ・ご注文

新春！三社参りウォーキング
参加者募集

問合せ・申込先

鹿島商工会議所、佐賀県農業協同

組合、佐賀県有明海漁業協同組合で

は、平成２５年の新年を迎え、鹿島市

の発展を祈念する『新年賀詞交換会』

を開催します。

どなたでも参加できます。皆さん

お誘いあわせの上ご参加ください。

と き 平成２５年１月４日（金）

１２時～１３時３０分

と こ ろ 割烹清川（西牟田）

申込期限 １２月１０日（月）

参 加 費 ３,０００円／１人

申 込 申込用紙（鹿島商工会議所

と商工会議所のホームペー

ジ）に必要事項を記入し、参

加費を添えて鹿島商工会議

所へお申し込みください。

そ の 他 参加者名簿を作成し、参加

申込をいただいた皆さんに

のみお渡しします（申し込み

のない人には提供できません）。

鹿島商工会議所

緯０９５４（６３）３２３１

市連合青年団と田澤記念館では、

今年もサンタクロース（の格好をし

たスタッフ）が、お預かりしたプレ

ゼントをあなたの家にお届けする

『サンタのしあわせ宅配便』を実施し

ます。

応募方法 １２月１０日（月）１９時３０分～２２時

田澤記念館２階で受け付け

配達要件 市内限定

定 員 ２０件（定員になり次第締切）

（※プレゼントのお預かりは後日行います。）

費 用 ５００円／１件

配達時間 １２月２４日（振休）１９時～

そ の 他 サンタクロースになって

プレゼントを配達するス

タッフも募集しています。

市連合青年団（田澤記念館内）

緯０９５４（６３）１６２２

平成２５年
新年賀詞交換会

詳しくは

お届けします
サンタのしあわせ宅急便

詳しくは

募集コース 電気制御技術科

定 員 １５人

応募資格 新たな職業に就こうとす

る求職者で、受講意欲が

ありハローワークからの

受講指示または受講推せ

んを受けた人

受 講 料 無 料

訓練期間 ６ヵ月

平成２５年３月～８月

募集期間 １２月１０日～２月１日

申込方法 ハローワーク鹿島で相談の上、

書類を提出してください。

そ の 他 筆記試験、面接あり。

ポリテクセンター佐賀

緯０９５２（２６）９５１６

キャッシングやローンなどの毎月

の返済に悩んでいる人の相談をお受

けします。家計の見直しや債務整理

についてわかりやすくアドバイスし、

必要に応じ弁護士・司法書士などの

専門家に引き継ぎもします。

（相談無料・秘密厳守）

相談時間 月～金曜日

（9～12時、13～17時）

詳佐賀財務事務所

多重債務相談窓口

緯０９５２（３２）７１６１

消費生活相談窓口には多重債務や

投資被害に関する相談が多く寄せら

れています。一人で悩んでいません

か？専門の相談員と弁護士または

司法書士が相談に応じます。

（無料・秘密厳守・事前予約制）

と き １２月１５日（土）１３時～１９時

１２月１６日（日）９時～１２時、

１３時～１６時

と こ ろ 佐賀県消費生活センター

（アバンセ3階）

佐賀県消費生活センター

緯０９５２（２４）０９９９

職業訓練
受講生募集（３月生）

詳しくは

お金の問題
抱えていませんか？

相談窓口

多重債務・投資被害特別相談会

問合せ・申込先

市税集合徴収分
第７期の口座振替日

１２月２５日（火）です
（預金残高の確認をお願いします）

情報掲示板 愚 お知らせ・募集・相談
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市では、配偶者やパートナーから

の暴力被害に関する相談や被害者の

支援を行う相談員を配置しています。

配偶者やパートナーからの暴力は、

ドメスティック・バイオレンス（Ｄ

Ｖ）と言われ、犯罪ともなる行為を

含んだ、人の心と体を傷つける重大

な人権侵害であり、決して許される

ものではありません。ＤＶの被害を

受けている人は一人で抱え込まずに、

まずは相談してください。秘密は守

られますのでご安心ください。

相談日時 毎週火・水・木曜日（祝日除く）

９時～１２時、１３時～１６時

詳福祉事務所

緯０９５４（６３）２１１９

パソコン（ワード）を使って、年賀

状の裏面を作成します。

と き １２月９日（日）１３時～１６時

と こ ろ 高津原コミュニティーセンター「かんらん」

定 員 １０人 ※要事前申込

参 加 費 １，０００円 テキスト代込

そ の 他 ご自分のパソコンを持ち

込みできます。

パソコンクラブ「リライフ」

緯０９０（８６２５）２２６２

放送大学では、平成２５年度第１学期

（４月入学）の学生を募集しています。

放送大学はテレビなどの放送を利

用して授業を行う通信制の大学です。

心理学・福祉・経済・歴史・文

学・自然科学など、幅広い分野を学

べます。

出願期限 平成２５年２月２８日（木）

放送大学佐賀学習センター

緯０９５２（２２）３３０８

放送大学ホームページ

http://www.ouj.ac.jp/

ＤＶ（配偶者からの暴力）に関する相談
～ 一 人 で 悩 まな い で 相 談し て くだ さ い ～

相談窓口

－県情報化団体づくり支援事業－
年賀状作成講座

詳しくは

放送大学
４月生学生募集

詳しくは

５０歳以上のパソコン初心者を対象

に、チャレンジパソコン講座（パソ

コン基礎、文字入力、インターネッ

ト、電子メール）を開講します。

と き 平成２５年１月２２日～２５日

の４日間

１３時３０分～１６時３０分

と こ ろ 嬉野市中央公民館２階

（旧塩田公民館）

定 員 ２０人（応募者多数時抽選）

参 加 費 3,000円（テキスト代含む）

そ の 他 パソコンは主催者で用意

申込期間 １２月１１日～１２月２０日

申込方法 電話で申し込みください。

シニアネット佐賀

緯０９５２（３３）３１５５

対 象 者 ハローワークに求職申込

みをし、ハローワークの

受講指示または受講推せ

んを受けた人

訓練期間 平成２５年２月１日～

３月２９日の予定

定 員 ２０人

費 用 １３,０００円程度（テキスト代等）

訓練会場 （委託先）佐賀市鍋島町

有限会社 佐賀情報ビジネス

申込方法 現住所を所管するハロー

ワークに願書を提出

申込期限 平成２５年１月７日（月）

そ の 他 無料託児サービス利用可

県立産業技術学院 就職支援課

緯０９５２（７４）４３３０

わんぱく大冒険、ナイトハイク、

クラフト制作などを行います。

と き 平成２５年１月１９日（土）～

平成２５年１月２０日（日）

対 象 者 小学４年生（有料）

定 員 ６０人（平成２５年１月４日締切）

黒髪少年自然の家 山﨑

緯０９５４（４５）２１７０

チャレンジパソコン講座
in嬉野

問合せ・申込先

介護サービス科佐賀
訓練生募集

詳しくは

くろかみ自然体験事業
チャレンジウィンタースクール４年

申込・問合せ先

鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会で

は、今年３月にイベントを開催し市

内外より多数の方にご来場いただい

たところです。今後、更なる活動推

進のため、ＮＰＯ法人価値創造プラ

ットフォームとの共催により、市民

の皆さんと一緒になって考えていく

シンポジウムを開催します。ぜひご

参加ください。

と き １２月１５日（土）

１８時３０分～２０時３０分

と こ ろ 市民会館３階大会議室

パネラー

酒サムライコーディネーター 平出 淑恵さん

佐賀県最高情報統括監 森本登志男さん

ＮＰＯ法人

価値創造プラットフォーム

緯０８０（８３９０）６８４８

古枝地区振興会各部門から、盛り

だくさんの催しものがいっぱい！

ぜひお越しください。

と き １２月２日（日）

８時１５分～１５時３０分

と こ ろ 古枝公民館、林業体育館、

祐徳グラウンド

内 容毅若草保育園和太鼓

毅古枝小学習発表会

毅カラオケ大会

毅舞台発表（踊り、大正琴ほか）

毅グラウンド・ゴルフ大会

毅農産物展示販売

毅豚汁、おにぎり振る舞い

毅焼き芋販売 毅バザー

毅おたのしみ抽選会 など

古枝公民館

緯０９５４（６２）２７４９

鹿島酒蔵ツーリズム
シンポジウム

詳しくは

古枝ふれあいまつり

詳しくは

ＳＴＯＰ!!踏切事故
踏切事故が一旦発生すると、列車が

止まり、通勤・通学等に影響を与え、

損害が発生します。

もしも車が踏切内に閉じ込められ

たら、あわてず、迷わず車をゆっくり

前進させてください。

車が踏切内で動けなくなったら、ま

ず列車を止めましょう。

詳しくは ＪＲ九州 佐賀鉄道部

緯０９５２（２３）２９３９

情報掲示板 愚 相談・講習会・イベント

黒髪少年自然の家 検索

隔
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鹿島市保健センター

緯（６３）３３７３

詳しくは

イインフルエンザの感染予防に努めましょインフルエンザの感染予防に努めましょうう

インフルエンザは感染力が強いため、日ごろから一人ひとりが感染予

防に努めましょう。

潤こまめな手洗いを心がけましょう。

潤咳エチケットを実行しましょう。

潤発熱・咳・くしゃみなどの症状がある場合はマスクを着用しましょう。

潤十分な栄養と休養を心がけましょう。

潤室内の換気をこまめにしましょう。

潤流行時にはできるだけ人混みや外出は控えましょう。

特定保健指導を受けましょ特定保健指導を受けましょうう

鹿島市国保の特定健診を受診し、生活改善が必要と

判定された人（動機付け支援・積極的支援）はぜひ、特

定保健指導を受けてください。

メタボリックシンドロームを放っておくと、動脈硬

化が進み、心筋梗塞や脳梗塞などの大きな病気を引き

起こす原因となります。

保健指導を受けた人は「動脈硬化の有無や進行具合

がわかる検査」や「食後の血糖値の推移とインスリン

分泌量がわかる検査」を受けることができます。この

検査は通常１１,０００円ほどかかりますが、１,０００円で受け

ることができます。この機会に受けてみませんか。

希望する人は、保健センターへご連絡ください。

鹿島市保健センター

緯（６３）３３７３

申込・問合せ先

鹿鹿島市国保の特定健診鹿島市国保の特定健診はは１２月２１２月２５５日までです！日までです！

鹿島市国保の特定健診は１２月２５日までとなって

います。受診票、受診券、国保保険証、自己負担金

１,０００円を持参し、医療機関にて受診してください。

受診票、受診券をなくした人は、再発行しますので

ご連絡ください。

今月の日曜日健診は、１２月１６日に森田医院で実

施します。事前に予約をしてから受診してください。

ご自身のため、ご家族のために、年に一回は健診を

受けましょう！

県内のインフルエンザ予防接種実施医療機関で受けることができます。希望する人は、接種を希望する日の１週

間前までに直接医療機関へお申し込みください。

対 象 者 ６５歳以上で希望する人

期 限 １２月３１日まで

※医療機関によって異なる場合があります

接種回数 １回

自己負担金 １,３００円（医療機関の窓口でお支払ください）

※生活保護世帯の人は無料

持 参 品 毅健康保険証（住所や生年月日の確認をします）

毅健康手帳またはおくすりノート（済証を貼ります）

６５歳以上の人のインフ６５歳以上の人のインフルルエンザ予防接種のお知らエンザ予防接種のお知らせせ
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フッ化物は継続的に塗布することで歯質を強くしま

す。

また、普段からの食生活や歯磨きなど規則正しい生

活習慣も虫歯予防には大切です。市では、２歳の誕生

月のお子さんを対象に２回目のフッ素化物塗布を行っ

ています。

と き １２月２０日（木） 受付 １３時４５分～１４時

ところ エイブル１階保健センター

対象者 平成２２年１２月生まれ（希望者）

持参品 母子健康手帳

※必ず歯磨きをして、ご来場ください。

２回目フッ素化物塗布を実施しま２回目フッ素化物塗布を実施しますす

次のワクチン接種を希望する対象者への費用助成期

間が延長されることになりました。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。

助 成 平成２５年３月３１日まで

接種費用 無料

ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン

対象者 生後2ヵ月～5歳未満

（接種開始年齢で回数が異なります。）

接種場所 県内の実施医療機関での個別接種

子宮頸がん予防ワクチン

対象者 平成８年4月2日～平成１１年4月1日に

生まれた女子（全３回）

※平成７年4月2日～平成８年4月1日に

生まれた女子で、平成２４年３月３１日までに

本事業における接種を１回でも受けている

場合には、残りの回数分は対象となります。

接種場所 鹿島市・嬉野市・太良町内の指定医療

機関での個別接種

任任意予防接種費用の助成を行っていま任意予防接種費用の助成を行っていますす

子宮頸子宮頸がん・乳がん検診を受けましょがん・乳がん検診を受けましょうう
しきゅうけい

国の方針で２年に１回の検診となります。

受 付 保健センター（エイブル１階） ９時～１０時

対象者 子宮頸がん検診：２０歳以上で昨年度未受診の女性

乳 が ん 検 診：４０歳以上で昨年度未受診の女性

料 金 子宮頸がん検診：７００円

乳 が ん 検 診：４０歳代１,５００円、５０歳以上１,０００円

ところ エイブル１階保健センター

その他 毅乳がん検診は毎回先着５５人で締め切ります

毅５～６月に実施したがん検診申込書で申し込

んだ人には受診票を郵送しています。

毅区ごとに受診日を定めていますが、都合が悪

いときは別の日に受診できます。（連絡不要）

毅新たに希望する人はご連絡ください。

毅１２月１４日（金）夜間を希望する人はお申し込み

ください。

恭子宮頸がん・乳がん検診日程

対 象 区月 日

本町・乙丸・中村・森・土井丸・井手・西葉・母ヶ浦・矢答・伏原・下浅浦１２月７日（金）

若殿分・新方・湯ノ峰・庄金・南舟津・中町・貝瀬・土穴・本城・中木庭・
川内・山浦・白鳥尾・平仁田開拓・七開

１２月１４日（金）

夜間：受付時間１８時～１９時
夜間検診希望者は申し込みが必要です

１２月１４日（金）
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怯予防接種

怯乳幼児の健康診査 エイブル１階保健センターで実施（受付時間１３時１０分～１３時３０分）

乳幼児の健康診査や予防接種等の問合せ先

保健センター予防係緯（６３）３３７３１２月の子育て

３歳６ヵ月健診
対 象 平成２１年５月生まれ
持参品 母子健康手帳、問診票、尿

内 容 身体測定、育児相談、尿検査

小児科医の診察、歯・目・耳の検査

１３日（木）１歳６ヵ月健診
対 象 平成２３年５月生まれ
持参品 母子健康手帳、問診票

内 容 身体測定、育児相談、歯科診察、

小児科医の診察、フッ化物塗布（希望者のみ）

２０日（木）４ヵ月健診
対 象 平成２４年８月生まれ
持参品 母子健康手帳

内 容 身体測定、育児相談、

小児科医の診察

２６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。

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１８年４月２日～平成１９年４月１日

に生まれた子ども

第３期 平成１１年４月２日～平成１２年４月１日

に生まれた人

第４期 平成６年４月２日～平成７年４月１日

に生まれた人

接種期間 第２期～４期は平成２５年３月３１日までです。

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１～３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

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）

ポリオ
９月からポリオの予防接種は、口から飲む『生ワクチ

ン』から注射する『不活化ワクチン』に変わりました。

対 象 者 生後3ヵ月から７歳６ヵ月未満の子ども

接種回数

胸不活化ワクチンは、初回接種を２０日以上の間隔をおい

て３回、その後、６カ月以上の間隔をおいて１回の追

加接種を行い、合計４回の接種となります。

胸生ワクチンを１回接種している人は、初回接種を２０日

以上の間隔をおいて２回、その後６カ月以上の間隔を

おいて１回の追加接種を行い、合計３回の不活化ワク

チンの接種が必要です。

胸生ワクチンを２回接種した人は、不活化ワクチンの接

種は不要です。

日本脳炎予防接種
対 象 者 １期：３歳～７歳６カ月未満の子ども

２期：９歳～１３歳誕生日の前々日の子ども

接種回数 １期初回は、６～２８日間の間隔をおいて

２回接種します。

１期追加は２回目の接種後、おおむね１年

（１１～１３カ月）の間をおいて１回接種します。

２期は、対象期間の間に１回接種します。

インフルエンザ予防接種費用
助成のお知らせ

市では次の対象者へ費用助成を行います。希望す

る人は、直接医療機関に申し込みください。

対 象 者 中学３年生までの子どもで希望する人

助成期間 １０月１日（月）～１２月３１日（月）

接種回数 １３歳未満：２回 １３歳以上：１回

助 成 額 １,０００円／回

自己負担金 接種費用から１,０００円引いた金額を

医療機関窓口でお支払いください

持 参 品 母子健康手帳・健康保険証（住所確認用）

接種場所 市内の実施医療機関と谷口医院（嬉野市）

※これ以外のかかりつけ医で接種した場合は、

接種後に申請することで、助成額を受け取るこ

とができます。

申請場所 保健センター（エイブル１階）

持 参 品 ①領収書②印鑑③通帳④接種済証

か母子健康手帳のいずれか

申請期限 平成２５年３月３１日

Ｂ・Ｃ・Ｇ
対象者 生後3ヵ月から６ヵ月未満の子ども（対象者通知）

平成１７～２１年度の間に接種機会を逃した人へ

下記の対象者は、不足分の接種を受けることができ

るようになりました。（母子健康手帳で確認）

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歳誕生日の前々日まで

四種混合［ポリオ＋三種混合］
１１月から、ポリオと三種混合（ジフテリア・百日

咳・破傷風）を合わせた四種混合の接種が始まりました。

対象者 生後３ヵ月から７歳６ヵ月未満で、ポリオと

三種混合のどちらも未接種の子ども

煙１期１～３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

※予診票は保健センターや実施医療機関（予約時に確

認してください）にあります。
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子

怯子育て支援

母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

５５・・１１２２・・１１９９・２・２６６日（水日（水））

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

ところ子育てひろば名と き

北鹿島農村婦人の家北鹿島４日（火）

七 浦 公 民 館七 浦１２日（水）

鹿島小わんぱくクラブ鹿島赤ちゃん１８日（火）

古 枝 公 民 館古 枝２５日（火）

対 象 就学前児と保護者 だだし、「鹿島」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０９５４（６３）３３７３
子育てメルマガ配信中！kosodate@city.saga-kashima.lg.jpへ空メール送信で登録

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

建おくすりノートを持っていきましょう

診療時間 １９時～２１時

診療場所 （１）月・木・金・土・日および１月１日～１月３日

南部地区小児時間外診療センター（武雄地区休日急患センター）

武雄市武雄町大字昭和３００ 緯０９５４（２２）５５９９

（２）火曜日の小児救急在宅医（１２月）

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

在宅医へ電話で確認してください。

杵藤地区消防本部救急医療情報案内 緯０９５４（２２）４２０７

（３）水曜日 ※１月１日～３日を除く

鹿島時間外こどもクリニック（高津原・鹿島市休日こどもクリニック内） 緯０９５４（６３）１８３８

電 話 番 号所 在 地在 宅 医日 付

０９５４（６７）００１６太良町町立太良病院４日（火）

０９５４（６３）３３０９鹿島市 中牟田稗田産婦人科１１日（火）

０９５４（６７）００１６太良町町立太良病院１８日（火）

０９５４（４３）２１１１嬉野市 嬉野町田中医院２５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０９５４（６３）１８３８

怯休日昼間の小児救急医療

赤ちゃん相赤ちゃん相談談

受付１３：３０～１４：３０
内容 身体計測・健康相談
対象 赤ちゃんと保護者
※来月は１月９日（水）です。

５５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 平成２４年１０月生まれ

１１９９日（水日（水））
離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

２２００日（木日（木））
ママタニティスクマタニティスクーールル

受付１３：１５～１３：３０
内容 赤ちゃんのお風呂他
対象 妊婦

６６日（木日（木））

よちよち
サークル
１０時～１２時

５ヵ月児～１歳６ヵ月児と保護者対象
２７日（木）エイブル和室（材料費１個１００円）

「ママカフェ♪クリスマス会」

のびのび
サークル
１０時～１２時

１歳７ヵ月児～就学前児と保護者対象
２１日（金）エイブル和室（材料費１個１００円）

「ママカフェ♪クリスマス会」

合 同
サークル
１０時～１２時

５ヵ月児～就学前児と保護者対象
１１日（火）エイブル（材料費２００円）

「手作りで待つクリスマス竃」

育育 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



Ｈ２４(２０１２).１２.１ 広報かしま

１２月

師走
しわす

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０９５４（６３）２１０１（直通） 姉０９５４（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

２５年２月号２５年１月号
１２月２８日１１月３０日

２日（日） 古枝ふれあいまつり・・・・・・・［２１ページ参照］
古枝公民館ほか ８時１５分～

７（金）～９（日） 鹿島市特産品まつり・・・・・・・［１３ページ参照］
祐徳稲荷神社参集殿

８日（土） お火たき 祐徳稲荷神社 ２０時頃点火
１６日（日） 衆議院議員総選挙投票日・・・［１３ページ参照］

市内１４投票所 ７時～２０時
１６日（日） 和谷泰扶ハーモニカ・トリオ・・［１６ページ参照］

エイブルホール １４時～
２１日（金） 市内小中学校第２学期終業式
２４日（振休） 劇団ヤマトクリスマス公演

エイブルホール １３時３０分～
２８～３０日 消防団年末警戒 市内一円 ２０時～翌５時

愚無料法律相談（市民優先） 市民会館１階
１３日（木）受付１３時～１４時 （先着１０人）１３時３０分開始
２７日（木）受付９時３０分～１０時３０分（先着６人）１０時開始
愚人権相談 市民会館２階和室
６日（木）１０時～１５時

愚成人健康相談 保健センター
５日（水） ９時３０分～１０時３０分

愚快互（かいご）のつどい エイブル２階和室
１４日（金）１３時３０分～１５時
愚住宅設計無料相談 旧池田家（南舟津）
８日（土）１０時～１２時
愚土地建物に関する無料相談 市民会館１階サロン
２５日（火）１３時３０分～１６時３０分
愚消費生活相談 市民会館１階サロン
３・１０・１７日（月）、７・１４・２１・２８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）
１９日（水） ９時３０分～１２時 老人福祉センター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
２５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
２７日（木）１３時３０分～１６時３０分
愚ＤＶ（配偶者からの暴力）に関する相談
火・水・木曜日 ９時～１２時、１３時～１６時
福祉事務所 緯（６３）２１１９

愚厚生年金・国民年金相談 市民会館１階サロン
４・１８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
５・１９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

在宅当番医・当番薬局
受付時間 ９時～１７時
※受診の際は事前に在宅当番医へ電話で確認してください。
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
アルバ薬局犬塚病院 緯（６３）２５３８２日（日）
ミズ北鹿島店志田病院 緯（６３）１２３６９日（日）
祐信堂薬局森田医院 緯（６３）３９５６１６日（日）
ミズスカイロード店織田病院 緯（６３）３２７５２３日（祝）
アルナ浜店薬師寺医院 緯（６３）５２８１２４日（振休）
おおぞら薬局田中医院 緯（６３）４０８０３０日（日）
前山薬局西岡内科クリニック 緯（６３）４０９０１日（祝）
アルナ鹿島店納富病院 緯（６３）１１１７２日（水）
アルバ薬局犬塚病院 緯（６３）２５３８３日（木）

大隈設備 緯（６２）１３０２
松本設備 緯（６３）１８４１
兼茂 緯（６３）１６１６
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
岡田電機 緯（６３）１１６４
鹿島工設 緯（６３）１３２３
家永設備 緯（６２）７１２９
荒木建設 緯（６３）１４４５
山中鉄工 緯（６３）３３４１
鹿島設備 緯（６３）３２２８
大隈設備 緯（６２）１３０２
松本設備 緯（６３）１８４１
兼茂 緯（６３）１６１６

１日（土）
２日（日）
８日（土）
９日（日）
１５日（土）
１６日（日）
２２日（土）
２３日（日）
２４日（振休）
２９日（土）
３０日（日）
３１日（月）
１日（祝）
２日（水）
３日（木）

（１２月分）
１・８・１５・２２日（土）、
２・９・１６・２３日（日）、２４日（振休）
２９日（土）～１月３日（木）

市役所
保健センター

３・１０・１７日（月）、２５日（火）、
２８日（金）～１月３日（木）

市民図書館
※１月４日は１３時～１９時開館

３・１０・１７日（月）、２５日（火）、
２９日（土）～１月３日（木）

生涯学習センター
（エイブル）

４・１１・１８・２５日（火）
２８日（金）～１月３日（木）

陸上競技場・体育館

※市民球場は、芝の養生のため１２/１～２/２８まで休場。
※蟻尾山グラウンド・ゴルフ場は、年末年始および芝の養
生のため１２/２７～２/２８まで休場。


