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人０人１４,７５０男

人１９－人１６,６３５女

№１０３０

１月１３日、平成４年度に生まれた新成人３３６人が

参加しての『第５９回（平成２５年）鹿島市成人式』が市

民会館で行われました。式典では、りりしいスーツ姿や、

艶やかな振り袖姿の新成人に対し、たくさんの来賓の皆

さんからお祝いや激励の言葉が贈られました。

愚２０ページに関連記事があります。

鹿島市成人式

一、花と緑を愛し、伝統をいかして美しいまちにしましょう。

一、知識と教養を深め、清新な文化のまちにしましょう。

一、感謝と思いやりの心で、うるおいのあるまちにしましょう。

一、明るく元気に働き、活力のあるまちにしましょう。

一、秩序やきまりを守り、安全で快適なまちにしましょう。
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鹿 島 市 民 憲 章
（昭和５４年４月１日制定）

写真
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明治・大東文化・順天堂大学などが
鹿島で強化合宿を行います！

１月の箱根駅伝で活躍した明治・大東文化・順天堂大学に加え、国士舘・九州国際大学、女子の強豪 大東文化大

学女子の選手たちが、鹿島市で強化合宿を行います！

選手たちは、陸上競技場やクロスカントリーコース、パワーアップコース、中木庭ダムなど市内各所で練習を行

います。

市民の皆さんの声かけやご声援をよろしくお願いします！

生涯学習課スポーツ係 緯０９５４（６３）２１２５詳しくは

寓市民球場周りに起伏のあるコースを新設

寓大東文化大学女子による陸上教室

箱根駅伝で活躍した強豪大学を誘致

各大学の合宿日程

３月２月

明治大学

大東文化大学（男）

大東文化大学（女）

順天堂大学

九州国際大学

早稲田大学

国士舘大学

４日～９日

１４日～２４日

１８日～２５日

２０日～２４日

（交渉中）

１１日～１６日

スポーツ合宿誘致制度とは

市内の恵まれたスポーツ資源を活かして

①スポーツの振興

②青少年の健全育成

③交流人口の拡大

④地域経済の活性化

を図ることを目的として平成２３年度に創設したものです。

昨年は３大学がこの制度を利用して、鹿島で合宿を実施し、練習環境

が素晴らしいとの評価をいただきました。

また、大学の監督による小中高生対象の陸上教室が大変好評でした

ので、今回も２月２４日（日）１５時３０分から陸上競技場で開催します。

昨年の合宿風景

寓明治大学の練習風景（中木庭ダム周辺）

パワーアップコース新設！

１７日～２４日

２月４日（月）１６時３０分から走り初め

を行います。

明治大学の選手も参加しますので、

皆さんも一緒に走りませんか？
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公認鹿島祐徳ロードレース
皆さんの温かいご声援をお願いします！

２月２４日（日）、祐徳稲荷神社参道周辺で第６２回公認鹿島祐徳ロードレースが開催されます。

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

前路を走ります。（鹿島で合宿を行う、明治大学・順天堂大学・大東文化大学などの選手も走ります。）

沿道の声援は選手にとって何よりの力になります。温かいご声援をお願いします。

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

公認とは？

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

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

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

と こ ろ 祐徳稲荷神社参道前 スタート・ゴール

スタート時間 ３ｋｍ 中学生 １０時

小学生 １０時３０分

１０ｋｍ（公認） １１時

ハーフマラソン １２時１５分

（２１.０９７５ｋｍ（公認））

２ｋｍジョギング １２時３０分

鹿島市体育協会 緯０９５４（６２）３３７９詳しくは

鹿島祐徳ロードレース大会 コースおよび交通規制時間
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２月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。５ページのかんたん！申告チェックを参考にして、申告が必要な人は受付期間内に申告をお願いします。

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

本人の申告により決定されますので、必ずご自身で集計・記載・提出しましょう！

どうしても都合がつかない人は税務課まで事前にご連絡ください。

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

地区公民館に用意しています。

※申告書は、お知らせに挟み込んでいます。 税務課課税係 緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

申告は正しくお早めに！ ３月１５日まで

恭武雄税務署申告相談日程

２月の申告相談日程【時間９時３０分～１５時３０分】

会 場対象者曜日

市役所５階
大会議室

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

金２２

月２５

火２６

水２７

武雄税務署 緯０９５４（２３）２１２７
※音声ガイダンスに従って操作をお願いします。

詳しくは

恭申告に必要なものは？
皆さんの申告内容に合わせてご準備ください。
①申告書・印鑑

②事業所得の計算に関する書類閣収支内訳書・帳簿・領収書等

③源泉徴収票、支払調書、家賃・地代、配当など収入金額が分かるもの

④社会保険料の領収書または証明書

⑤生命保険料・地震保険料の領収書または証明書

⑥医療費・雑損・寄附金などの控除がある人は、その領収書

または証明書

⑦所得税の還付を受ける人は、自分名義の預金通帳

⑧障害者の人は、戦傷・障害者手帳または福祉事務所長の認定通知書

収支内訳書についてのお願い

収支内訳書がないと手続きに時間がかかります。

事前に領収書や帳簿で収支内訳書を作成しておいてください。

市の申告相談よりも待ち時間が短く、早く受付
ができます。（２月のみ実施）

３月の申告相談日程【時間９～１６時】２月の申告相談日程【時間９～１６時】

会 場対象地区曜日会 場対 象 地 区曜日

市役所５階
大会議室

高津原金１市役所５階
大会議室

市内全域 ※還付申告または年金のみの申告者木１４

中牟田・横田月４市内全域 ※還付申告または年金のみの申告者金１５

西牟田火５
北鹿島公民館

本町・乙丸・中村・森・古城月１８

城内・大手・東町・新町水６土井丸・井手・三部・新籠・常広・組方火１９

若殿分・末光・馬渡木７
の ご み
ふれあい
楽 習 館

南川・筒口・大殿分・大木庭・東三河内・西三河内
水２０

納富分・井手分金８川内・山浦・白鳥尾・山浦開拓・番在開拓

行成・執行分月１１伏原・下浅浦・中浅浦・上浅浦・中川内・早ノ瀬
木２１

小舟津・犬王袋・世間・重ノ木火１２大野・広平・貝瀬・土穴・本城・中木庭

市内全域

水１３

七浦公民館

江福・飯田午前
金２２

木１４龍宿浦・嘉瀬浦・音成午後

金１５大宮田尾・母ヶ浦・西塩屋午前
月２５

小宮道・東塩屋・西葉午後

浜 公 民 館
新方・庄金・南舟津・中町・浜新町午前

火２６
湯ノ峰・野畠・北舟津・八宿午後

古枝公民館
大村方・上古枝・下古枝・久保山・奥山・七開水２７

鮒越・中尾・竹ノ木庭・平仁田開拓・矢答木２８

恭鹿島市申告相談日程 ※対象地区の日程で必ず申告をお願いします。

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

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

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

○税務職員を装った「振込め詐欺」にご注意ください。

怯医療費控除を受けるには?
あなたやあなたと生計を一にする親族のた
めに平成２４年中に支払った医療費がある場合、
計算した金額を医療費控除として所得から差
し引くことができます。
※差額ベッド料・文書作成料・予防接種などは
医療費に含まれません。

※領収書から個人別・病院別に計算をして申
告してください。

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

いいえ

いいえ

は い

いいえ

は い

は い

いいえ

いいえ

は い

は い

いいえ

いいえ

は い

いいえいいえ

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

確定申告が必要です。

市県民税申告が必要です。

年金収入がありますか？

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

は い

市県民税申告が必要です。
※内容によっては確定申告が必要です。

その他（営業や農業等）の
所得がありますか？

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

確定申告が必要です。

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

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

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

給与収入がありますか？

いいえ

は い

いいえ

は い

は い

は い

いいえ

は い

は い いいえ

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

いいえ

平成２４年中に収入があり
ましたか？

平成２５年１月１日現在、
鹿島市内に居住していま
したか？

鹿島市に申告書（写）を提出してくださ
い。※申告可能

平成２５年１月１日現在、
鹿島市内に別荘・事業所
を所有していましたか？

国民健康保険・後期高齢
者医療保険の加入者です
か？

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

平成２５年１月１日現在居住の市（区町
村）で市県民税申告等をしてください。

所得税の確定申告書を提
出しますか？

引続きe‐TAX等をさ
れる人は、国税番号
の入力をお忘れなく

かんたん！申告チェック

申告が必要な人が申告をしていないと、所得税では

延滞税や加算税などが課せられます。それ以外でも、

国民健康保険税の軽減措置を受けられなかったり、児

童手当・保育所入所・公営住宅入居・事業資金の融資

などに必要な所得証明書などが発行できなかったりし

ますので、ご注意ください。

パソコンを利用する人は・・・

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」

で確定申告書が作成できます。http://www.nta.go.jp

恭申告しないと…

自分が申告する必要があるかどうか分からない人は、

下図のかんたん！申告チェックでご確認ください。

不明な点は市役所税務課にお問い合わせください。

恭あなたは申告する必要がありますか？

市県民税申告は不要です。
税務署より確定申告書の
控えが市へ提出されます。

は い

給与収入のみですか？

鹿島市内に居住する親族
の扶養控除の対象になっ
ていますか？
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市内で楽しめるお手軽体験プランが勢揃い

春の鹿島は「たび旅かしま体験プラン」で楽しもう！
～特産品などがあたるスタンプラリーもあります！～

「たび旅かしま２０１３春号」には３月～５月に市内で楽しめる１２の体験

プランが掲載されています。また、体験プランに参加して、市内のお立ち寄り

スポット６カ所でスタンプを押してもらうと、抽選で鹿島の特産品などが当た

るスタンプラリーも実施します。ぜひ、ご家族で、お友達と、市外の人がい

らっしゃったときなどにお楽しみください。

「たび旅かしま」冊子は、鹿島市観光協会・市役所・エイブル・道の駅鹿島・

肥前鹿島駅・肥前浜駅などで配布しています。また、鹿島市観光協会ホーム

ページにも掲載していますので、ぜひご覧ください。

鹿島市観光協会 緯０９５４（６２）３９４２

ホームページ http://kashima-kankou.com/

詳しくは

恭体験プラン紹介

⑨旬の野菜の漬物体験と浜宿酒蔵通

り散策

老舗漬物屋さんで、旬の野菜を使っ

た本格的な漬物作りを体験した後、

酒蔵ガイドと酒蔵通りを散策します。

寓さがんルビーにレモンをお持ち帰り 寓おばちゃん直伝のレシピで

⑤肥前鹿島の菓子処「赤門堂」で

お菓子作り体験

老舗の和菓子店主から生和菓子作りを習い

ます。発酵の街ならではのお菓子も。作っ

たお菓子はお茶と一緒にいただきます。

②不思議いっぱい！誕生院＆鬼塚周

辺覚鑁聖人の７つの謎をたずねる
かくばん

誕生院で護摩祈願や鐘つき体験をし
ごま

た後は、各所に隠された７つの伝

説・不思議話をたずねて散策します。

①さがんルビー収穫体験

日本でも鹿島だけで作っている国産

グレープフルーツ「さがんルビー」。

収穫体験のあとは、さがんルビーを

使ったスイーツを味わいましょう。

③祐徳門前「紅福いなり」と「つん
こうふく

きーだご汁」作り体験

おばちゃん直伝。詰めるだけ、つん

きるだけと簡単なのでお子さんと一

緒に楽しめます。

④新緑まぶしく風薫る

鹿島山渓ウォーキング

山あり谷ありの全長７キロのウォーキング。

ウォーキングのあとは、名物「いのしし

汁」と地元米の「おにぎり」をどうぞ。

⑥春の山菜採り体験と山菜てんぷら

食べ放題

七浦の野山は山菜の宝庫。春の山菜を採っ

てそのまま天ぷらにして味わいます。古民

家の囲炉裏を囲んでおくつろぎください。

⑦保存会の方による鹿島錦手織り

体験と小物作り

歴代の藩主夫人たちに継承されてきた鹿島

錦。その手織りの工程の一部分を体験し、

お土産用に小物（ストラップ）を作成します。

⑧干潟を越えて漕ぎ出そう！

カヤック体験

干潟のイメージの有明海でもシーカヤッ

クが体験できます。道の駅鹿島自慢のス

イーツでティータイムもあります。

⑩日本酒造り体験と純米吟醸酒オリ

ジナルラベル作り

本格的な日本酒造り体験の一部を行いま

す。世界に一つしかないオリジナルラベ

ルのお酒を作って、お持ち帰りできます。

⑪１日１組限定！
鹿島のSecretBaseでアウトドア
料理を学び食べそして遊ぶ

石窯ピザ、薫製、ダッヂオーブンの中から

チョイスして体験できます。１組限定なの

で、ご家族、友人同士で気兼ねなくどうぞ。

⑫鹿島の風景を撮る！

撮影術講座春編

毎回好評の撮影術講座。レベルに応じ２

コースを設定。お手持ちのカメラで鹿島

の春を撮りながら楽しく学びましょう。

※各プランで開催日時、参加料などが異なりますので、詳しくは「たび旅かしま２０１３春号」をご覧いただくか、

お問い合わせください。
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採 用 情 報

応募資格
（欄内の条件をすべて満たしていること）

報酬勤務時間勤務内容雇用期間
募 集
人 員

潤自動車の普通免許所有者

潤社会教育または学校教育に関する

経験を有する人

潤その他採用試験実施要領に定める

要件を満たしている者

月額（現行）

128,400円
週２４時間程度

幼児・小中学生・

高齢者・女性に

関する各種施策

の取り組み

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。）

１人
程度

応募方法 市のホームページからダウンロードまたは提出先に備え付け

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。２月８日（金）消印有効）

募集期間 ２月１日（金）～２月８日（金）（土・日曜日を除く）

試験日時 一次試験：２月１７日（日）９時５０分集合

そ の 他 詳しくは採用試験実施要領をご覧ください。

（市のホームページにも掲載しています。）

教育委員会教育総務課管理係 緯０９５４（６３）２１０３詳しくは

専用履歴書、採用試験実施要領の備付

場所および履歴書の提出先（郵送先）

〒８４９－１３１２

鹿島市大字納富分２６４３番地１

鹿島市教育委員会教育総務課管理係

※市役所２階にあります。

鹿島市社会福祉協議会 職員募集

鹿島市社会福祉協議会 緯０９５４（６２）２４４７詳しくは

正規職員 １人募集人員

地域福祉全般職務内容

①鹿島市在住者または採用後鹿島市に居住できる人

②昭和５７年４月２日から平成３年４月１日までに生まれた人

③社会福祉士の資格を有する人については、昭和５２年４月２日以降に生まれた人

※①は必須、②③はいずれかの資格を満たせば受験できます。

応募資格

教養試験（大学卒業程度）試験内容

給与、休暇、服務などは当法人の規定によります。雇用条件

試験実施要領、申込書は鹿島市社会福祉協議会に備え付け、または、当協議会のホームページからダ

ウンロードし、使用してください。
応募手続

１次試験：教養試験 ２次試験：作文および面接選考方法

２月１日（金）～１５日（金）募集期間

１次試験：２月２４日（日） ２次試験：１次試験合格者へ後日通知します。試 験 日

〒８４９－１３１２ 鹿島市大字納富分２６４３番地１

鹿島市社会福祉協議会 緯０９５４（６２）２４４７
応 募 先

平成２５年度に就業を希望する人の登録を受け付けます。

雇用する場合は面接などを実施し、決定する予定です。

なお、登録されても雇用されない場合があります。

職 種 一般事務、調理員、保健師（看護師）、土木、

給食配送運転手など

対 象 者 年齢や居住地は問いません。

応募方法 市役所３階総務課や市のホームページで配

布する専用の「登録申請書」に必要事項を記

入して、総務課に提出してください。

総務課職員係 緯０９５４（６３）２１１３詳しくは
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市では、毎年１２月の「人権週間」啓発活動の取り組み

として、市内小中学生を対象に人権作文・標語・ポスター

の募集を行っています。今年も人権や思いやりの心の大切

さなどを表現した作品が多く寄せられました。その中から、

ここに特選作品を紹介します。

ご家庭でもぜひ一緒に、人権について話し合いをもって

いただければと思います。

同和対策課 緯０９５４（６３）２１２６詳しくは

小中学生人権作文・標語・
ポスターコンクール

－ 特選作品の紹介 －

平成 ２４年度

怯人権作文

特選作品の紹介 愚 人権作文

わたしは、二の一のいいところは、

みんなげんきいっぱいにおもいっき

りあそぶところだと思います。それ

と、みんななかよくあそんでいると

ころです。

わたしは、みんながあそんでいる

と、なかまに入りたいなと思います。

そんなときは、

「かたして」

ということばをつかいます。

「かたして。」

と言うと、みんなは、

「いいよ。」

と言ってくれます。わたしはうれし

い気もちになります。二の一のみん

なは、だれでも

「いいよ。」

とやさしく言ってくれるので大すき

です。もしも、

「いいよ」

と言ってくれなかったら、きっと

がっくりくると思います。わたしも、

友だちから

「かたして」

と言われたら、

「いいよ」

と言ってあげたいと思います。

「かたして」「いいよ」というまほ

うのことばは、友だちとなかよくあ

そべるまほうのことばです。これか

らもたくさんつかって、みんなとな

かよくあそびたいです。

なかのよい二の一だけど、ときど

きけんかをすることもあります。た

たいたりけったりされて、ないてい

るお友だちもいます。

わたしはどうしてけんかになった

のかなと思います。いやなことが

あったり、いやなことをされたりし

たときには、ちゃんとことばで言え

ばいいと思います。そして、お友だ

ちにいやなことをしてしまったら、

「ごめんなさい」

と、あやまったらいいと思います。

あやまってもらえたら、

「いいよ」

といえばいいと思います。

「かたして」「いいよ」「ごめんなさ

い」は、まほうのことばです。

みんながまほうのことばをつかっ

たら、みんななかよくなれると思い

ます。

まほうのことば

いのうえ りこ さん
（古枝小２年）

わたしの大切なお友だちのＭちゃ

ん。

わたしがけがをしたときには、

「大じょうぶ。ほけん室に行こ

う。」

と、やさしく言ってくれます。いつ

も、

「ありがとう。」

と言って、心の中で「わたしもみな

らいたい」と思います。

そんなＭちゃんには、みならいた

い三つのことがあります。思いやり、

ゆうき、やさしさです。

いやなことがあったり、いじけた

りしても、ぐっとがまんしてわたし

をはげましてくれます。

近くで見ていると、まるでてんし

のようです。

そんなある日、フラフープであそ

んでいたら、Ｍちゃんがころんでけ

がをしてしまいました。ひざからち

がたくさん出ていて、Ｍちゃんもと

てもいたそうでした。

わたしは、ゆうきを出して、

「大じょうぶ。いたくないよ。ほけ

ん室に行こう。」と言いました。Ｍ

ちゃんは、くしゃくしゃだったかお

がえがおになって、

「ありがとう」

と言ってくれました。

それから、わたしたちはほけん室

に行き、ちりょうしてもらいました。

お昼休みがおわるころには、Ｍ

ちゃんもいつものニコニコえがおに

もどっていました。

ひざのバンソーコ―が気になった

けど、えがおのＭちゃんを見ると、

わたしも心の中があったかくなりま

した。

学校からかえっているとき、Ｍ

ちゃんが、

「はなちゃんはすごいね。思いやり

があって、ゆうきもある。それに、

とってもやさしい。」

と言いました。わたしはびっくりし

ました。いつも、Ｍちゃんはすごい

と思っていたことを、Ｍちゃんもわ

たしに思ってくれていたんです。

わたしは、少してれて、それから

「えへっ」とわらいました。

にている二人

中村 はな さん
（明倫小２年）
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わたしには、友だちがたくさんい

ます。友だちとけんかしたり、いっ

しょにいていやな気もちになったり

することもたまにはあるけど、友だ

ちがいてくれてよかったなといつも

おもいます。

前にも友だちから、いやなことを

言われたことがありました。でも、

ほかの友だちが、なぐさめてくれま

した。わたしは、とてもうれしくて、

心の中で、

「ありがとう友だち」と思いました。

そういうやさしくて大すきな友だち

といつでもいっしょにいることはで

きません。

だけど、心の中では、いつもわた

しのそばにいてくれているようなか

んじがします。大すきな友だちが心

の中にいると、心があったかくなる

し、ゆう気もわいてきます。

ちょっとさびしいのは、友だちと

あそんでいて、５時のチャイムが鳴

るときです。二人でいると楽しいけ

ど、一人になるとつまんないです。

さびしいけど、

「じゃあね。」

と言うと、友だちも

「じゃあね」

と言ってくれます。また明日いっ

しょにあそべる、話ができると思う

と、うれしくなります。

だから、つぎの日の朝がくるのが

楽しみです。

朝になって学校にくれば、また友

だちに会うことができます。

「早く友だちが来てくれないかな。」

教室で友だちをまつ間、わくわく、

どきどきします。

わたしの友だちは、みんなとくい

なことをもっています。

たとえば、なわとびが上手だった

り、一りん車ができていたり。

わたしは走るのがとくいです。み

んなとくいなことをもっています。

みんなすごいと思います。

これからも、たくさんの友だちを

つくって、いっぱいいっぱいあそび

たいです。

友だちっていいな

三原 あゆ さん
（古枝小２年）

特選作品の紹介 愚 人権作文

青い空を見ると、ぼくは、沖縄の

空と海を思い出します。そして、友

達と遊んだり、勉強したりできるな

んて幸せだなあと思うのです。

ぼくは、夏休みに鹿島ドリーム

シップに参加して沖縄に行ってきま

した。きれいな海で泳いだり、海が

めの赤ちゃんを触ったりしてとても

楽しい思い出がいっぱいできました。

でも、ひめゆりの塔で戦争の話を聞

いたり、旧海軍司令部濠を見たりす

るうちに、知らなくてはいけないこ

とがいっぱいあることに気づきまし

た。

沖縄県は、日本でただ一つ地上戦

が行われた場所です。１９４４年に

は、アメリカ軍の飛行機が千機ぐら

いやってきて爆だんを落としたので

す。ぼくがやってきた那覇市の９０

パーセントが焼けたそうです。さら

に、１９４５年にアメリカ軍の兵士

が５４万人沖縄にやって来ました。

遊びに来たのではないのです。殺

しにやって来たのです。話を聞いた

だけでもこわくてたまりません。さ

らに、手りゅう弾で自分で自分の命

を落としたり、カミソリで自分の子

どもを殺し、自分も死んだ人もいる

のです。ぼくは、とても苦しくなり

ました。こんなきれいな町なのに、

こんなに悲しいことがあったことを

ぜったい忘れません。何も悪いこと

をしていないのに敵というだけで殺

し合う戦争がどんどんにくくなって

きました。「自分の命を大事にしよ

う。」、「人を大切にしよう。人にや

さしくしよう。」と教えてもらってい

るし、やさしくされると心がぽかぽ

かになります。戦争は、これとは全

く反対です。学校でも人の殺し方を

習い、敵をにくむように教えられて

いたことを聞くと、本当におそろし

くてたまりません。

ひめゆりの塔で話を聞いたときに、

心に残った言葉があります。「戦争

でこわいのは、鉄砲や爆だんではな

くて、「人間が人間らしさをなくす

のがこわい。」という言葉です。命を

大切にする心をなくした人間は、こ

んなにこわいんだということを知り

ました。一人ひとりの命の大切さを

もっと考えて行こうと思いました。

母からこんな話を聞きました。長

崎に原爆が落ちたときにきせき的に

燃えないで残った木があるそうです。

しかも、下の方はとても平べったい

のに倒れていないそうです。それは、

周りのむくの木が、その木が倒れな

いように支えているので今も元気に

生きているのです。「一人では倒れ

そうでも、みんなの支えがあると元

気になれるよ。」と教えてくれました。

一人ひとりの命を大切にすること

をいつまでも忘れないようにしたい

と思います。青い空を見るたびに命

のことを思い出します。

戦争をなくそう

小﨑 和真 さん
（明倫小５年）
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特選作品の紹介 愚 人権作文

私は、友達からいじめを受けたこ

とがあります。くつをバラバラにさ

れたり、遊ぶときに仲間に入れても

らえなかったり、声をかけても無視

されたり、とてもいやでした。

最近、いじめが原因で中学生が自

殺したというニュースを見ました。

私は、「自殺するほど辛かったんだ

ろうな。」と思いました。生きること

より、死ぬことを選ばせてしまうい

じめ。何とおそろしいものなのか。

でも、私は、友達をいじめたこと

もあります。ある友達に悪口を言わ

れ、仕返しのつもりで話をしなく

なったり、仲間外しにしたりしまし

た。ついかっとなってひどいことを

してしまったのです。自分がされて

いやだった気持ちは分かっているは

ずなのに、相手のことを考えること

ができませんでした。今は、その友

達とはふつうに話をすることができ

ます。やっと相手のことを考えるこ

とができるようになったのかなと思

います。

今のクラスでは、ある友達が陰口

を言われています。友達は、そのこ

とを知っていてあまり話しません。

でも、はじめ、私は、その友達の陰

口を言っている人を止めることがで

きませんでした。苦しんでいるのが

分かっているのにただ見て見ぬふり

をすることしかできませんでした。

自分も陰口を言われるのがこわくて

何も口にできませんでした。みんな

は、その子だけに強い口調で言った

り、その子がすることを否定したり。

私は勇気を出して言いました。

「そんなことしちゃいけないよ」と。

それから少し、その友達が言われる

蔭口やいじめは減りました。そして、

今では楽しく話してくれるようにな

りました。私はそのことがとても嬉

しかったです。自分の行動が友達の

心に届いた感じがしました。私と同

じクラスの友達が、「気付いてる？

見て見ぬふりもいじめだよ」という

標語を作りました。私も同じ考えで

す。そして、私が取った行動は間違

いなかったと思いました。

困っている人やいじめられている

人を助けることはとても大切だと思

います。助けることでつながりを持

つことができ、絆が生まれてくるの

だと思います。絆は、どれだけ相手

のことを考えることができるかだと

思います。その中には、自分のこと

は考えていないのです。私が以前友

達を助けることを迷っていたときに

は、自分がされたらどうしようとい

う思いがありました。自分のことを

考えたのです。クラスの中に、私と

同じ考えの人が必ずいるはずです。

苦しんでいる人も同じクラスの仲間

なのです。

人は決して完ぺきではありません。

いいところもあれば、直した方がい

いところもあります。直した方がい

いところを責めるのではなく、その

人の良さを認めていくことが大切だ

と思います。これから、相手の気持

ちを第一に考え、絆を深めていきた

いと思います。

つながりを大切に

下村 七海 さん
（七浦小６年）

「あはははは」

私が、１０月４日に家族とバルー

ン佐賀駅から電車で帰っているとき、

電車の中でそういう声が中学生の女

の子や高校生の男の子からたくさん

聞こえてきました。私は、そういう

声を聞いて「うるさいなぁ。この場

にいたくないなぁ。」などいやな気持

ちになりました。

電車の中には、大きな声でしゃべ

らない、ケータイは大声で話さない

など４つのマナーが書いてありまし

た。でも、その４つのマナーを無視

し、ゲラゲラ笑ったり、大きな声で

しゃべったりしている人が電車の中

にたくさんいてとても車中がさわが

しかったです。そんな中学生や高校

生の人たちを見て、「マナーは守ろ

うよ」という気持ちでいっぱいでし

た。たぶん周りの人も私と同じ気持

ちだったと思います。

私も、たまに友達とガヤガヤしゃ

べっているときがあります。私は、

今までガヤガヤしゃべっているとき

周りの人のことをあまり考えていま

せんでした。周りの人は、私が電車

の中で「うるさいなぁ」と思ったの

と同じ気持ちになっていたというこ

とに気づき、私たちは、周りにいる

人たちの立場も考えず自分のことだ

け考えて、いやな雰囲気を作ってい

たのだなぁと思いました。

このようなことから、私がガヤガ

ヤさわいでいたら「人権」という言

葉を思い出し、人のことを考えて静

かにしようと思いました。

バスも同じです。さわいでいると

きは、静かにし、だれかがさわいで

いたら注意するべきだと思います。

電車の中で学んだことを生かし、

学校の中でもさわいでいる人がいれ

ば注意し、自分が友達とさわいでい

たら自分から周りの人のことを考え

「静かにしよう」など声をかけてあ

げ、良い雰囲気が作れるよう心がけ

ようと思います。

運動場やお祭りなどのときはさわ

いでいいと思います。私は、場を考

えて行動したら今の生活をよりもっ

と良い生活に変えることができると

思います。でも、電車やバス、図書

館や教室、お店などの所では運動場

やお祭りなどではないので場を考え

て声の大きさなどは注意しようと思

います。

私は、人の立場を考え、人のめい

わくをかけないのが人の気持ちを考

えてくれる本当の心やさしい人だと

思います。なので、電車の中でさわ

いでいた人たちもそういう人になっ

てほしいです。

マナーは守ろう

岩本 梨花 さん
（明倫小６年）
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８月１日の全校集会の日に、私た
ちの中学校では、平和集会が行われ
ました。そこで、長崎から来ていた
だいた講師の田中安次郎さんに、原
子爆弾についてお話をしていただき
ました。その話を聞くなかで、私は
戦争の悲惨さやおろかさを感じ、こ
れから核兵器のない平和な社会を築
いていかなくてはならないと強く思
いました。
アメリカが日本に原子爆弾を投下

した理由の一つに、造ったばかりの
原子爆弾の破壊力や影響力を知る目
的があったということを知りました。
実験のために広島と長崎の市民は、
一瞬にして尊い命を奪われたのです。
この事実を知り、私は大変ショック
を受けました。そして、この原子爆
弾の投下によって亡くなった方の半
数以上が、幼児や女性、お年寄りな
ど戦闘と直接関わりのない方々だっ
たそうです。
講師の田中さんは、原子爆弾が投
下された場所の近くにあった遺体の
写真を見せてくださいました。それ
は、人間の骨が炭のように焼けてし
まった方の写真でした。今まで、私
は戦争のために命を落とされた方の
写真をいろいろな機会で見てきまし
たが、そのほとんどは皮ふが焼けた
だれたような痛々しい写真ばかりで
した。しかし、原子爆弾の熱風で焼

かれた人間の体は、肉体は全てなく
なり、真っ黒になった骨だけが残っ
ていました。この写真を見て、私は
原子爆弾の恐ろしさをひしひしと感
じました。そして、原子爆弾投下前
の風景と投下後の風景を見比べてみ
ました。すると、投下前にあった建
物は、爆風によって全てがつぶされ
て、川の水が全てなくなり、何もな
い空間に変化してしまっていました。
一瞬にして、全てが奪われてしまっ
たのです。
また、原子爆弾によって命を奪わ
れたのは、熱線や爆風によって一瞬
にして亡くなった方だけではありま
せんでした。原子爆弾の放射線に
よって、亡くなった方もたくさんい
ます。そして、直接放射能を浴びて
亡くなった方以外にも、救助活動や
救援活動のため、家族や友人を探す
ために、爆心地近くに行って放射能
を浴びた人も多いのです。そのため
に、病気になって亡くなった人もた
くさんいるということを聞き、私は
大変驚きました。原子爆弾の影響力
はものすごく大きいもので、約七十
年ほどたった今でも、原爆症やガン
で苦しんでいたり、大切な人を亡く
してしまい悲しんでいる人がたくさ
んいます。もう二度と、このような
悲惨な出来事が起こってはいけない
と思いました。
なぜ、人間は戦争をするのでしょ
うか。多くの人間が、人間の手で殺
され、多くの犠牲者を出して、多く
の人の心を傷つける戦争なのに、な
ぜ人は戦争をしてしまうのでしょう
か。今でも、たくさんの国や地域で

戦争が続いています。早く地球上か
ら戦争をなくして、平和な社会が築
かれていってほしいと思います。
私は、そのためにどんなことをし
なければいけないかを考えました。
地球上から戦争をなくすと一言で
言っても、そんなに簡単にできるこ
とではありません。私にできること
は限られていて、何の影響もないこ
とかもしれません。でも、私は何か
行動することにも意味があると思い
ます。まず、私たちにできることは、
戦争の事実についてよく知り、よく
考えることだと思います。そして、
仲間を大切にし、相手の気持をしっ
かり考えて行動したり、いじめや差
別をしたりしないことが大切だと思
います。私たちにできることは、ほ
んのささいなことだけど、みんなで
考えて、みんなで実行していければ、
大きな目的である「平和」な世界を
つくることにきっとつながると信じ
ています。戦争をおこした結果どう
なるのかを知っている、核兵器の犠
牲となった日本人だからこそ、地球
上から戦争がなくなるように行動し
ていくことができると思います。
みなさんは、この西部中学校で仲

間を大切にし、相手の気持を考えて
行動していますか。差別につながる
ことをしていませんか。「平和」な世
界を築いていく第一歩として、今か
らそのことをみんなで考えて、みん
なで行動していきましょう。
この西部中から、平和な未来を築
いていきましょう。

核兵器のない平和な社会

松尾 洋恵 さん
（西部中３年）

特選作品の紹介 愚 人権作文・人権標語

ごめんねは こころをあらう せんたくき

さと かいしゅうさん（鹿島小２年）

声かけよう ひとりぼっちの 友達に

小栁 仁美さん（七浦小４年）

つくろうよ 心落ち着く 教室を

中村 茉琳さん（西部中３年）

考えて あの子が自分 だったらと

森山 真歩さん（西部中２年）

感じよう 友の痛みも 喜びも

栗 七海さん（東部中１年）

怯人権標語

見てるだけ 止めないきみも いじめてる

山口 修平さん（鹿島小６年）

ともだちに ごめんねいえて ほっとする

みねまつ れみさん（明倫小１年）

えがおのわ 一人ぼっちじゃ つくれない

小栁 秀太さん（古枝小３年）

みつけよう クラスみんなの いいところ

中島 莉央さん（浜小４年）
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特選作品の紹介 愚 人権作文

「人権とは何だろう」ふと考え、辞
典で調べてみると、「人間が人間と
して生まれながらにして持っている
権利。実定法上の権利のように自由
に剥奪または制限されない。基本的
人権。」と書いてありました。
人間が生まれながらにして持って
いる権利は、たくさんあります。生
きていいこと。人間らしく生活をす
ること、まだまだあります。しかし、
なぜ人間は同じ人間を差別したり、
憎んだりしたりするのでしょうか。
なぜ争い、傷つけ合い、嫌うので
しょうか。人は、人を好きになった
り、仲良くしたり、仲直りすること
ができます。ですが、世界中には今
も誰かを傷つけ合っている人がたく
さんいます。そこからは、良いこと
は一つも生まれません。
私は、あるニュースを見ました。
大津の中学校２年生の男子が自殺し
た事件です。私と同じ年の人が自殺

したのは、とてもショックでした。
これこそまさに、人間が生まれなが
らにして持っている権利に反するの
ではないでしょうか。人間が人間ら
しく生きていくことができないのか、
私には考えられません。
この前、学校で人権平和集会が行
われました。原子爆弾の被害者の方
の講話を聞き、私の中学校では、平
和宣言をしました。その中の一つは、
「いじめをしない」ことでした。
私の通っている中学校は、県内で
２番目の大規模校で、一学年６クラ
スあります。ですから、同学年でも、
話したことのない人もいます。どの
クラスにも、よくからかわれる友達
がいます。でも、その人たちの中に、
笑ってごまかせる人と、真剣に悩む
人がいることは、誰でも分かるで
しょう。みなさんは、真剣に悩んで
いそうな友達がいたら、「みんなや
めよう。自分なら嫌やろ？」
と言える勇気がありますか？正直言
うと、私はそう言える勇気がありま
せん。自分が情けないです。でも、
心の中で思っているだけでは何も変
えられないし、友達を助けることは
できません。小学校のころ、あると

き、
「みんなでなんしよる？やめよう。」
と、友達が言っていました。私はそ
の勇気がすばらしいなと感じました。
私に勇気がないわけは、クラスの仲
間に陰口を言われるかもしれないの
が怖いからです。自分の心の弱さが
恥ずかしいです。嫌われたらどうし
ようかとか、仲間外れにされたらど
うしようかとかを考えることが多い
時期もありました。けれども、それ
以上に、みんなが仲良く楽しいクラ
スにしたいという思いがありました。
そこで私は、考え方を変えてみよう
と思いました。「陰口なんて気にし
なければいい」というだけのことで
す。そう思うと、今までクヨクヨし
ていた自分がばからしく思えてきま
した。
こんな風に考えれば、人間ってす

ごいなあと思います。自分を良い方
にも悪い方にも変えられるのは，自
分の心だからです。世界中には何十
億という人たちが住んでいます。全
員の心が、人のことを考えられて、
人間らしく生きられたらなあと思っ
たら、とても嬉しくなります。

経験して考えることができた事

藤川 真子 さん
（西部中３年）

最近、私はニュースなどで、「いじ
め」という言葉をよく耳にします。
私はそれを聞いたとき、いじめにつ
いて深く考えました。なぜ人をいじ
めるのか、なぜいじめる必要がある
のか、なぜいじめというものがある
のか。それは、世界中の人々が、今、
一番考えなくてはならない問題だと
思います。
いじめの多くの理由が、｢むかつ

くから｣、「嫌いだから」、「ただいじ
めてみたかったから。」しかし、これ
は理由というものではなく、言い訳
をしているのだと私は思います。
人間は、つらいことが大嫌いな生

き物です。つらいことがあると、す
ぐに避けて逃げ出したくなります。
だから、人をいじめて追いつめると、
｢死｣に近づいていくこともないとは

言えないのです。
自分の一言で人を傷つけていると
思うと、やっぱり自分もいやな気持
ちになります。それが当たり前のこ
とだと思います。だから私は、人が
傷つく言葉や、自分が言われていや
な言葉は絶対に言わないようにして
います。一人ひとりが気をつけると、
いじめは少なくなっていくと思いま
す。しかし、一人でも気をつけない
人がいたら、いじめは少なくなるど
ころか増え続けていきます。
みなさんは、いじめを止めること

ができますか。たぶん、多くの人が
見て見ぬふりをすると思います。自
分が、いじめのターゲットになるの
が怖いから。私もそう思うと、怖く
て止めることができなくなると思い
ます。人間はやっぱり、自分が一番
なのかなと考えてしまうことがあり
ます。いじめている人も、こういう
気持ちを持っていると考えると、私
もいじめている人と同じ人間なんだ
なと複雑な気持ちになってしまいま
す。

今まで、友達と思って人から、い
きなり無視され続けたら、私は絶対
に耐えることができないと思います。
考えることだけでさえ、イヤになり
ます。もしこれから先、いじめの問
題があったとしたら、私は、いじめ
られている人と一緒に考えたいと思
います。
人には、生きる権利があります。

どんな人間でも、生まれたときはみ
んな平等です。好き嫌いはあるかも
しれません。だからといって、他人
が人をいじめる必要は全くありませ
ん。人と人との関わりを一つ変えた
だけで、人をいやすことだってでき
ます。
いじめや差別は、一人では決して

解決できない問題です。一人でも助
けようとする味方がいれば、とても
心強くなると思います。だから私は、
その一人になり、いじめがなくなる
世界にしていきたいです。
仲間の大切さ、いじめや差別を改
めて考え出すことが、強い心への第
一歩になるでしょう。

いじめのない世界へ

小柳 麻菜 さん
（東部中３年）
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怯人権ポスター

特選作品の紹介 愚 人権ポスター

タイトル みんな なかよく うれしいな

作 者 馬場 たかふみさん

（明倫小４年）

タイトル 心の花をさかせよう

作 者 古賀 媛子さん

（明倫小５年）

タイトル 「生命」
いのち

作 者 小森 遼さん
はるか

（能古見小６年）

タイトル 大切にされる社会

作 者 佐々木 朗乃さん
あきの

（西部中２年）

タイトル 大丈夫。～君は一人じゃないよ～

作 者 幸尾 綾華さん

（西部中２年）

タイトル 人種差別をやめよう

作 者 木原 みずほさん

（東部中２年）
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エイブルからのお知らせなど

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

姉０９５４（６３）３４２４

HPhttp://www.kashima-gakushu.com

詳しくは

今年も、エイブル祭りを下記の期間で開催します。

ただいま出演、出展者募集中です。

詳細は楽修大学までお問い合わせいただくか、エイブルの木2月号をご覧ください。

開催期間 ５月１２日（日）～１９日（日） ※期間中１３日（月）も１７時まで開館します。

申込方法 エイブルに設置している申込用紙に必要事項を記入し、楽修大学（エイブル２階）にお持ちいただくか、

ＦＡＸにてお申し込みください。

申込締切 ２月１５日（金）

えいぶる
事 業 エイブル祭り参加者募集中！

エイブル倶楽部 募集中講座のお知らせ
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２,５００円

（５回分前納）

エイブル２階

調理実習室

３月１日～８月２日

［月１回 金曜日］１０時～１３時
迎 りつ子さん２０人

子どもに作ってあげたい

おやつ作り教室（金）②

５００円/１回

材料費５００円/１回

エイブル２階

調理実習室

３月８日～平成２６年２月１４日

［月１回 金曜日］１０時～１３時
迎 りつ子さん２０人アレンジ料理教室（金）②

５００円/１回

材料費 実費

エイブル２階

音楽スタジオ

３月１日～８月３０日

［月２回 金曜日］１３時～１５時
秋永 道子さん１０人刺し子（入門）教室

楽大生 無料

一般５００円

浜川沿い

（エイブル前集合）

３月３０日（土）

８時３０分～１２時４５分

市生涯学習課

文化係
２０人

ふるさとの歴史再発見

ウォーク
公

開

講

座

楽大生 ５００円
一 般１，０００円
材料費 ５００円

エイブル２階

調理実習室

３月９日（土）

１０時～１２時
福田 雅子さん２０人

プーアル茶でアレ

ンジティー講座

鹿島の『芸術』を育てた美術教師たち
～佐々木義政を中心に～

床 の 間
コーナー

佐々木義政は、香川県生

まれの図画（美術）教師。

２０年以上鹿島中学校に勤

務し、子どもたちに美術を

教え、その中には染色家の

鈴田照次や日本画家の岩永

京吉、同時代の美術教師には、中尾蔦一が

いました。

今回、ご遺族のご好意により市に作品が

寄贈されることを記念し、寄贈作品を初公

開するとともに、鹿島における美術教育の

「今」につながる流れを紹介します。

展示期間 ２月３日（日）～３月３０日（土）

図書館からのお知らせ市 民
図書館

恭郷土史教室

「鹿島藩と佐賀藩」と題して講

演を行います。参加費無料。

と き ２月１０日（日）１４時～

ところ エイブル１階いきいきルーム

定 員 ５０人（申込受付中）

講 師 野口 朋隆さん

（佐賀大学経済学部博士研究員）

恭図書館の開館時間が変わります

２月１日（金）より試験的に

９時３０分から開館します。

※閉館時間は変わりません。

恭高齢者のレクリエーション講座

と き ３月１７日（日）１４時～

ところ エイブル１階いきいきルーム

対 象 介護サービスなどの仕

事をしている人

高齢者のレクリエー

ションに興味のある人

定 員 ４５人（参加費無料）

申込受付 ２月１７日１０時から開始

講 師 江口 英子さん

（佐賀女子短期大学非常勤講師）

市民図書館 ０９５４（６３）４３４３詳しくは
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“downthehatch”

今月のキーフレーズ

№８６

（息 子） お父さん！この飲み物おいしいよ。

飲んでみて！

（ 父 ） いいよ。さっと飲んだよ。うぇ～！

これかなり苦いじゃないか！

Son:
Dad:

Dad,thisdrinkisdelicious!Trysome.
Ok.Downthehatchitgoes.Yuck!Thisis
reallybitter!

この表現は食べ物や飲み物を「素早く飲み込む」という意味で

使われます。
ジョリン先生

（ 父 ） もう薬飲んだかい？

（息 子） まだだよパパ！

（ 父 ） そうかぁ。さっと飲んだ方がいいよ。

Dad:

Son:
Dad:

Hey,son.Haveyoudrankyourmedicine
yet?
No,notyetdad...
Well,youbetterdrinkitdownthehatch.

鹿島高校では毎年３学期に学校周
辺を中心としたクリーンアップ活動
（地域清掃活動）を行っています。
地域の皆さんへの感謝の気持ちを
込めて、今年は２月２７日に実施し
ます。
生徒会長の意気込み
鹿島高校最大の行事である赤門祭。
今年も活気にあふれ大成功のうち
に終わりました。これも地域の皆さ
んのご協力があったからです。他に
も耐寒訓練やマラソン大会、吹奏楽
部の「赤門コンサート」など、地域
の皆さんに支えられた行事がいくつ
もあります。また、私たちが日ごろ
安全に登下校できるのも地域の皆さ
んの支えがあるからです。そのよう
な中、私たちは感謝の気持ちを表す
活動として今年もクリーンアップ活
動を行います。
昨年この活動に取り組んだときに

は、通学路や草むらで見つけるゴミ
以外に、実はよく見るとあまり目に
つかないところ（植え込みの中な
ど）にもゴミがあることを知りまし
た。鹿島高生全員で頑張って、全て
とは言えませんが多くのゴミを拾う
ことができました。
この活動を通して、自分たちは決

してゴミを散らさないということは
もちろんですが、地域の役に少しで
も立ちたいという気持ちを大切にし
たいと考えています。地域の皆さん
に「鹿島高校が近くにあってよかっ
た」と思ってもらえるような学校に
したいと思います。
今年も寒い季節がやってきました。
そんな中でも勉強と部活動ととも
に、感謝と奉仕の精神を忘れず充実
した学校生活を送りたいと思います。
よろしくお願いします。

クリーンアップ活動

鹿島高等学校

校学 だ よ り

No.１８９

寓地域への感謝の気持ちを込めて清掃

活動を行う生徒たち（昨年度の様子）

こんなときこのひとこと、学校だより

四HawaiianWords四
（ ハ ワ イ の 言 葉 ）

Hau'oliMakahiki
ハウオリ マカヒキ

Hou:あけましておめでとう！
ホウ

Hau'oliHanau:誕生日おめでとう！
ハウオリ ハナウ
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情報掲示板ワイド

所 在 地

古枝甲９５６ー２、古枝甲９５６ー１７

住宅概要

５階建エレベーター無し。間取りは全て３ＤＫ。

駐車場有り。

家賃は２８,０００円～３３,０００円（棟・階数により変動）

敷金は家賃2カ月分。

※市外からの転入者に対する優遇措置有り。

申 込 書

２月１７日（日）からまちなみ建設課で「入居申し込み

のご案内」を配布します。

（土・日曜日を除く、８時３０分～１７時１５分）

※２月１７日（日）は配布します。市ホームページから

もダウンロードできます。

対 象 者 ４月１日から定住促進住宅に入居を希望される人

※入居できる条件があります。詳しくは「入居申

し込みのご案内」をご覧ください。

募集戸数 ５５戸

受付期間 市外からの申込優先受付期間

２月２５日（月）～３月１日（金）９時～１８時

通常受付期間（市外からの申し込みも受け付けます。）

３月４日（月）～８日（金）９時～１８時

抽 選 日 ３月１５日（金）

※規則で定める優先順位をもとに抽選会を実施します。

まちなみ建設課施設管理係

緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは

鹿島市定住促進住宅古枝住宅の入居者を募集します
募

集

市では、古枝にあるサンコーポラス古枝宿舎を平成２５年４月から定住促進住宅として管理運営することになり

ました。この住宅は、鹿島市への移住および定住を促進する住宅として活用します。定住促進住宅に入居希望され

る人を募集します。詳細はお問い合わせください。

通知の対象となる人

該当月に処方された先発医薬品をジェネリック医薬

品に切り替えた場合に、１カ月あたりの自己負担額の

軽減が一定額以上見込まれる人が対象となります。

※必ずしも全員に届くわけではありません。

通知の記載内容

胸薬代にかかった金額のみ表示しています。

実際の窓口での支払いには、技術料・管理料など、

別費用が含まれていることがあります。

胸ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる

可能性があることをお伝えするもので、切り替えを

強制するものではありません。

ジェネリック医薬品とは？

ジェネリック医薬品は、最初に作られた薬（先発医

薬品）の特許が切れた後に販売される医薬品です。

先発医薬品と同等の有効成分・効能・効果をもつ医

薬品ですが、まったく同一というわけではありません。

ジェネリック医薬品を希望する場合は、まずは、か

かりつけの医師・薬剤師へご相談ください。

佐賀県後期高齢者医療広域連合 業務課給付係

緯０９５２（６４）８４７６

詳しくは

ジェネリック医薬品に関するお知らせ
～佐賀県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ～

お
知
ら
せ

佐賀県後期高齢者医療広域連合では、現在服用している薬をジェネリック医薬品（後発医薬品）に切り替えた場合

に、薬代の自己負担額をどのくらい軽減できるか試算した差額通知ハガキを「ジェネリック医薬品に関するお知ら

せ」として、１月末から郵送しています。

また、皆さんからの通知書に関する問い合わせにお答えするために、お問い合わせ専用窓口「国民健康保険中央

会コールセンター」を設けています。通知書裏面にコールセンターのフリーダイヤルが記載されていますので、ご

利用ください。

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

と き ３月３１日（日）１０時～１５時

と こ ろ 祐徳稲荷神社 門前商店街参道

対 象 昭和５３年以前の４輪・３輪自動車

申込締切 ２月１５日（金）（先着９０台、参加費１台１,０００円）

門前商店街活性化事務所

緯０５０（３４３２）９７５８

ブログ http://monzen.sagafan.jp/

詳しくは

懐かしの自慢の愛車を展示してみませんか？
３月に開催する祐徳門前春まつりにおいて、懐かしのクラシックカー（旧車）を展示するイベントを開催します。

満開の桜並木の下に展示する車を募集中です。ぜひこの機会に、自慢の愛車を展示してみませんか？
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情報掲示板ワイド

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、「元気な鹿

島」を多くの市民の皆さんに堪能していただきました。今年度は、本会の年間活動

テーマから稲葉ゆう子さん率いる鹿島にわか劇団「はっぴぃ竃かむかむ」に地球温暖

化防止を主なねらいとして公演していただきます。

お
知
ら
せ

鹿島市みんなの集いを開催します
イ
ベ
ン
ト

と き ３月１０日（日）１０時～１５時１０分

と こ ろ 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「高齢者肺炎の治療と予防」 講師 呼吸内科医 中原 快明さん（織田病院医師）

喰ステージ発表

１３時３０分～ 喰記念公演 鹿島にわか劇団「はっぴぃ竃かむかむ」

第１部「ストップ温暖化にわか劇場（佐賀県監修）」 第２部「はっぴぃ竃かむかむオリジナル」

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。）

同実行委員会（市生涯学習課内） 緯０９５４（６３）２１２５詳しくは

潤加入できる人

鹿島市に住民登録をしている人

潤掛け金

１人５００円（年額）で、加入は１人一口です。

中途加入の掛け金も１人５００円です。

潤共済期間

共済期間は４月1日から翌年３月３１日までです。

４月1日以降に加入申し込みをされますと、翌日か

ら共済対象となります。

潤加入申込

市内の「ゆうちょ銀行・郵便局窓口」でできます。

申込書も備えてあります。

潤交通災害の対象

図のような走行中の交通

事故による人身事故が対

象となります。

潤その他

災害見舞金の請求や詳し

いことは、気軽にお問い

合せください。

市民課市民年金係

緯０９５４（６３）２１１７

詳しくは

平成２５年度交通災害共済の加入申込を受け付けています
お
知
ら
せ

募集内容 画像の男の子のキャラクターの名前を募集します。

明るく、親しみやすいキャラクター名をつけてあげてください。

賞 最優秀賞 ２０,０００円

締 切 日 ３月１日（金）１７時必着

応募規定等 どなたでも応募できます。キャラクター名・名前の理由・住所・氏名・

年齢・電話番号を明記の上、はがき・封書・メールにてお送りください。

〒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・問合せ先

鹿島キャラクターネーミング募集
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の

募集を行い、下記のキャラクターに決定しました。

そこで、鹿島市のシンボルキャラクターとして名前を募集しています。（詳しい応募内容はホームページをご覧ください。）

市民に愛されるイメージキャラクターになるために、皆さんで名前を考えてあげてください。
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要介護や要支援の区分に応じて、介護保険で受けられるサービスの種類や保険から給付される上限

額（支給限度額）が違います。認定結果に沿ってサービスを受けてから再検討することも大切ですが、

結果が出た時点で不服や疑問がある場合は、介護保険事務所または市役所１階保険健康課に相談しま

しょう。

自分の介護の度合いを納得いくまで確認しましょう

認定の結果が出ました。ただ、自分の要介護状態区分が妥当なのかどうか、よくわかりません。

これで満足できるサービスが受けられるのか不安です。

認定結果に納得がいかないときはどうすればよいのですか？

Ｑ

Ａ

とても調子の良いときや、悪いときのことを強調するのではなく、「普段はできるが、○○のとき

はできない」など、訪問調査員の質問に対して、普段の健康状態を中心に補足します。なるべく現状

を過不足なく正確に伝えるようにこころがけましょう。

心身の現状を過不足なく正確に伝えることが重要です

認定調査のときには、心身の状況を普段より元気なときの状態で答える方が望ましいですか？

それとも、あえて悪い状態を強調すべきですか？

認定調査では普段よりがんばって答えた方がよいですか？

Ｑ

Ａ

普段から受診していて、自分の心身の状況に詳しいかかりつけのお医者さんが適しています。

主治医がいない場合は、市役所１階保険健康課に相談しましょう。早めに相談、受診して健康状態

や生活状況を正確に伝えましょう。

かかりつけのお医者さんに頼みましょう

主治医の意見書は、誰に、どのように依頼するとよいのでしょうか？

普段は受診しないような大きな病院の医師の方がよいのですか？

主治医の意見書は誰に頼めばよいのでしょうか？

Ｑ

Ａ

サービスの利用を希望する場合は、市役所１階保険健康課に「要介護認定」を申請します。申請後

は認定調査や審査を経て、「要介護」「要支援」「非該当」といった認定結果に応じたサービスを受ける

ことになります。

市役所１階保険健康課に申請して、要介護認定を受けましょう

６５歳を超えているので、介護保険の被保険者証を持っています。

訪問介護などのサービスを受けたいのですが、まずはどうすればよいのですか？

介護保険のサービスは誰でも利用できるのですか？

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

正確な要介護認定を受けるために

介護保険Ｑ＆Ａ
杵藤地区介護保険事務所 緯０９５４（６９）８２２２

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

市保険健康課長寿社会係 緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは
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生ごみを減量しましょう

ごみを減らして節約しましょう！家庭から出るもえるごみの４割が生ごみです。その生ごみの７０％が水分です。

水分を捨てるためにお金を使うのはもったいないことですよね。そこで【生ごみの水切り】に取り組むことで生

ごみの量を減らして処分費用を抑えることができます。焼却するためのエネルギーも少なくてすみます。

ご家庭で簡単にできることからお財布にも地球にも優しいエコライフを実践しましょう。

胸三角コーナーは使わずに、ざるや紙などの上で乾かしましょう。

胸生ごみの量を減らすことで節約にもなります。

いつものごみ袋から生ごみの水分がなくなると、ごみの量がグンと減ります。

環境下水道課環境係 緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

このごみどの袋

寓ざる利用

水切りや乾燥させることが

大事だね。

寓新聞紙の箱利用

寓いつもの量 寓生ごみの水分なし

閣

ごみがまだまだ入る！

ごみ袋を買う頻度が減って

家計が助かるわぁ！

そうだね。

水分の少ない野菜の皮はそ

のまま紙の上で乾かそう。

生ごみの水分をなくしたらこんないいことがあります！

①量が減るのでごみ袋代がかからない。

②ごみ出しのとき、袋が重くない。

③腐敗と悪臭の原因がなくなるので臭くない。
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

１月１３日に行われた成人式では、久

しぶりに会う同級生との再会に自然と笑

みがこぼれ、会場は華やかな雰囲気に包

まれていました。

式典の中で、新成人代表の木原航さん
こう

が、「両親をはじめ、家族、先生方、地

域の方々、そして素晴らしい友人たちな

ど数多くの人たちに支えられ、励まされ

てきました。これからは社会に貢献し、

少しでも恩返しできるよう、今後、多く

のことを学び、努力していきます。」と

力強く決意の言葉を述べました。

二十歳の門出を祝う

寓市民憲章を宣言

－釘尾小百合さん－

寓決意の言葉

－木原航さん－

冬の風物詩

３００年以上続く ふな市

１月１９日

早朝から、活きのいい鮒の販

売、『ふなんこぐい』の試食、

もちつきやイベントなどが催

され、たくさんの人でにぎわ

いました。

バス停留所用ベンチをいただきました

佐賀県立塩田工業高等学校様よりバス

停留所用ベンチ２０脚をいただきました。

建築科３年生の８人が、卒業作品とし

てデザイン、組み立てをした力作です。

高津原のりあいタクシー、市内循環バ

スの停留所に設置しますので、皆さんご

利用ください。

「七浦庄屋文書」の整理が終わりました

中島直道さん所蔵の「七浦庄屋文書」１４６５点の整理が終わりました。

この古文書は、江戸時代に七浦において行政上の必要から作成された文書・記録

類で、大変貴重な資料です。

整理を行ったのは、古文書研究会講師の荒川剛志さん。荒川さんは６年間もの歳

月をかけて、ボランティアで古文書の修復・整理を行いました。

修復された古文書は教育長に手渡され、所有者の中島直道さんに返却されました。

市内チームが活躍

１月２０日

クロカンフェスタｉｎかしま

が陸上競技場・クロスカント

リーコースで開催され、中学

生男子の部で西部中学校Ａが

初優勝に輝きました。

また、一般の部では佐賀ＬＩ

ＸＩＬ製作所（旧九州ＩＮＡ

Ｘ）が優勝、中学生女子の部で

は西部中学校が３位に入賞し

ました。

寓初優勝した西部中学校Ａ（男子）
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国民健康保険・後期高齢者医療の

被保険者が亡くなられた場合、その

葬祭を行った人（喪主）に対し、申請

により葬祭費（国保２万５千円、後

期３万円）を支給しています。

詳しくはお問い合わせください。

※葬祭を行った日から２年を経過し

ますと、時効により支給ができな

くなりますのでご注意ください。

保険健康課国保係

緯０９５４（６３）２１２０

調査票への記入・回収に際しまし

ては、お忙しいところご協力いただ

きありがとうございました。

経済産業省で集計の後、平成２５

年９月下旬（予定）に速報が公表され

ます。調査結果はこれからの工業関

係のさまざまな計画や施策の基礎資

料として利用されます。

企画課情報統計係

緯０９５４（６３）２１０１

３月で６５歳になる人を対象に、

制度説明会を開催します。多くの皆

さんのご出席をお待ちしています。

なお、対象以外の人も気軽にご出

席ください。

と き ２月２１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

国民健康保険・後期高齢者医療
葬祭費の支給制度があります

詳しくは

平成 ２４年工業統計調査への
ご協力ありがとうございました

詳しくは

介護保険制度説明会を
開催します

詳しくは

森林環境税は、水源のかん養や山

地被害の防止など公益的な役割をも

つ大切な森林を守り育てていくため

に使われます。皆さんのご理解とご

協力をお願いします。

税 額

個 人 ５００円（年額）

※個人県民税均等割額１,０００円に

加算、合計額１,５００円。

法 人 法人県民税均等割額の

５％相当額

課 税

個 人 平成２９年度まで

法 人 平成３０年３月３１日までに

開始する事業年度分まで

税の仕組みについては

佐賀県税務課

緯０９５２（２５）７０２１

税の使い道、事業については

佐賀県森林整備課

緯０９５２（２５）７１３４

冬は輸血用血液が不足しがちです。

皆さんのご協力をお願いします。

と き ２月８日（金）１０時～１６時

と こ ろ ショッピングセンターピオ

出会いの広場

※当日は粗品をご用意しています。

鹿島ライオンズクラブ事務局

緯０９５４（６３）４５７６

佐賀県森林環境税が
延長されました

詳しくは

鹿島ライオンズクラブ
街頭献血キャンペーン

詳しくは

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。

恭家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉

のチップはいかがですか。

剪定した枝葉をチップ化し、それ

を発酵させて堆肥にしたものを使い

やすい袋詰めやトラック「バラ積み」

で格安にて販売しています。

恭刃物研ぎいたします。

包丁、かま、のこ、チェーンソー

などの刃物研ぎをお受けします。

と き ２月２１日（木）８時３０分～

当日都合がつかない人は、前日ま

でにセンターへご持参ください。

恭会員を募集しています。

対 象 ６０歳以上または来年３月

までに６０歳になる人

説 明 会 ２月２１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０９５４（６３）０９７０

眠っているメガネを必要としてい

る人たちがいます。

発展途上国に不要なメガネを送り

ます。市内の主要店頭にリサイクル

ＢＯＸを設置していますので、ご協

力をお願いします。

鹿島ライオンズクラブ事務局

緯０９５４（６３）４５７６

こんな仕事もお受けします
シルバー人材センター

問合せ・ご注文

不要なメガネ
ありませんか？

詳しくは

情報掲示板 愚 お知らせ

平成２４年１２月分市長交際費の支出状況を公表します。

企画課秘書係 緯０９５４（６３）２１００詳しくは

支出の相手方、行事名支出金額支出日区 分
佐賀のり（千葉県香取市へお土産）５,６７０円１２月１３日接 遇
鹿島錦名刺入れ（日本電波塔株式会社へお土産）１５,０００円１２月１４日接 遇
ＪＡさが鹿島地区ハウスみかん部会創立３０周年記念式典６,０００円１２月１９日会 費
鹿島錦名刺入れ・印鑑入れ（ＰＲ用）３１,５００円１２月２７日その他

５８,１７０円合 計

平成２４年１２月
市長交際費支出状況表
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後見人、保佐人、補助人などの成

年後見制度や任意後見人制度の利用

方法、遺言書の作り方などについて

の説明会を開催します。

成年後見人や任意後見人が必要だ

が、制度がよく分からない人、遺言

を書きたいが法律的に有効だろうか

と悩んでいる人の参加をお待ちして

います。参加料無料。

と き ３月２日（土）１０時～１２時

と こ ろ アバンセ４階第３研修室

（佐賀市天神）

申込方法 電話による。

定 員 ５０人（先着順）

成年後見センター・リーガルサポート

佐賀支部（佐賀県司法書士会）

緯０９５２（２９）０６２６

２月２８日に任期満了となる鹿島

市農業委員会委員選挙を２月１７日

（日）に執行予定です。

この選挙に立候補を予定している

人への事前審査などを随時、行って

います。詳しくは選挙管理委員会事

務局までお問い合わせください。

選挙区・定数

第１区（鹿島・北鹿島地区） ４人

第２区（能古見・古枝地区） ６人

第３区（浜・七浦地区） ４人

立候補届出受付

と き ２月１０日（日）８時３０分～１７時

ところ 市民会館１階第４会議室

選挙管理委員会事務局

緯０９５４（６３）３４１８

「成年後見制度と遺言」の
説明会

詳しくは

鹿島市農業委員会委員選挙
のお知らせ

詳しくは

不動産の相続・売買・贈与などの

登記、供託、債務整理、成年後見、

遺言など司法書士業務全般に関する

いろいろなご相談をお受けします。

と き ２月９日（土）１０時～１５時

と こ ろ 市民会館１階第４会議室

そ の 他 当日は電話相談も受け付けます。

≪専用ダイヤル≫

緯０９５２（２９）０６６０

緯０９５２（２９）０６３５

佐賀県司法書士会

緯０９５２（２９）０６２６

実施期間 ２月１日（金）～２８日（木）

１０時～１５時（土・日・祝日を除く）

相談場所 県内各司法書士事務所

相談方法 直接、県内の司法書士に

予約をお願いします。

相 談 料 無料

相 談 例

・登記名義人が先々代のままです。

・パートナーに財産を相続させたい。

・相続人の中に行方不明の人がい

て、遺産分割協議ができません。

佐賀県司法書士会

緯０９５２（２９）０６２６

平日に法務局へ相談に行くことが

できない人のために、休日の無料相

談所を開設します。

と き ２月３日（日）１０時～１６時

と こ ろ 佐賀地方法務局武雄支局

相談内容

胸相続（遺言）

胸境界トラブル（筆界特定）

胸人権問題（いじめ、近隣トラブルなど）

胸成年後見

胸土地・建物の登記など

佐賀地方法務局武雄支局

緯０９５４（２２）２４３５

司法書士による
県下一斉無料法律相談会

詳しくは

相続登記はお済みですか
無料相談

詳しくは

全国一斉！

詳しくは

冷蔵庫にある物、缶詰、惣菜など

を使って、「オレにもできる、がば

いやさしか」手料理講習会を開催し

ます。

と き ２月２８日（木）１０時～１４時

と こ ろ エイブル2階 調理室

講 師 中村 邦子さん

対 象 ６５歳以上の高齢者や民生委員、

介護食担当のホームヘルパー。

定 員 ３０人（先着順）

参 加 料 １人５００円

持 参 品 エプロン・三角巾・手拭

きタオル・飲み物（お茶など）

申込期間 ２月１日（金）～２１日（木）

申込方法 下記へ直接申し込みください。

生涯学習課社会教育係

緯０９５４（６３）２１２５

姉０９５４（６３）２１２９

死shougai09@city.saga-kashima.lg.jp

今回はエクセル講座を行います。

趣味、仕事、自治会などで利活用

できる便利な機能です。

と き ①収支報告書の作成

２月１０日（日）１３時～１６時

②データ管理

２月２４日（日）１３時～１６時

と こ ろ コミュニティセンター

かんらん（高津原）

受 講 料 各講座１,０００円（テキスト代含む）

定 員 各１０人（要事前申込）

申込資格 市内および市内近郊に住

んでいる人。年齢不問。

そ の 他 ご自分のパソコンを持ち

込みできます。

※この事業は県の「情報化団体づく

り支援事業」の助成を受けています。

パソコンクラブ「リライフ」

緯０９５４（６３）２４２８

とっても簡単！手料理講習会
～作った後は、おいしかー、うまかーのランチ！～

申込・問合せ先

パソコン講座

申 込 先

情報掲示板 愚 お知らせ・相談・教室

介護保険料および
市税集合徴収分の

第９期の口座振替日は

２月２８日（木）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

法務局休日相談所
境界トラブル相談所
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子育て講演会、本の読み聞かせ、

わんぱく大冒険、バルーン搭乗体験

を行います。申込方法など、詳しく

はお問い合わせください。

と き ３月９日（土）～１０日（日）

と こ ろ 佐賀県黒髪少年自然の家

対 象 者 就学前幼児とその保護者

定 員 ６０人（２０家族）程度

参 加 費 大人 ２,３８０円

幼児 １,５９０円

申込期限 ２月２５日（月）必着

黒髪少年自然の家 飯盛

緯０９５４（４５）２１７０

わんぱく大冒険、野外炊飯、クラ

フト活動、黒髪山登山を行います。

申込方法など、詳しくはお問い合

わせください。

と き ３月２３日（土）～２５日（月）

と こ ろ 佐賀県黒髪少年自然の家

対 象 者 小学３・４年生

定 員 ６０人程度

参 加 費 ５,０００円（食費７食分含む）

申込期間 ２月８日（金）～

３月９日（土）必着

黒髪少年自然の家 塚本

緯０９５４（４５）２１７０

入居予備者は、抽選により選考し

ます。詳細はお問い合わせください。

対象団地 鹿島・武雄・大町地区８団地

申 込 書 ２月１日（金）から配布

（土・日・祝日を除く）

※２日（土）は配布します。

受付期間 ２月５日（火）～１３日（水）

９時～１９時

（９日～１１日は休み）

抽 選 日 ２月２５日（月）

抽選会場 武雄総合庁舎

指定管理者

川原建設（株）武雄管理室

緯０９５４（２６）０５２２

わくわくどきどき！
親子楽習塾

詳しくは

あおばと教室衛期

詳しくは

県営住宅入居予備者を
募集します

詳しくは

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

入学予定の子どもたちの交通安全教

育の一環として、交通安全に関する

イベントを開催します。

好天時には、屋外で白バイ・パト

カー展示、シートベルト体感機乗車

体験、交通安全教室も実施します。

と き ２月１３日（水）１０時～

と こ ろ エイブルホール

内 容

胸交通安全ビデオ上映

胸交通安全劇場

（賑い商はっぴぃ竃かむかむ）

胸県警音楽隊による音楽生演奏

など。

※プログラムは変更になる場合があ

ります。

総務課消防交通係

緯０９５４（６３）２１１３

新入生のための交通安全
フェスタIN鹿島

詳しくは

昭和６０年に旭ヶ岡公園の桜の保

存と育成を目的に発足した鹿島市桜

樹保存会では、今日まで約４００本

の桜を植樹し、また、桜の生育調査

を行うなど、より良い桜の環境づく

りを目指しています。

今年も下記のとおり植樹祭を開催

し、市民の皆さんとともに桜の木を

植樹します。ぜひご参加ください。

と き ２月１７日（日）１０時～

と こ ろ 旭ヶ岡公園

※ご寄付についても、随時受け付け

ています。皆さまのご支援よろし

くお願いします。

鹿島市桜樹保存会事務局

（鹿島青年会議所内）

緯０９５４（６２）５６５６

鹿島市桜樹保存会
植樹祭

詳しくは

地域別最低賃金

効力発生日１時間件 名

平成２４年１０月２１日６５３円佐賀県最低賃金

特定（産業別）最低賃金

効力発生日１時間件 名

平成２４年１２月２８日７６１円一般機械器具製造業関係

平成２４年１２月３０日７２５円電気機械器具製造業関係

平成２４年１２月２２日６５４円陶磁器・同関連製品製造業

精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当は算入されません。

佐賀労働局 労働基準部 賃金室 緯０９５２（３２）７１７９詳しくは

佐賀県の最低賃金が改正されました

情報掲示板 愚 募集・イベント
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怯予防接種

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

乳幼児の健康診査や予防接種等の問合せ先

保健センター予防係緯（６３）３３７３２月の子育て

３歳６カ月健診
対 象 平成２１年７月生まれ
持参品 母子健康手帳、問診票、尿

内 容 身体測定、育児相談、尿検査

小児科医の診察、歯・目・耳の検査

１４日（木）１歳６カ月健診
対 象 平成２３年７月生まれ
持参品 母子健康手帳、問診票

内 容 身体測定、育児相談、歯科診察、

小児科医の診察、フッ化物塗布（希望者のみ）

２８日（木）４カ月健診
対 象 平成２４年１０月生まれ
持参品 母子健康手帳

内 容 身体測定、育児相談、

小児科医の診察

２７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カ月から７歳６カ月未満の子ども

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カ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カ月から７歳６カ月未満の子ども

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カ月から６カ月未満の子ども（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カ月から７歳６カ月未満で、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カ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。

ヒブワクチン予防接種の追加の
接種間隔が変更になりました

国の制度が改正されたことにより、ヒブワクチン
の追加の接種間隔が初回終了後「おおむね1年」から
初回終了後「７～１３カ月の間」と変更になりました。
接種間隔から外れた場合は費用助成の対象となりま
せんので接種間隔内に接種してください。
ただし、「やむを得ない事情で接種間隔から遅れた

場合」は費用助成の対象となりますので、詳しくは保
健センターまでお問い合わせください。
変更後の接種回数と時期
生後２～６カ月児・・・４回接種
初回：４～８週間間隔で３回
追加：初回3回終了後、７～１３カ月の間に１回

生後７～１１カ月児・・・３回接種
初回：４～８週間間隔で２回
追加：初回２回終了後、７～１３カ月の間に１回
１～４歳児・・・１回接種
助 成 平成２５年３月３１日まで
接種費用 無料
接種場所 県内の実施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５日（火）

七 浦 公 民 館七 浦１２日（火）

鹿島小わんぱくクラブ鹿島赤ちゃん１９日（火）

古 枝 公 民 館古 枝２６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

南部地区小児時間外診療センター（武雄地区休日急患センター）

武雄市武雄町大字昭和３００ 緯０９５４（２２）５５９９

（２）火曜日の小児救急在宅医（２月）

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

在宅医へ電話で確認してください。

杵藤地区消防本部救急医療情報案内 緯０９５４（２２）４２０７

（３）水曜日

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

電 話 番 号所 在 地在 宅 医日 付

０９５４（４３）１６５２嬉野市 嬉野町樋口医院５日（火）

０９５４（４３）０５５０嬉野市 嬉野町福田医院１２日（火）

０９５４（４２）１２１１嬉野市 嬉野町うれしのふくだクリニック１９日（火）

０９５４（６３）９２３４鹿島市 古枝中村医院２６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（日曜日・祝祭日）

よちよちサークル １０時～１２時
対 象５カ月～１歳６カ月児と保護者

８日（金）エイブル『初竃告白』

２２日（金）楠 風 館『ママカフェ♪』

子健康手
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

６６・・１１３３・・２２００・２・２７７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３月６日（水）です。

６６日（水日（水））
２カ月児相２カ月児相談談

受付１３：３０～１３：５０
内容 体重測定・個別相談
対象 平成２４年１２月生まれ

２２００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カ月児の保護者

１１９９日（火日（火））
２２回目フッ２回目フッ化化物塗布物塗布

受付１３：４５～１４：００
内容 歯科診察・フッ化物塗布
対象 平成２３年２月生まれ

（希望者のみ）
※必ず歯磨きをして、ご来場ください。

２２８８日（木日（木））

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

１日（金）エイブル『大好きな人へ竃』

１５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 樺どこのひろばにも参加できます。
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広報かしま原稿締切日

４月号３月号
３月１日１月３１日

２月

如月
きさらぎ

３日（日） 祐徳稲荷神社 節分祭 祐徳稲荷神社

９日（土） 祐徳稲荷神社 初午祭 祐徳稲荷神社

１３日（水） 新入生のための交通安全フェスタIN鹿島・・・・［２３ページ参照］

エイブルホール １０時～

１７日（日） 桜樹保存会植樹祭・・・・・・・・・・［２３ページ参照］

旭ヶ岡公園 １０時～

２８日（木） 肥前浜宿まちなみ活用委員会

継場（八宿）ほか １９時３０分～

愚無料法律相談（市民優先） 市民会館１階
１４日（木）受付１３時～１４時 （先着１０人）１３時３０分開始
２８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
７日（木）１０時～１５時

愚成人健康相談 保健センター
６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
８日（金）１３時３０分～１５時
愚住宅設計無料相談 旧池田家（南舟津）
９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
２６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
４・１８・２５日（月）、１・８・１５・２２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）
２０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
２６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
２８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
５・１９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
６・２０日（水）１０時～１２時、１３時～１５時
社会福祉協議会 緯（６２）２４４７

愚福祉介護電話相談 社会福祉協議会緯（６２）２４４７
月曜日～金曜日 ９時～１７時

（２月分）

２・９・１６・２３日（土）、１１日（祝）
３・１０・１７・２４日（日）

市役所
保健センター

４・１８・２５日（月）、１２日（火）
２８日（木）

市民図書館

４・１８・２５日（月）、１２日（火）
生涯学習センター
（エイブル）

５・１２・１９・２６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

２日（土）
３日（日）
９日（土）
１０日（日）
１１日（祝）
１６日（土）
１７日（日）
２３日（土）
２４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２５ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日
ミズスカイロード店織田病院 緯（６３）３２７５３日（日）
おおぞら薬局吉田病院 緯（６２）３２０３１０日（日）
西牟田薬局田中医院 緯（６３）４０８０１１日（祝）
アルナ浜店薬師寺医院 緯（６３）５２８１１７日（日）
前山薬局西岡内科クリニック 緯（６３）４０９０２４日（日）


