
新年明けましておめでとうございます。

昨年は、皆さんにとってどのような年でしたか。

平成２５年が皆さんにとって豊かで穏やかな年であり

ますように・・・

有明海の日の出

平成２４年１１月３０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
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対 前 月 比世 帯 数人 口
鹿 島 市

世帯４＋人５－世帯１０,６９４人３１,４０４

世帯６＋人１２＋世帯５,２９９人１４,４２２鹿 島

世帯３＋人６＋世帯１,１５８人３,７８８能 古 見

世帯１＋人３－世帯９９８人３,１８２古 枝

世帯１＋人１５－世帯１,０５２人３,１４４浜

世帯４－人３＋世帯１,２２２人３,７３０北 鹿 島

世帯３－人８－世帯９６５人３,１３８七 浦

人１２－人１４,７５０男

人７＋人１６,６５４女

№１０２９

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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新年のごあいさ新年のごあいさつつ

ふるさと鹿島をさらに魅力あるまちへと

明けましておめでとうございます。

市民の皆さまにおかれましては、夢と希望に満ちた新年をお迎えのことと、心からお慶び

申し上げます。

さて、昨年を振り返りますと、国においては東日本大震災からの復興という課題を抱えつ

つ、隣国との領土をめぐる対立やＴＰＰ交渉参加問題、年末には衆議院が解散し、総選挙へ

と国政が大きく揺れ動いた1年でございました。

そのような中、本市においては、初のスポーツ合宿誘致に取り組み、市民の皆さまをはじ

め、市内外の企業や団体の皆さまの心強いサポートや温かい「おもてなし」をいただき、十

分な成果を上げることができました。

また「伊能忠敬来鹿２００年記念事業」においては、各地域で多くの方々に関っていただ

き、充実したイベントが行われましたことに深く感謝申し上げます。

このように、新しいことに取り組むことは、それなりの労力も必要になってまいりますが、

それ以上に、お客さまに対する「おもてなし」やイベントの企画立案などの経験を通して、

得られるものも大きく、われわれ行政も含めて、それらを積み上げることが、さらに地域を

盛り上げることに繋がるものと考えております。

さて、早速、2月からは、鹿島市でスポーツ合宿が始まります。

昨年の大東文化大学と明治大学に加え、今年は新たに早稲田大学や国士舘大学、九州国際

大学の合宿が内定をいたしており、蟻尾山公園のクロスカントリーコースにおける新たな

コースを設定・延長するなど、練習環境の充実も図っております。本年もまた皆さまの温か

いご声援をお願いいたします。

さらに今年は、｢鹿島おどり」が５０回目を迎え、また鹿島が輩出した「碁聖寛蓮」（橘良

利）が、囲碁のルールを著して１１００年目にあたることや、「全国道の駅連絡会」が鹿島の

地で開催されるなど、多くの方々が鹿島市を来訪される予定でございます。

このような機会を活かして、交流人口の拡大、地域の活性化につなげるとともに、先人が

守り育ててきた歴史・文化・伝統・産業などをさらに磨きあげながら「行ってみたい、住ん

でみたい、住んでよかった」と言われる魅力あるまちへ市民の皆さまとともに前進してまい

りたいと決意を新たにしているところでございます。

最後になりますが、昨年は、「ユリの花」や「油圧プレス機」の開発などで鹿島市の「もの

づくり」が評価されました。今年も鹿島市にとりまして、素晴らしい年でありますことを願う

とともに、皆さまのご健康とご多幸を祈念いたしまして年頭のご挨拶とさせていただきます。

鹿島市長 口 久俊
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活力ある鹿島市を目指して

新年明けましておめでとうございます。

平成２５年の輝かしい新春を迎えるにあたり、鹿島市議会を代表いたしまして市民の皆さ

まに心からお慶びを申し上げます。

さて、昨今の地方の課題は多岐多様に渡っていますが、鹿島市においては、独自の歴史・

文化を十分に生かした地域振興、産業の創造などさまざまな地域活性化や地域福祉の充実な

どを図っています。

その中で、議会の果たす役割として、行政のチェック機能はもとより、自らの政策立案能

力を高めていくことが求められています。このことが、市民の期待などに応えていくことに

なると考えます。

そこで、鹿島市議会は、平成２２年に制定した、「鹿島市議会基本条例」を基に、現在は、

それを活用し、市民の要望・期待等に応える努力を行っております。

そして、今後も、議員自らの倫理感を高く持って、市民、議会と行政の関係をしっかり構

築して、議会の責任を確立しなければなりません。

中でも、平成２３年度から組織した「鹿島市議会運営等改革検討会」において、３つのプ

ロジェクトを設置し議会改革の推進を図っています。

また、市民に積極的に情報を公開して、開かれた議会を目指しています。

今後も、十分に議会の役割を認識し、議会が一体となって、市民のために、誠心誠意、努

力してまいりたいと思います。

市民の皆さまにとりまして、本年が素晴らしい年になるよう願い、末永いご健勝とご多幸

を心よりお祈り申し上げます。

鹿島市議会議長 橋川 宏彰
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１．職員の任免および職員数に関する状況

（５）特別休暇等の状況
有給・無給の別付与日数・期間等休暇の種類

有給必要と認める期間①公民権行使のための休暇

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

有給必要と認める期間③骨髄提供のための休暇

有給７日④結婚休暇

有給７日の範囲内で必要と認める期間⑤妊産婦のつわり休暇

有給必要と認める期間⑥妊産婦の健康診査等のための休暇

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

⑦出産休暇

有給３日の範囲内で必要と認める期間⑧妻の出産に伴う休暇

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

有給１年に５日の範囲内で必要と認める期間⑩子の看護のための休暇

有給１年に５日の範囲内で必要と認める期間⑪短期の介護休暇

有給２日の範囲内で必要とする期間⑫生理休暇

有給死亡者の区分に応じ１日から１０日の範囲内⑬忌引

有給３日の範囲内の期間⑭夏季休暇

有給必要と認める期間⑮災害又は交通機関の事故等による休暇

有給１年に５日の範囲内で必要と認める期間⑯ボランティア休暇

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

⑰介護休暇

（３）時間外勤務および休日勤務等の状況

職員１人当たりの時間外・
休日勤務月平均時間数

時間外・休日勤務総時間数

１１.３時間３０,４４６時間

※総時間数には振替時間含む

（２）年次有給休暇の取得状況（平成２３年１月１日～平成２３年１２月３１日）

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

２７.０％１０.３日２５０人２,５７２日９,５３５日

２．職員の勤務時間その他の
勤務条件の状況

（１）勤務時間（標準的なもの）

休憩時間終了時刻開始時刻１日の正規の労働時間１週間の正規の労働時間

１２時～１３時１７時１５分８時３０分７時間４５分３８時間４５分

最終合格者数受験者数申込者数区分

２人４９人６２人一般事務Ａ

１人３人８人土 木 Ｂ

３人５２人７０人合 計

（１）職員の競争試験の状況

（４）育児休業の状況

女性職員男性職員区 分

５０育児休業の承認件数

２０育児休業期間延長の承認件数

選考試験競争試験
区分

計女性男性計女性男性

０００２人０２人一般事務
職種

０００１人０１人土 木

０００３人０３人合 計

（２）職員の採用の状況

総務課職員係 緯０９５４（６３）２１１３詳しくは

平成２３年度 市の人事行政の運営等を公表します

計女性男性区分

４人１人３人定年退職

１人１人０人勧奨退職

０人０人０人そ の 他

５人２人３人合 計

（３）職員の退職の状況
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４．職員の服務の状況

５．職員の研修および勤務成績の評定の状況

受講者数研修内容区分
８５２人接遇研修、パソコン研修、ＡＥＤ講習会、メンタルヘルス研修など市独自研修

９人市町村職員中央研修所および国際文化研修所研修
派遣研修

１０７人県市長会等主催研修
２１人実務研修（民間等主催研修会参加など）自主研修
９８９人合計

全職員評定対象職員
課長、部長、副市長評定者
勤務概評の総合評定をＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの５段階評価評定方法
普通昇給、昇任者の決定、新規採用職員の正式採用勤務評定の活用方法

６．職員の福祉および利益の保護の状況

受診者数健康診断の種類
１１５人基本検診

定期健康診断
１１４人胸部Ｘ線
４１人胃検診
４人肝炎ウィルス検診

１３５人人間ドック
１２人特殊業務従事職員検診
１０人婦人（子宮がん）検診
６人婦人（乳がん）検診
６７人ＶＤＴ健診

（５）不利益処分に関する不服申し立ての状況

（４）勤務条件に関する措置の要求の状況

該当なし

（２）公務員災害補償

（１）健康診断の実績

合
計

降
給

休
職

免
職

降
任

処分の種類
処分事由

０００勤務実績がよくない場合

３人３人００心身の故障の場合

０００職に必要な適格性を欠く場合

０００
職制、定数の改廃、予算の減少に
より廃職、過員を生じた場合

００刑事事件に関し起訴された場合

０００条例で定める事由による場合

３人０３人００合計

３．職員の分限および懲戒処分の状況
（１）分限処分者数 （２）懲戒処分者数

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

該当なし

（１）研修の状況

（２）勤務成績の評定の状況

許可件数営利企業等の従事内容
０営利を目的とする会社の役員等に就任する場合
０自ら営利を目的とする私企業を営む場合
２報酬を得て事業または事務に従事する場合

該当なし

合
計

免
職

停
職

減
給

戒
告

処分の種類
処分事由

０００００法令に違反した場合

１人０００１人
職務上の義務に違反し
又は職務を怠った場合

０００００
全体の奉仕者たるに
ふさわしくない非行
のあった場合

１人０００１人合計

通勤災害公務災害区 分
０１申請件数
０１認定件数
００不認定件数

公費負担額決算額実施主体事業名称

２,１６０千円６,２１０千円
鹿島市職員

互助会
職員互助会
福利厚生事業

（３）福利厚生事業
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一般職員の給与などは、地方公務員法に基づき決定されます。具体的には、人事院勧告を基本に、国や他の地方公

共団体、民間企業との均衡を図りながら、市議会の議決を経て定められます。

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

に、市議会の議決を経て定められます。

７．市の給与・定員管理等について

（１）総括

① 人件費の状況（一般会計決算）

（参考）平成２２年度
の人件費率

人件費率
Ｂ／Ａ

人件費
Ｂ

実質収支
歳出額

Ａ
住民基本台帳人口

（平成２４年３月３１日現在）
区分

１６.９％１６.８％２,０８３,５４０千円２６５,７７９千円１２,４３５,４９８千円３１,４０３人平成２３年度

（注）１.職員手当に、退職手当は含みません。
２.職員数は、平成２３年４月１日現在の人数です。

１人当たり給与費 Ｂ／Ａ給与費計 Ｂ給与費区分職員数 Ａ区分

５,９５３千円１,２６１,９５６千円
８３７,３０９千円
１２５,４４９千円
２９９,１９８千円

給料
職員手当
期末・勤勉手当

２１２人平成２３年度

② 職員給与費の状況（一般会計決算）

国鹿島市
区分

平均給与月額平均給料月額平均年齢平均給与月額平均給料月額平均年齢

４０１,７８９円３２９,９１７円４２.８歳
３８４,３１９円

３２８,５５５円４２.５歳一般行政職
３４８,６９９円

（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況

① 職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（平成２４年４月１日現在）

（注）１.『平均給料月額』とは、職員の基本給を平均したものです。
２.『平均給与月額』とは、給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです。このうち、上段はす
べての諸手当込みのものであり、下段は国家公務員の平均給与月額と比較するために手当の種類を限定
して算出したものです。

国鹿島市区分

１７２,２００円
１４０,１００円

１７２,２００円
１４０,１００円

大学卒
高校卒

一般行政職

② 職員の初任給の状況（平成２４年４月１日現在）

２０年１５年１０年区分

３５９,６７１円
３０３,３１７円

２９５,４６７円
２４７,４３３円

２４９,３５７円
２１２,９５０円

大学卒
高校卒

一般行政職

③ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２４年４月１日現在）

７級６級５級４級３級２級１級区分

部長課長・参事課長補佐
係長・主査・
主任

主任

高度の知識ま
たは経験を必
要とする職員
の職務

定型的な
職務等

標準的な
職務内容

５人
２．８％

１５人
８．５％

２３人
１３．０％

５９人
３３．３％

５７人
３２．２％

８人
４．５％

１０人
５．６％

職員数
構成比

（３）一般行政職の級別職員数の状況 （平成２４年４月１日現在）
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支給職員１人当たり
平均支給年額

支給実績区分

３１５千円６５,５５８千円２２年度

３０５千円６４,７４９千円２３年度

給料月額等区分

市 長 ７７８,０００円
副市長 ６３１,０００円

給 料

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

報 酬

市長・副市長・議長・副議長・議員
平成２３年度支給割合 ２.９５月分
加算措置の状況 役職加算１５％

期末手当

市長・副市長とも一般職と同じ通勤手当

市長 給料月額×在職月数×５０／１００
副市長 給料月額×在職月数×３３／１００

※いずれも任期毎に支給
退職手当

対前年
増減数

職員数（人）
部門

平成２４年平成２３年

０
△１
１
０

△１
１

△１
△１
０

４
５３
１７
２
２２
７

２１
３６
１７

４
５４
１６
２
２３
６
２２
３７
１７

議 会
総 務
税 務
労 働
農林水産
商 工
土 木
民 生
衛 生

一
般
行
政

△２１７９１８１小 計

１３２３１教 育特
別

行
政 １３２３１小 計

０
△１
０

１０
１０
１７

１０
１１
１７

水 道
下 水 道
そ の 他

公
営
企
業

等
会
計 △１３７３８小 計

△２
２４８
[３１２]

２５０
[３１２]

合 計

（注）１職員数は一般職（教育長を除く）に属する職員

数です。

２[ ]内は、条例定数の合計です。

（６）職員数の状況

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

（５）特別職の報酬等の状況

（平成２４年４月１日現在）

支給職員１人
あたりの

平均支給年額
（平成２３年度）

支給実績
（平成２３年度）

国の制度
との比較
（相違点）

手当名

２３９千円２９,３８８千円同じ扶養手当

２５６千円８,７０１千円同じ住居手当

６４千円８,２１６千円
（交通用具利用者
の通勤距離区分）

通勤手当

５６４千円１３,５２９千円（役職区分）管理職手当

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

⑤その他の手当（平成２４年４月１日現在）

６３千円支 給 実 績

９千円支給職員１人当たりの平均支給年額

２.９％職員全体に占める手当支給職員の割合

３種類手 当 の 種 類 （ 数 ）

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

③特殊勤務手当（平成２３年度）

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

④時間外勤務手当

（４）職員の手当の状況

国鹿島市

－

－

１人当たり平均支給額

期末手当 ９３０千円

勤勉手当 ４６９千円

（支給割合）

同左

（支給割合）

期末手当 ２.６月分

勤勉手当 １.３５月分
（加算措置の状況）

噛役職加算 ５～２０％

噛管理職加算 １０～２５％

（加算措置の状況）

噛役職加算 ５～１５％

国鹿島市区分

勧奨・定年自己都合支給率

同左

３０.５５月分
４１.３４月分
５９.２８月分
５９.２８月分

２３.５０月分
３３.５０月分
４７.５０月分
５９.２８月分

勤続２０年
勤続２５年
勤続３５年
最高限度額

同左
定年前早期退職特例措置
噛２～２０％加算

その他の
加算措置

－２６,０８６千円
１人当たり
平均支給額

※１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種
に係る平均支給額です。

②退職手当（平成２４年４月１日現在）①期末手当・勤勉手当（平成２３年度）

※１人当たり平均支給額は、公営企業職員を除いた全
職種に係る平均支給額です。
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恭募集期間 １月４日（金）～１月２５日（金）（土・日曜日および祝祭日を除く）・・・募集区分③

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

市教育委員会
教育総務課管理係
緯（６３）２１０３

Ｐ９
参照

１日７時間程度
（週３５時間程度）

市内小中学校で、軽
度発達障害等の児童
生徒の学校生活や学
習活動の支援を行う
業務など

平成２５年４月１日～
平成２６年３月３１日の
１年間（春・夏・冬
休みについては勤務
がありません。）

若干名

③
市教育委員会
特別支援教育支
援員

市役所や学校などで働いてみませんか市役所や学校などで働いてみませんか？？
平成２５年度市嘱託職員等を募集します

市市役所や学校などで働いてみませんか市役所や学校などで働いてみませんか？？

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

を記入して、提出してください。

（郵送可※①②④⑤⑥は１月３１日（木）、③は１月２５日（金）、⑦⑧は１月１８日（金）の消印有効となります。）

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

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

恭募集期間 １月４日（金）～１月３１日（木）（土・日曜日および祝祭日を除く）・・・募集区分④⑤⑥

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

福祉事務所
社会福祉係
緯（６３）２１１９

月～金曜日の放課後
（１４時～１８時）、
長期休業中の８時間程度、
土曜日（月１回程度）

市内全校区の小学校
各クラブにおける学
童保育

平成２５年４月１日～
平成２６年３月３１日の
１年間

２０ 人
程 度

④放課後児童
クラブ指導員

Ｐ９
参照

月９回程度の日勤
９時～１７時

子育て支援センタ－
での育児サークル等
のサポート

若干名
⑤子育て支援

センター
補助指導員

保育士
免許を
持つ人

毅月～金曜日の日勤
毅週３日程度の日勤
※ともに９時～１６時

すこやか教室での療
育訓練や保育等

若干名
⑥すこやか教室
指導員

※子育て支援センタ－はエイブル１階、すこやか教室は老人福祉センター２階にあります。

恭募集期間 １月４日（金）～１月３１日（木）（土・日曜日および祝祭日を除く）・・・募集区分①②

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

問合先
応 募
資 格

勤務時間・形態勤務内容雇用期間
募 集
人 員

募集区分

総務課職員係
緯（６３）２１１３

８時３０分～１７時１５分
（休憩あり）

月～金曜日（祝日を除く）

パソコン等を使った
一般事務平成２５年４月１日～

平成２５年９月３０日

※勤務成績良好と認

められる場合は、平

成２６年３月３１日まで

更新します。

若干名

①
鹿島市役所
臨時的任用職員
［一般事務］

保健師ま
たは看護
師の資格
を有する
人

保健業務および一般
事務

１人

②
鹿島市役所
臨時的任用職員
［保健業務］
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応募資格
毅自動車の普通免許所有者
毅その他採用試験実施要領または募集
要領に定める要件を満たしている者

【特記事項】

・①②⑦⑧の採用方法は筆記および面接試験を行い、決定します。

・上記以外は面接による選考を行います。

恭募集期間 １月４日（金）～１月１８日（金）（土・日曜日および祝祭日を除く）・・・募集区分⑦⑧

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

問合先
応 募
資 格

勤務時間・形態勤務内容雇用期間
募 集
人 員

募集区分

市教育委員会
教育総務課管理係
緯（６３）２１０３

下記
参照

１日６時間程度
（週３０時間程度）

学校図書館事務など
平成２５年４月１日～
平成２６年３月３１日の
１年間（次年度以降、
継続して雇用する場
合があります。）

２人
程度

⑦
市教育委員会
嘱託職員
［学校図書館

事務補助］

学校用務員業務など
４人
程度

⑧
市教育委員会
嘱託職員
［学校用務員］

かしま市民立楽修大学の職員を募集します
詳細は「エイブルの木１月号」・楽修大学や市民図書館ホームページにも掲載しています。

ホール技師 准職員 １人市民図書館 正規職員 １人募集人員

エイブル・市民会館のホール業務など市民図書館に関する業務全般など職務内容

ホールなどの舞台音響・照明・設営業務に興味が

ある人

司書資格を有する人、または、文化・教育的施設

などに勤務経験のある人
応募資格

胸業務に興味があり、楽修大学への寄与に意欲があり、接客業務が好きな人

胸パソコンが実務レベルで使用できる人 胸普通自動車免許を有する人

平成２５年４月１日～平成２６年３月３１日（人事評価による更新を予定しています）採用期間

基本時間：８時３０分～１７時３０分（土・日・祝日の勤務あり）
勤務時間

遅出：１３時～２２時遅出：１０時３０分～１９時３０分

専用の履歴書（楽修大学備え付けまたはホームページからダウンロード）に必要事項を記入の上、

郵送または持参（１月２３日（水）１７時必着）
応募方法

１月５日（土）～１月２３日（水）（７日・１５日・２１日は休館）募集期間

書類選考後、２月１０日（日）面接試験一次試験（作文）１月２７日（日） 二次試験（面接）２月１０日（日）選考方法

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

かしま市民立楽修大学 緯０９５４（６３）２１３８ ＨＰ http://www.kashima-gakushu.com/問合せ先

市役所・市民会館・エイブル・市民図書館への電話が一時不通になります
電話設備改修工事のため、市役所・市民会館・エイブル・市民図書館への電話

が一時不通になりますのでご注意ください。

と き １月１３日（日） １７時～１９時（予定）

財政課管財係 緯０９５４（６３）２１１４詳しくは
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情報掲示板ワイド

お
知
ら
せ

１月１０日は『１１０番の日』です
お
知
ら
せ

～事件事故 すばやく あわてず １１０番～

すばやい通報が犯人検挙につながります。

～悩まずに 気軽に相談 ＃９１１０～

緊急以外の警察に関する各種相談や要望・問い合わ

せ・ご意見などは警察本部警察相談室（＃９１１０か

緯０９５２（２６）９１１０）または最寄りの警察署へ

お願いします。

鹿島警察署 緯０９５４（６３）１１１１詳しくは

１１０番通報 どんなことを言えばいいの？

胸なにがあったの？ 胸いつ？ 胸どこで？

胸けがは？ 胸犯人はどんな人？

と き １月１９日（土） 早朝

ところ 浜町酒蔵通り ６時～１２時［交通規制有］

新天町さくら通り ６時～

関連イベント

恭浜町酒蔵通り（１９日６時～）

煙もちまき 煙ふなんこぐい試食

煙海童保育園児によるマーチング

煙共生保育園児による一声浮立

煙うどん販売

煙大抽選会（チケット１枚２００円）

浜小学校グラウンドを臨時駐車場としてご利用ください

浜公民館 緯０９５４（６２）２５３４

恭新天町さくら通り（１９日６時～）

煙鯉こくふるまい ほか

鹿島商工会議所

緯０９５４（６３）３２３１

詳しくは

詳しくは

ふな市が１月１９日に開催されます
イ
ベ
ン
ト

ふな市は､二十日正月に出す郷土料理『ふなんこぐ

い』の材料『鮒』を売る市のことです。昔、二十日正月

には商家や醸造元、網元などが奉公人や蔵男達の労をね

ぎらうためにごちそうを振舞う習わしでした。この時、

普通は鯛料理が出されるのですが､有明海ではあまり捕

れず高価だったので、鯛に似た鮒を代用していたようで

す。このため、佐賀平野のクリークなどで捕れた鮒を売

る市がその前日の１９日に始まったと言われています。

２月１４日（木）から３月１５日（金）まで、平成２４年分所得税の確定申告および平成２５年度市県民税申告の受

付を行います。日程や会場などの詳細は、広報かしま２月号でお知らせします。

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

管しておいてください。

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

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

※スムーズな申告、確実な申告をするため“ご自身での準備”をお願いします。

税務課課税係 緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

２月から確定申告・市県民税申告が始まります
お
知
ら
せ

申告に必要な証明書を送付します

平成２４年分の所得税と平成２５年度の市県民税の申告

に必要な書類（社会保険料控除用）として、対象者（世

帯）に次の証明書を１月下旬に送付します。申告の際、

社会保険料控除をするときに添付してください。

潤国民健康保険税納税証明書

税務課課税係 緯０９５４（６３）２１１８

潤後期高齢者医療保険料納付証明書

保険健康課国保係 緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

詳しくは

国民年金保険料控除証明書は、１１月上旬に郵送されています。平成２４年１０月以降に昨年はじめて納付さ

れた人には、２月上旬に郵送されます。

武雄年金事務所 緯０９５４（２３）０１２３詳しくは
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ゆめさが大学鹿島校 学校祭

今年で開校１２年目となったゆめさが大学（旧佐賀県高齢者大学）鹿島校では、講演会や学生による舞台発表・作

品展を行います。

皆さんぜひご来場ください。（入場無料）

イ
ベ
ン
ト

怯作品展

と き １月３０日（水）１３時～２月１日（金）１５時

ところ エイブル１階エントランスロビー

内 容 絵画、書、手芸、工芸、写真などの展示

怯講演会

と き ２月１日（金）１０時３０分～１２時

ところ エイブル２階ホール

演 題 「ボランティアは楽しい」

講 師 的野 勝さん

怯舞台発表

と き ２月１日（金）１３時～１５時

ところ エイブル２階ホール

内 容 舞踊、コーラス、謡曲、

リズムダンス、など

ゆめさが大学鹿島校事務局（エイブル内）

緯０９５４（６３）２３２２

詳しくは

恭クロカンフェスタinかしま

愛好会や職場の仲間を誘ってみんなで参加しません

か！

と き １月１９日（土）：小学生駅伝

１月２０日（日）：中学生・一般駅伝

と こ ろ 蟻尾山公園（陸上競技場、クロカンコース）

締 切 １月１１日（金）必着

恭公認鹿島祐徳ロードレース

今年も箱根駅伝で有名な

関東学連の大学から選手が

参加予定です。

気軽に参加で きる２㎞

ジョギングは参加費無料です。

早春の肥前路を走ってみま

せんか！

と き ２月２４日（日）

林業体育館前スタート

種 目 ハーフマラソン、１０㎞、３㎞、２㎞ジョギング

締 切 １月１５日（火）必着

お
知
ら
せ

『クロカンフェスタ inかしま』
『公認鹿島祐徳ロードレース』

募

集

鹿島市体育協会 緯０９５４（６２）３３７９ http://www.asunet.ne.jp/~taikyou/申 込 先

参加者募集！

情報掲示板ワイド

お
知
ら
せ
クロスカントリーコース等改修工事のお知らせ

お
知
ら
せ

クロスカントリーコースの改修

陸上競技場のクロスカントリーコースの改修工事を

行います。

工事は１月末までで、工事期間中はこのコースの利

用はできません。

なお、１月１２日～１４日の連休と１月１９日～

２０日のクロカンフェスタ時は工事を一時中断します

ので、コースの利用は可能です。

新コースの設置

市民球場周りに新しくランニングコースを設置しま

す。既存の遊歩道などを利用したアップダウンのある

コース設定になっています。2月上旬までに工事を終

える予定です。

皆さん、ぜひご利用ください。

生涯学習課スポーツ係

緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは
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情報掲示板ワイド

国民年金などの公的年金は、やがて必ず訪れる長い

老後の収入を国が約束してくれる年金制度です。

日本国内に住所を有する２０歳から６０歳までの人は、

国民年金に加入して保険料を納付する義務があり、老

後等に年金を受取る権利があります。

被保険者区分

潤第１号被保険者岳自営業者、学生など

潤第２号被保険者岳サラリーマン、公務員

潤第３号被保険者岳第２号被保険者に扶養されている

配偶者

『万一』もサポート

国民年金は、老後の所得保障だけではなく、病気や

けがで重い障害が残ったり、１８歳未満の子を残して、

父親が亡くなったときにも年金を支給し、思いがけな

い人生の『万一』もサポートします。

加入手続

潤第１号被保険者岳市区町村役場

潤第２号被保険者岳厚生年金保険などの加入手続きに

合わせて行いますので、個別の手

続きは必要ありません。

潤第３号被保険者岳配偶者の勤め先などを経由して行

います。

保険料の猶予・免除

学生である場合など、収入が少ないために国民年金

保険料の納付ができない場合は、申請により保険料の

納付が猶予・免除となる『学生納付特例制度』『若年者

納付猶予制度』『保険料免除・一部納付（免除）制度』

があります。この申請を行わないまま保険料が未納と

なっていると、年金が受け取れない場合がありますの

で、ご注意ください。詳しくはお問い合わせください。

武雄年金事務所 緯０９５４（２３）０１２３詳しくは

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

お
知
ら
せ

お
知
ら
せ

介護ベッドのすき間が危ない！
お
知
ら
せ

介護ベッド用手すり（サイドレールなど）による死亡・重大事故が発生しています。

死亡事故の多くは、利用者の首がサイドレールのすき間やベッドボードとサイド

レールのすき間に挟み込まれたことによるもので、平成２４年度には、４件の死亡

事故が発生しています（平成２４年１０月末時点）。

危険な部分があるかどうかを確認し、正しい使い方によって未然に事故を防ぎま

しょう。

対応策

胸クッション材や毛布などですき間を埋める。

胸すき間を埋める対応品を使用する。

（対応品の内容については各ベッドメーカーにご相談ください。）

胸サイドレールなどの全体をカバーや毛布で覆う。

胸危険な状態になっていないか、定期的にベッド利用者が目視確認を行う。

商工観光課商工労政係 緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

武雄税務署からのお知らせ

各種税の申告と納付は期限内にお願いします

平成２４年分の申告期間と納付期限は次の通りです。

申告には、「確定申告等作成コーナー」をぜひご利用ください。

所得税 ２月１８日（月）～３月１５日（金）

※還付申告は１月から税務署へ提出できます。

贈与税 ２月１日（金）～３月１５日（金）

個人事業者の消費税および地方消費税 １月～３月１５日（金） 納付期限 ４月１日（月）

国税庁 検索

隔

http://www.nta.go.jp/
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福祉用具を整備するサービス

福祉用具は、自分に合った用具を正しく使えば日常生活が過ごしやすくなったり、機

能訓練の役割を果たしたり、介護する人の負担を減らすことができます。

福祉用具を借りたり、購入したりする場合は、自分のからだの状態と目的に合った用

具を選びましょう。

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

福祉用具貸与
介護予防や自立した生活に役立つ福祉用具のレンタル

福祉用具貸与の対象品目

特定福祉用具販売
入浴や排せつなどに使用する福祉用具購入費の支給

都道府県知事の指定を受けた事業所で販売される特定福祉用具を購入した場合に限り、１年につき １０万円

（保険給付は９万円）を上限に支給します。申請が必要です。

介 護 保 険

恭手すり（工事をともなわないもの）★●

恭スロープ（工事をともなわないもの）★●

恭歩行器★●

恭歩行補助つえ★●

恭車いす●

恭車いす付属品●

恭特殊寝台●

恭特殊寝台付属品●

恭床ずれ防止用具●

（★要支援１・２および要介護１の人の対象品目、●要介護２～５の人の対象品目、◆要介護４・５の人の対象品目）

恭体位変換器●

恭認知症老人徘徊感知機器●

恭移動用リフト（つり具を除く）●

恭自動排泄処理装置◆

サービス費用の目安

実際に貸与に要した費用に応じて異なります。

福祉用具をレンタルするときのポイント

◆利用者のからだの状態を確認しましょう。

◆用具の使用目的を明確にしましょう。

◆目的に応じた用具を選びましょう。

◆福祉用具専門相談員などに相談し、用具の使い心地を試しましょう。

※事業所ごとに「福祉用具専門相談員」が配置されています。

※用具の性質上、試用や調整ができないものもあります。

◆定期的に利用効果をチェックし必要性を検討しましょう。

特定福祉用具販売の対象品目

恭腰掛け便座

恭入浴補助用具

恭移動用リフトのつり具

恭入浴用介助ベルト

恭自動排泄処理装置の交換可能部品

福祉用具を購入するときのポイント

福祉用具を購入する場合は、ケアマネージャーや福祉用具専門相談員などに必ず相談してアドバイスを受け

ましょう。

また、できるだけ複数のカタログを集め、実物見本を試してから選び、購入後の修理などアフターサービス

についても確認しましょう。
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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

楽修大学生対象

無料講座

エイブル３階

生活工房Ｂ

2月8日（金）

１０時～１１時３０分

九州電力（株）

武雄営業所
２０人

よくわかる

電気の省エネ講座

５００円/１回
エイブル２階

音楽スタジオ

２月１４日～７月１１日

［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

５００円/１回

材料費 実費

エイブル３階

生活工房Ｂ

２月５日～７月２３日

［月２回 火曜日］１０時～１２時
石橋美代子さん１５人七宝焼き教室②

エイブルからのお知らせなど

と き 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（全席指定）

出 演 春風亭小朝

※無料託児の申し込みは１月１８日（金）までです。

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

えいぶる
事 業

最後の名君 鍋島直彬公 展
な べ し ま な お よ し

～その生涯～
床 の 間
コーナー

先月から引き続き、鹿

島市民に「ちょくひん

公」と親しみを込めて

呼ばれている鹿島藩最

後の藩主鍋島直彬公を

ご紹介します。

（一部展示入替あり）

１月１９日（土）１０時から迎昭典さんによる

ギャラリートークを行います。

展 示 １月３１日（木）まで

かしま市民立楽修大学

緯０９５４（６３）２１３８

詳しくは

行事のお知らせ市 民
図書館

恭郷土史教室「鹿島藩と佐賀藩」

佐賀藩の支藩に関する研究を

されている野口朋隆さんによる

講演会です。参加費無料。

１月１０日１０時から受付開始

と き ２月１０日（日）１４時～

ところ エイブル１階保健センター内

いきいきルーム

定 員 ５0人（申し込みが必要です）

講 師 野口朋隆さん

（佐賀大学経済学部博士研究員）

恭冬の特大おはなし会

心がほんわかあたたかくなる

おはなしとカルタ大会を楽しん

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２日（土）１４時～

ところ エイブル２階和室

対 象 幼児～小学生（申込不要）

参加費 無料

市民図書館 （６３）４３４３申込・問合せ先

年始の開館日のお知らせ

かしま市民立楽修大学 １月３日（木）まで休館。１月４日（金）から通常通り開館。

鹿島市民図書館 １月３日（木）まで休館。１月４日（金）は１３時～１９時開館、１月５日（土）から通常通り開館。

寓鍋島直彬公肖像画
（佐賀県立美術館所蔵）

チケット完売のため、

当日券の販売はあり

ません。



広報かしま Ｈ２５(２０１３).1.1

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
受賞おめでとうございます

佐賀県社会福祉功労者 知事表彰 竹下 誠さん

竹下さんは、平成９年１月から民生委員・児童委員（主任児童委員）とし

て活動され、社会福祉の増進に対する多年にわたる功績により、社会福祉

功労者として県知事表彰を受けられました。

千葉県香取市を訪問しました

伊能忠敬来鹿２００年記念事業の一環として、１２月１４日から１６日まで宮津彰子

教育委員長を団長に鹿島市内の小・中学生が、伊能忠敬旧宅のある千葉県香

取市を訪問しました。

１日目は、香取市長を表敬訪問し、温かい歓迎を受けました。香取市は、

水と緑に囲まれ、自然・歴史・文化に彩られており、重要伝統的建造物群保

存地区に指定されている佐原の町並みは、まるで江戸時代に迷い込んだよう

でした。２日目は、「伊能忠敬記念館」や「水郷佐原山車会館」を訪れ、展示

されている山車に伝統と歴史を感じ、迫力と荘厳さに圧倒されました。一方、

至る所に東日本大震災の傷跡がまだ残っており、改めて被害の大きさを感じました。また、肥前鹿島藩主鍋島家の

墓所「圓通寺」を訪れ、墓参りをしてきました。最終日は都内の見学をし、３日間の研修を終えました。
えんつうじ

今回の訪問を終え、香取市長はじめたくさんの人たちの歓待に感謝するとともに、今後ますます両市の絆が深ま

ることを願っています。

ご寄附ありがとうございます 森鉄工（株） 様 ㈱スーパーモリナガ 様 祐徳自動車（株） 様

１１月２２日に森鉄工（株）様から青少年教育活動事業に対してご寄附があり、

感謝状の贈呈を行いました。

市では、今回のご寄附を田澤記念館運営事業に活用させていただきます。

（写真左）

１１月３０日に（株）スーパーモリナガ様からご寄附がありました。

『自社の営業上、避けては通れない廃棄物や環境への負荷の課題に対し、

少しでも役立てて欲しい』というお気持ちから始まったご寄附ですが、今回

で１５回目になります。

市では、今回のご寄附を環境保全対策に活用させていただきます。

（写真右）

１２月７日に祐徳自動車（株）様から青少年教育活動事業に対してご寄附が

あり、感謝状の贈呈を行いました。

市では、今回のご寄附を田澤記念館運営事業に活用させていただきます。

（写真左）
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№８５

今月のキーフレーズ
“seeeyetoeye”
この表現は「気が合う、意見が合う」という意味で使います。

１０月２６日に、北鹿島小学校では、

地域のおじいちゃん・おばあちゃん

を迎えて福祉集会「ふれあいタイ

ム」を行いました。

地域の世代間交流をねらいに取り

組みました。

第１部は、「ふれあい集会」で、

児童や地区の老人会の方々の出し物

交流や肩たたきなどを行いました。

今年は、森地区と土井丸地区の老

人会の方々に踊りと浪曲の披露をお

願いできました。芸達者な方々のす

ばらしい出し物を見ることができて

子どもたちは大変喜んでいました。

第２部「ふれあい広場」では、学

年毎に工夫した活動で一緒に遊んだ

り、学習発表を聞いたりしました。

自分たちをいつも温かく見守って

くださっている方々へ、感謝の気持

ちが届くことを願って内容を企画し

ました。多くの方に参加していただ

き笑顔がいっぱいに広がりました。

《参加していただいた方の感想》

・児童代表の方のあいさつの中に、

「感謝の気持ちが伝われば…」という

言葉がありました。言葉のとおりに

感謝の気持ちが私の心に届きました。

心が温かくなりました。

・ふれあいタイムを楽しみに待って

いました。子どもたち一人一人が成

長している姿がすばらしいと思いま

した。十分楽しませていただきまし

た。ふれあいタイムを企画してくだ

さってありがとうございます。

本校１・２年生徒の交流

校学 だ よ り

No.１６３

寓一緒に芋掘りをする１・２年生

１１月１４日（水）に浅浦分校で本

校１・２年生との交流会を行いまし

た。分校生が本校に登校することは

ありますが、本校生が分校に来るこ

とはめったにないので、この交流で

初めて分校に来た子どもがほとんど

だと思います。

まず、分校の集会室に集まった後、

分校生が「浅浦甚八音頭」を踊りま

した。本校生は、分校生の踊りを初

めて見ましたが、上手に踊る姿に驚

いたようでした。

次に、分校の校舎内を分校生が案

内しました。本校と違い木造の古い

校舎ですが、きちんと整とんや掃除

がされており、きれいで温かみのあ

る教室や廊下を見た本校生はとても

興味深そうでした。

続いて「あさうらいもばたけ」で

の芋掘りです。今年は、やや土が硬

くて、大きな芋はあまりたくさんは

取れませんでしたが、それでも土の

中から紫や白のさつまいもが顔を出

すと、みんな歓声を上げていました。

最後に、分校に戻り、約２０人ず

つ３つの教室に分かれて給食を食べ

ました。普段は担任の先生を入れて

も８人という少ない数で給食を食べ

ていますので、この日の大人数での

給食は、遠足のようでとてもにぎや

かで楽しいものでした。

３年生になると、分校生は浅浦分

校を「卒分」し本校へ登校しますの

で、こういう交流を繰り返すことで

本校生とも仲良くなり、安心して学

校生活を送ることができるでしょう。

能古見小学校浅浦分校

校学 だ よ り

No.１８８

タイラー先生

（ジョー） 今年売り出されたテレビゲームで、何が

一番いいか意見が合ってよかったね。

（アーロン） 僕もそう思うけど、今年どのアメフトチーム

が勝つか意見があったらよかったなあ。

Joe:

Aaron:

I'mgladweseeeyetoeyeonwhatvideo
gamesarethebestthisyear.
Metoo,butIwishweagreedonwhat
footballteamisgoingtowinthisyear.

（マ イ） 嵐は私の好きなジャニーズグループなの。

（タイラー） 僕もそう！僕たち気が合うね。

Mai:
Tyler:

Arashiismyfavorite"Johnny's"group.
Ah,Ithinksotoo!Weseeeyetoeye.

四FilipinoWords四
（フィリピンの言葉（タガログ語））

Kumustaka?:元気ですか？
カムスタ カ

Mabuti:元気です
マブティ



広報かしま Ｈ２５(２０１３).1.1

明けましておめでとうございます。本年も温暖化対策やごみ減量へのご協力をよろしくお願いします。

さて今回はエコな寒さ対策として『食』に注目してみました。

根菜を食べて寒さ対策！

恭しょうが、大根、人参、ごぼう、里いもなどの旬な食材を食べましょう。

旬のものは栄養があって、しかも安価で手に入るので経済的です。

恭根菜には血行を促進する効果が期待できます。

体の内側からあたたまります。

恭お鍋をみんなで囲めば楽しく美味しく会話も弾みます。

さらに室温も上がります。

今年の冬は豚汁など根菜がたくさん入った料理で寒さを乗り切りましょう。

体の内側からあたたまること間違いなしです。

環境下水道課環境係 緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

新年明けましておめでとうござ

います。新しい年を迎え、より一

層お互いの人権が守られるそんな

一年になればと願っています。

さて、昨年の広報かしま１１月号

で、福祉事務所からのお知らせと

して、「障害者虐待の防止、障害

者の養護者に対する支援等に関す

る法律（いわゆる「障害者虐待防

止法」）が１０月１日に施行されま

した。」それに伴い「障害者虐待

の相談窓口を開設しました」とい

う記事がありました。

この「障害者虐待防止法」は、

障がいがあっても、虐待を受ける

ことは決してあってはならないこ

とですが、現実には家庭や福祉施

設、職場などで虐待の問題が発生

し、早急な対応が求められていた

中で成立した法律です。

なお、虐待防止については、こ

れまでに、「児童虐待防止法」

（平成１２年１１月施行）と「高齢者虐

待防止法」（平成１８年４月施行）が

すでにできています。新たなこの

法律の施行で、今まで以上に、よ

り多くの虐待を防ぐことが可能に

なったともいえます。

しかし、厚生労働省の資料によ

ると、全国の児童相談所における

児童虐待相談件数は、防止法が施

行された平成１２年度の１７,７２５件か

ら、平成２３年度は５９,８６２件と増加

し、虐待による死亡事件も数多く

おきています。高齢者の虐待も、

年々増加をしています。

虐待が「児童や高齢者、障がい

者の人権や尊厳を侵害するもの」

であることを理解し、さらにその

未然防止と早期発見に努めていく

ことが求められています。

気づくのは あなたと地域の 心の目

（平成２４年度「児童虐待防止推進

月間」最優秀作品標語）

さまざまな「虐待防止」の法律

が施行される中で
ご意見等をお寄せください 同和対策課緯（６３）２１２６
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税務課では、現地調査などを行い

適正な課税に努めていますが、建物

の取り壊しなどの届け出をされてい

ない場合に翌年度以降もそのまま課

税されることがありますので、税務

課へ確実に届け出をされるようお願

いします。

恭建物を取り壊した場合

所有していた建物の全部または一

部を取り壊したときは、届け出てく

ださい。

恭登記していない建物(未登記家屋)

の所有者が変わった場合

登記していない建物（未登記家屋）

を売買または贈与した場合や所有者

が亡くなって相続した場合は、届け

出てください。

※建物を新・増築した場合もご連絡

ください。

税務課課税係

緯０９５４（６３）２１１８

１・２月で６５歳になる人を対象に、

制度説明会を開催します。多くの皆

さんのご出席をお待ちしています。

なお、対象以外の人も気軽にご出

席ください。

と き １月１７日（木）１４時～

と こ ろ 市民会館１階 第４会議室

介護保険事務所

緯０９５４（６９）８２２２

家屋の取り壊し・未登記家屋の
所有者変更は届け出をお願いします

詳しくは

介護保険制度説明会を
開催します

詳しくは

地域の介護・医療・福祉の従事者

を対象に、「アルコールとうつ病」

の特性や支援のありかたについて考

える研修会を開催します。

どなたでも参加できますので、ぜ

ひご来場ください。

と き １月２５日（金）１８時～２０時

と こ ろ エイブル３階研修室

講 師 吉森智香子さん

（肥前精神医療センター精神科医）

入 場 料 無料

福祉事務所社会福祉係

緯０９５４（６３）２１１９

アルコールとうつ病についての
研修会を開催します

詳しくは

全国の高校レスリング強豪チーム

が集まる合宿が鹿島で行われます。

遠くは和歌山県や兵庫県、九州で

は宮崎県や熊本県から、県内では強

豪の鳥栖工業、地元の鹿島実業高校

が合同合宿を行います。

高校生に加えて中学生や小学生

チャンピオンも合宿に参加予定です。

見学自由ですので、レスリングの

練習をのぞいてみませんか？

と き １月３日（木）～６日（日）

１０時～１６時

と こ ろ 鹿島実業高等学校 道場

生涯学習課スポーツ係

緯０９５４（６３）２１２５

レスリングの合宿が
実施されます

詳しくは

平成２４年１１月分市長交際費の支出状況を公表します。

企画課秘書係 緯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
南川獅子舞３,０００円１１月２日祝 儀

３,０００円合 計

平成２４年１１月 市長交際費支出状況

情報掲示板 愚 お知らせ

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日で有効期限が切れ

るため、引き続き登録を希望する人、また新規に希望する人は提出していた

だくようお願いします。

集中受付期間 平成２４年１２月３日（月）～平成２５年１月３１日（木）

申請区分 噛建設工事

噛測量・建設コンサルタント等

噛物品購入等

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

※フラットファイルなどへのとじ込みは不要です。

平成２５・２６年度の主な変更点

暴力団排除に関する添付書類「誓約書」を追加しました。

申請方法 市役所３階企画課に持参、または郵送してください。

注意事項 集中受付期間に提出されたものは、平成２５年４月１日からの登

録になりますが、集中受付期間後に提出された場合は、平成２５

年６月以降の登録となります。また、登録されても必ずしも入

札に参加できるわけではありません。

そ の 他 詳しいことは、お問い合わせいただくか、鹿島市ホームページ

をご覧ください。ホームページには、提出書類一覧表の掲載が

あり様式をダウンロードできます。

企画課企画係 緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

『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）参加資格審査申請を受付中！
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会社や農業・漁業・商工業を営ん

でいる人が、その事業のために使用

している機械・器具・備品などを償

却資産といいます。この償却資産は

固定資産税の課税対象となり、市に

申告していただく必要があります。

申告書に平成２５年１月１日現在、

所有している資産（耐用年数を過ぎ

て使用されている資産も含む）の名

称や金額などを記入の上、期限内に

申告していただくようお願いします。

申告書は市からの郵送、または、

市のホームページからダウンロード

もできます。必要なときは税務課ま

でご連絡ください。

提 出 先 税務課課税係

提出期限 １月３１日（木）

税務課課税係

緯０９５４（６３）２１１８

恭元気で有能なあなたを募集

今年も鹿島市シルバー人材セン

ターは、いろいろな仕事を請け負い

ます。そこで、あなたの知識と経験

を役立てながら、仲間とともに楽し

く仕事をしてみませんか。

対 象 ６０歳以上または来年３月

までに６０歳になる人

説明会 １月１７日（木）９時３０分～

ところ シルバー人材センター

恭各種作業の注文をお受けします

「農作業」「庭木の剪定」「家事」

「襖張り替え」「はがき書き」など、

いろいろな作業について気軽にご相

談、ご注文ください。

恭刃物研ぎいたします

と き １月１７日（木）８時３０分～

恭畑や家庭菜園などにセンターが作ったＥＭ

入り有機チップの堆肥はいかがですか

恭ストーブ用の「まき」あります

鹿島市シルバー人材センター

緯０９５４（６３）０９７０

償却資産の申告は
１月３１日までにお願いします

詳しくは

あけましておめでとうございます
鹿島市シルバー人材センター

問合せ・ご注文

職場や家庭で「仕事と生活の調

和」を進めてみませんか？

皆さん、ぜひご来場ください。

煙仕事と家庭を楽しむための

メンタルヘルス

講 師 東島芳子さん

（特定社会保険労務士）

と き １月３１日（木）１４時～１６時

ところ 佐賀商工会館５階ホール

煙職場におけるメンタルヘルス

講 師 佐藤武さん

（佐賀大学保健管理センター所長）

と き ２月１４日（木）１４時～１６時

ところ 佐賀商工会館５階ホール

総務課職員係

緯０９５４（６３）２１１３

イノシシなど有害鳥獣捕獲のため

に罠を設置するためには、わな猟免

許の取得が必要となります。農作物

自衛のために罠の設置を考えている

人は免許の取得をおすすめします。

なお、申請書類の作成に時間がか

かることもありますので、申込方法

などについてはお早めに佐賀県猟友

会鹿島支部までお尋ねください。

また、市では新たに狩猟免許を取

得する人に取得費用の補助を行って

います。この機会に狩猟免許をとっ

てハンティングをしてみませんか？

試験日時 １月２７日（日）１０時～

試験会場 佐賀県射撃研修センター

試験申込のお問合せ

佐賀県猟友会鹿島支部事務局 山口

緯０９５４（６２）３３３２

狩猟免許取得費補助のお問合せ

市農林水産課農政係

緯０９５４（６３）３４１３

ワークライフバランス講演会を
開催します

申込・問合せ先

狩猟免許試験のお知らせ

詳しくは

鹿島市社会福祉協議会（社協）では、

家庭で不要になった福祉用具等を

「譲りたい人」と「譲ってほしい人」

の双方を社協に登録し、ホームペー

ジなどで情報を提供、希望が合致し

た場合は、社協が仲介し、双方の橋

渡しを行います。

対 象 者 市内に住所が有り、営利

を目的としない人

対象用具

介護用ベッド、車椅子、手押し車

などの福祉用具やベビーカー、

ベビーシート、チャイルドシート、

子供用自転車などで、安全かつ衛

生上問題がなく、 修理を必要と

しないもので、無償で提供してい

ただけるもの

登録方法

社協の窓口で登録申請書に記入、

またはホームページから登録申請

書をダウンロードして記入後、提

出してください。

鹿島市社会福祉協議会

緯０９５４（６２）２４４７

将来の水産業を担う後継者育成の

ため、平成２５年度の研修生を募集

します。

対 象 者 満１８歳以上

募集人員 ２０人程度

研修期間 ４月から１年間

研修科目 水産の基礎および専門研

修、各種免許取得講習

願書受付 １月１５日（火）～２月２２日（金）

願書請求先 佐賀県高等水産講習所

または漁協各事業所

試 験 日 ３月８日（金）

簡単な筆記試験と面接有

佐賀県高等水産講習所

緯０９５５（７２）２５６５

福祉用具等リサイクル
斡旋事業を始めます

詳しくは

佐賀県高等水産講習所
研修生募集

詳しくは

情報掲示板 愚 お知らせ・募集

鹿島市のホームページが新しくなりました。皆さん、ぜひご覧ください。http://www.city.saga-kashima.lg.jp/
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前回完売のため、追加公演決定！

圧倒的な歌唱力を持つミネハハ。

いのちのつながりを歌にたくして

３.１１以降、自身の歌声で被災地

支援を続けています。

と き １月１８日（金）

１８時３０分開場 １９時開演

と こ ろ エイブルホール

入 場 料 前 売 ２,０００円

当 日 ２,５００円

中学生以下 １,０００円

山口

緯０９０（３０７８）１２２８

新年のイベントとして定着してき

た「新春岩屋路ハイキング」も今年

で２０年目を迎えます。家族や友人、

知人などを誘って、今年も１年健康

でありますように体力づくり、健康

づくりに参加しませんか。

と き １月１４日（祝）

集 合 １０時までに能古見貝瀬バ

ス停前に集合

参 加 費 ５００円／１人（保険料含む）

持 参 品 弁当、水筒など

※トイレはありませんので、済ませ

てから１０時までに必ずお集まりく

ださい。

井上

緯０９５４（６２）５８０２

こころを育む
ミネハハコンサート

詳しくは

新春岩屋路ハイキング
に参加しませんか

詳しくは

鹿島史談会では郷土の歴史につい

て、会員や外部講師により毎月発表

や見学を行っています。

どなたでも参加できます。一緒に

ふるさとの歴史を楽しみましょう。

時 間 １３時３０分～１５時

と こ ろ 田澤記念館

資 料 代 ２００円（入場無料）

潤１月１０日（木）

演題 『参勤交代・・鹿島藩の場合』

講師 迎昭典さん（当史談会会員）

潤２月７日（木）

演題 『塩田津の繁栄と塩田宿石工の軌跡』

講師 芦塚典子さん

（嬉野市郷土史研究会会員）

潤３月７日（木）

演題 未定

講師 鹿島市長 口久俊

※日程が変更になる場合があります。

鹿島史談会事務局 松永

緯０９５４（６３）３６６５

鹿島史談会
鹿島の歴史講座

詳しくは

『趣味で、職場で、自治会などで活

かしてみたい』という人、ぜひ受講し

てみませんか。

日 程 １月２１日（月）から３カ月

（全１２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。

と こ ろ あすとプラザ（横田）

（旧東亜工機本社ビル）

定 員 各コース８人（事前予約）

内 容 基礎、活用ともにワード、

エクセル、その他

受 講 料 基礎 ４,５００円

活用 ５,０００円

※ともに教材費込み

そ の 他 パソコン持ち込み可

ＮＰＯ法人フロンティア

緯０９５４（６３）４５７１

フェイスブックってなんね？から

始まるシニアＦａｃｅｂｏｏｋ交流会です。

煙Ｆａｃｅｂｏｏｋに興味があるシニアの人

煙そろそろ始めてみようかな？

と考えている人

煙登録はしたがその後何もしていな

いという人

煙そもそもＦａｃｅｂｏｏｋって何？

という人 など。

※シニア以外の人もふるってご参加

ください。

と き １月２９日（火）１４時～１６時

と こ ろ 創作料理

「馳走屋えん」（久保山）

定 員 ３０人（先着順）

参 加 費 ５００円（菓子付き）

ひだまりＯＫＫＯ堂 武雄市ＩＣＴ寺子屋

緯０８０（６４０１）８４１５

パソコン教室受講生募集

申込・問合せ先

だいでんFacebookば
してみんね？

申込・問合せ先

土金木火月

活用活用活用基礎①

基礎活用基礎②

潤市税集合徴収分

潤介護保険料の

第８期の口座振替日

１月３１日（木）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

情報掲示板 愚 イベント・教室

電線の近くのたこ揚げ等で物が電

線にかかった場合などや、切れた電

線に触れると、感電事故や停電事故

の原因になり大変危険です。また、

電柱・鉄塔に登ることも大変危険です。

自分で何とかしようとせず、必ず

九州電力へご連絡ください。

連絡先 九州電力（株）武雄営業所

緯０１２０（９８６）３０４

（通話料無料）
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子宮頸がん・乳がん検診の無料クーポン券をお持ちの皆さ子宮頸がん・乳がん検診の無料クーポン券をお持ちの皆さんんへへ
～無料クーポン券はご使用になりましたか？～無料クーポン券はご使用になりましたか？～～

平成２４年４月２０日現在、鹿島市に住民登録している下記の対象者へ、昨年５月末に「無料クーポン券」を送

付しています。

まだ使用されてない人で受診される場合は、使用期限が平成２５年２月２８日までですので、早めに指定医療機

関で受診しましょう。

詳しくは送付している案内をご覧ください。

子宮頸がん検診

平成３年４月２日～平成４年４月１日生まれ

昭和６１年４月２日～昭和６２年４月１日生まれ

昭和５６年４月２日～昭和５７年４月１日生まれ

昭和５１年４月２日～昭和５２年４月１日生まれ

昭和４６年４月２日～昭和４７年４月１日生まれ

乳がん検診

昭和４６年４月２日～昭和４７年４月１日生まれ

昭和４１年４月２日～昭和４２年４月１日生まれ

昭和３６年４月２日～昭和３７年４月１日生まれ

昭和３１年４月２日～昭和３２年４月１日生まれ

昭和２６年４月２日～昭和２７年４月１日生まれ

平成２４年度対象者

鹿島市保健センター

緯（６３）３３７３

詳しくは

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回目のフッ化物塗布を行っています。

と き １月２４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２３年１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。

２２回目フッ化物塗布を実施しま２回目フッ化物塗布を実施しますす

感染性胃腸炎は、多種多様な病原体（細菌、ウイルス、

原虫など）による病気のことです。冬季に集中して発

生がみられるものの多くはノロウイルスやロタウイル

スなどが原因と考えられます。

症状

①ノロウイルスに感染もしくはノロウイルスを含んだ

食品を摂取すると１～２日後に吐き気、嘔吐、下痢、

腹痛、発熱などの症状が見られます。

②主な症状は３日間程度で回復しますが、高齢者や乳

幼児では脱水症状などから症状が重くなる場合があ

りますので注意が必要です。

感染防止のポイント

①手洗いは予防の基本です。

②下痢・嘔吐のある患者に接する注意点

胸こまめに手を洗いましょう。（特に用便後）

胸患者が嘔吐した部屋には、立ち入る人を最小限に

し、窓があれば換気をしてください。

胸嘔吐物、糞便などを処理する際は、使い捨て手袋、

マスク、エプロンを着用して処理しましょう。

胸汚物の付着した床などは、汚物を十分に取り去っ

てから、塩素系漂白剤で消毒しましょう。

③二枚貝については、なるべく生食を避け、加熱して

食べましょう。

④食品を加熱する際は、食品の中心部まで十分に加熱

調理しましょう。

感感染性胃腸炎に注意しましょう感染性胃腸炎に注意しましょう！！
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怯予防接種

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

乳幼児の健康診査や予防接種等の問合せ先

保健センター予防係緯（６３）３３７３１月の子育て

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

内 容 身体測定、育児相談、尿検査

小児科医の診察、歯・目・耳の検査

１０日（木）１歳６ヵ月健診
対 象 平成２３年６月生まれ
持参品 母子健康手帳、問診票

内 容 身体測定、育児相談、歯科診察、

小児科医の診察、フッ化物塗布（希望者のみ）

２４日（木）４ヵ月健診
対 象 平成２４年９月生まれ
持参品 母子健康手帳

内 容 身体測定、育児相談、

小児科医の診察

２３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。

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。

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

成の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

子宮頚がん予防ワクチン

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
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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北鹿島８日（火）

七 浦 公 民 館七 浦１５日（火）

鹿島小わんぱくクラブ鹿島赤ちゃん２２日（火）

古 枝 公 民 館古 枝２９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０９５４（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（１月）

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

在宅医へ電話で確認してください。

杵藤地区消防本部救急医療情報案内 緯０９５４（２２）４２０７

（３）水曜日 ※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（６３）１１５８鹿島市 西牟田村山小児科８日（火）

０９５４（４３）１１４８嬉野市 嬉野町太田医院１５日（火）

０９５４（６３）３２７５鹿島市 中牟田織田病院２２日（火）

０９５４（６６）３５６８嬉野市 塩田町谷口医院２９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（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

１１日（金）エイブル１階『お正月竃たのしいな♪』

２５日（金）楠 風 館『ママカフェ♪』

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

９９・・１１６６・・２２３３・３・３００日（水日（水））
赤ちゃん相赤ちゃん相談談

受付１３：３０～１４：３０
内容 身体計測・健康相談
対象 赤ちゃんと保護者
※来月は２月６日（水）です。

９９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１１月生まれ

１１６６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

２２２２日（火日（火））
幼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～就学前児と

保護者

２２９９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

１０日（木）エイブル和室『わくわくお正月鎧』

１８日（金）楠 風 館『ママカフェ♪』
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
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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

３月号２月号
１月３１日１２月２８日

６日（日） 鹿島市消防出初め式

中川グラウンド ９時３０分～

８日（火） 市内小中学校第３学期始業式

１３日（日） 鹿島市成人式 市民会館 １４時～

１９日（土） ふな市・・・・・・・・・・・・［１０ページ参照］ 早朝～

２４日（木） 肥前浜宿まちなみ活用委員会 継場（八宿）１９時３０分～

２７日（日） 文化財防火訓練 琴路神社 １０時～

２７日（日） 春風亭小朝独演会・・・・・・・・・・［１４ページ参照］

エイブルホール １４時～

愚無料法律相談（市民優先） 市民会館１階

１０日（木）受付１３時～１４時 （先着１０人）１３時３０分開始

２４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

９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

１１日（金）１３時３０分～１５時

愚土地建物に関する無料相談 市民会館１階サロン

２２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

７・２１・２８日（月）、４・１１・１８・２５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）

１６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

２２日（火）１０時～１６時 要予約

ＮＰＯ法人 それいゆ 緯０９０（６２９６）７５５０

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

１５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

９・２３日（水）１０時～１２時、１３時～１５時

社会福祉協議会 緯（６２）２４４７

愚福祉介護電話相談 社会福祉協議会緯（６２）２４４７

月曜日～金曜日 ９時～１７時

（１月分）
１日（祝）～３日（木）
５・１２・１９・２６日（土）、
６・１３・２０・２７日（日）、１４日（祝）

市役所
保健センター

１日（祝）～３日（木）、１５日（火）
７・２１・２８日（月）、３１（木）

市民図書館
※１月４日は１３時～１９時開館

１日（祝）～３日（木）、１５（火）
７・２１・２８日（月）

生涯学習センター
（エイブル）

１日（祝）～３日（木）
８・１５・２２・２９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２８日まで休場。

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

１日（祝）
２日（水）
３日（木）
５日（土）
６日（日）
１２日（土）
１３日（日）
１４日（祝）
１９日（土）
２０日（日）
２６日（土）
２７日（日）

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２３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）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）
北鹿島薬局吉田病院 緯（６２）３２０３６日（日）
溝上薬局西牟田店別府整形外科 緯（６３）３０６３１３日（日）
ミズ北鹿島店志田病院 緯（６３）１２３６１４日（祝）
オダ薬局森田医院 緯（６３）３９５６２０日（日）
祐信堂薬局中村医院 緯（６３）９２３４２７日（日）


