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平成２３年１０月から１年半をかけて行ってきた肥

前鹿島駅のバリアフリー工事が完了し、３月１日から

利用できるようになりました（駐車場などは３月末完

了予定）。

肥前鹿島駅バリアフリー工事完了

市市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい市の市の木木

平成２５年１月３１日現在

対 前 月 比世 帯 数人 口
鹿 島 市

世帯４－人５－世帯１０,６９３人３１,３８０

世帯３＋人２１＋世帯５,３０５人１４,４３１鹿 島

世帯２－人６－世帯１,１５８人３,７８３能 古 見

世帯３－人１６－世帯９９１人３,１５８古 枝

世帯１－人２＋世帯１,０５３人３,１４８浜

世帯１＋人１＋世帯１,２２１人３,７１８北 鹿 島

世帯２－人７－世帯９６５人３,１４２七 浦

人１－人１４,７４９男

人４－人１６,６３１女

写真

№１０３１

ホホームに設置されたエレベータホームに設置されたエレベーターー

ホームへの連絡通ホームへの連絡通路路

リニューアルした鹿島駅は、新たにエレベーターを

設置し、新通路はスロープや手すりを設置、またホー

ムのかさ上げを行い電車への乗り降りの段差が小さく

なりました。皆さん、ぜひご利用ください。



Ｈ２５(２０１３).３.1 広報かしま

春春のイベント情春のイベント情報報

昨年３月に第１回目となる「鹿島酒蔵ツーリズム」を開催し、県内

外よりおよそ３万人という多くの人にお越しいただき大変盛況のイ

ベントとなりました。今年も２日間にわたり、矢野酒造、馬場酒造場、

幸姫酒造、富久千代酒造、光武酒造場、峰松酒造場の６蔵での蔵開き

とさまざまなイベントを同時開催します。

と き ３月３０日（土）、３１日（日）１０時～１７時

市内６蔵の蔵開きを同時開催！
各蔵でさまざまなイベントを開催し、６蔵を巡るスタンプラリーを実施します。

６蔵のスタンプが揃えば、景品が当たる抽選会に参加できます。

スタンプラリーで６蔵を巡ってみましょう！

酒蔵手形を販売しています
期間中に６つの酒蔵でスタンプを押しながら巡っていく「酒蔵手形」

（限定１,０００枚）を５,０００円で販売しています。

胸鹿島酒蔵ツーリズムオリジナルお猪口・お猪口入れ付き。

胸６蔵が酒蔵手形購入者だけに造った限定生産酒セット（３００悪×６蔵）

胸６蔵のスタンプが揃えば、景品が当たる抽選会あり。

胸コースターにも使える「面浮立」をデザインした手形

購入はお早めにお願いします。

酒蔵手形はＷｅｂ・電話・ＦＡＸにてお申し込みできます。

一般社団法人 鹿島市観光協会 酒蔵手形受付センター（平日１０時～１６時）

緯０５０（３６９３）８０１２ 姉０５０（３３８３）１２２５ ホームページ http://sakagura-t.jp/

販売・問合せ先

建鹿島酒蔵ツーリズム遺２０１３

①矢野酒造（かしま発酵まつり同時開催）

酒の試飲・販売、一閑張作品・掛け軸の展示、
いっかんばり

三線コンサート（３１日のみ）、

酒まんじゅうふるまい（３１日のみ、１２時～先着１００人）

②馬場酒造場

酒の試飲・販売、能美の郷による物産販売、

地粉を使っただご汁の販売、酒蔵案内

③幸姫酒造

酒（日本酒・どぶろく・日本酒で作った梅酒など）

の試飲・販売、酒蔵案内、地酒ソフト・どぶろく

アイス販売、粕漬・がに漬などの試食・販売

④富久千代酒造

酒の有料試飲・販売、日本酒ＢＡＲ（３１日のみ）、

利き酒大会（３１日のみ）、フラメンコ（３１日のみ）

⑤光武酒造場

酒の試飲・販売、瓶詰め実演（３０日のみ）、

今朝しぼり実演・販売（３１日のみ）、

軽食・酒蔵スイーツ・酒蔵バーガーなどの販売、

餅つき、くじ引き

⑥峰松酒造場

酒の試飲・販売、ミニはねぎしぼりによる実演販売、

甘酒アイスの販売、漬物の試食・販売、

できたて板粕の販売※各蔵のイベント内容は変更になる場合があります。

「酒蔵ツーリズム」を商標登録しました

市では、「酒蔵ツーリズム」の今後継続

的な発展を目指して、商標登録を出願し、

平成２４年８月に登録されました。

全国でも先進的な取り組みとして、こ

の活動を推進していきます。
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春春のイベント情春のイベント情報報

鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会

市商工観光課観光振興係

緯０９５４（６３）３４１２

鹿島市観光協会

緯０９５４（６２）３９４２

詳しくは

６蔵巡り無料循環バスを運行します
市内の６つの酒蔵と各イベント会場を巡っていただく無料循環バスを運行します。

９時３０分から１７時まで２０分間隔でバスを運行します。

①～⑥の酒蔵で蔵開きが開催されます。

循環バスルート（バス乗り場）

鹿島バスセンター 嚇 矢野酒造前 嚇 横田公民館前 嚇 馬場酒造場前

肥前浜駅前 嚇 花と酒まつり会場（浜大橋付近）嚇 幸姫酒造前 嚇 祐徳稲荷神社前

祐徳門前春まつ祐徳門前春まつりり
３３月月３０日～３１３０日～３１日日
祐徳門前商店祐徳門前商店街街

桜まつ桜まつりり
３３月月２７日２７日～～４月７４月７日日

旭ヶ岡公旭ヶ岡公園園

まちなか博物まちなか博物館館
３３月月１８日～３１１８日～３１日日

中心市街中心市街地地

かしま発酵まつかしま発酵まつりり
３３月月３０日３０日～～３１３１日日

矢野酒矢野酒造造

花と花と酒酒（咲け（咲け））まつりまつり
３３月月３０日～３１３０日～３１日日

肥前浜肥前浜宿宿

無料循環バス路線図

寓期間中限定発売の６蔵酒セット（写真はイメージです）

嚇嚇
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酒処肥前浜宿で新酒の香りと春の桜によいしれませんか？

と き ３月３０日（土）、３１日（日）１０時～１７時

と こ ろ 肥前浜宿酒蔵通り、庄金地区ほか

内 容 佐賀の酒飲み比べ、鹿島日本酒検定と利き酒大会

酒蔵音まつり（３０日１１時～）

酒蔵カラオケのど自慢大会（３１日１０時３０分～）

野畠面浮立、大村方獅子舞、酒造り唄、茶会、

日本舞踊協会、ほとめき会、アート展、ミニラ

イブ、グルメキッチンカー、シシリアンライス、

など

「肥前浜宿」花と酒（咲け）まつり実行委員会

（肥前浜駅内） 緯０９５４（６９）８００４

詳しくは

春春のイベント情春のイベント情報報

建「肥前浜宿」花と酒（咲け）まつり

建祐徳門前春まつり
～日本三大稲荷 肥前名所 祐徳稲荷は運と福の授け神～

満開の桜並木が美しい、祐徳門前商店街へ出かけませんか？２日間限定の“春らんまん祐徳弁当”も用意しています。

自然豊かな鹿島市で発酵食品をもっと

身近に感じていただくために、楽しい

イベントを企画しました。

どうぞ、気軽にお越しください。

と き ３月３０日（土）、３１日（日）１０時～１６時

と こ ろ 矢野酒造 蔵開き会場（鹿島新町）

内 容 胸地元発酵食品（酒、みそ、甘酒、塩こうじ、

漬物、パンなど）の試食・販売

胸昨年と今年、ＮＨＫテレビで紹介された大吟

醸酒粕シチューをはじめ、発酵食品を使った

創作料理の限定販売

胸ほとめき会道踊り

胸西部中学校吹奏楽（３０日１０時～）

鹿島商工会議所 緯０９５４（６３）３２３１詳しくは

建かしま発酵まつり

寓発酵まつりキャラクター

お花見ひろば

美しい満開の桜並木の下、ゆったりくつろげるベンチ

でお花見しませんか？抹茶もお楽しみいただけます。

と き ３月３０日（土）１０時～１６時

なつかしＣＡＲにばる
カー

懐かしか～車が約９０台！

参道を埋め尽くします。

ちびっ子も大歓迎♪

消防車やパトカー、自衛隊車

両など働く車も大集合♪

と き ３月３１日（日）１０時～１５時

門前商店街活性化事務所

緯０５０（３４３２）９７５８

詳しくは
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建３月開催分 建４月開催分

ところ行事名
開始
時間

開催日

鹿島小・市民球場ほか桜まつり学童軟式野球大会９:００1６・１７・2０・２３

市民体育館県西部地区高校剣道大会８:３０１７日（日）

陸上競技場サブグラウンド佐賀県観桜少年サッカー大会９:００２４日（日）

市民体育館ほか県下少女バレーボール観桜大会８:３０２４日（日）

北公園４地区鹿島観桜テニス大会９:００２４日（日）

旭ヶ岡公園相撲場桜まつり少年相撲大会９:００２６日（火）

西部中学校観桜中学女子ソフトボール８:３０３１日（日）

ところ行事名
開始
時間

開催日

中川グラウンド観桜ゲートボール大会８:００１日（月）

福祉会館観桜囲碁大会９:００１日（月）

松陰神社境内桜まつり県下民踊大会１０:００４日（木）

市民球場鹿島市近接中学軟式野球大会８:００６・１３日

鹿島高校柔剣道場観桜少年柔道大会９:００７日（日）

大手門会館旭ヶ岡観桜俳句大会１０:００７日（日）

市民武道館観桜弓道大会９:００７日（日）

西部中学校桜まつり少年剣道大会９:００７日（日）

横田公民館桜まつりチャリティ茶会１０:００７日（日）

市民体育館観桜卓球大会８:３０７日（日）

春のイベント情春のイベント情報報

建旭ヶ岡公園桜まつり
期 間 ３月２７日（水）～４月７日（日）

※桜の開花状況により期間を変更することが

あります。

ライトアップ １８時～２２時

商工観光課 緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

桜まつり関連行事

建まちなか博物館
お店やまちの隠れた魅力を掘り起こし、再発見する企

画『まちなか博物館』を開催します。期間中、まちな

かの約２５カ所の商店や事業所が、秘蔵の品や珍しい

お宝を展示するミニ博物館に変身します。お買いもの

などで商店街にお越しの際に、ちょっと足をのばして、

散策してみませんか？

と き ３月１８日（月）～３１日（日）

※店舗によって店休日などあり。

と こ ろ 鹿島市中心商店街一帯

関連イベント

胸山口正二銅板工芸作品展（３月１８日～３１日）

モードビル１Ｆ（ナチュル跡）

胸菊池義泰遺作展（３月１８日～２４日）

アンジェリック伊東（旧まつや１階）

胸鹿島美術人協会展（３月２５日～３１日）

アンジェリック伊東（旧まつや１階）

胸織田病院古医書資料館特別開館（３月２５日～３１日）

鹿島商工会議所 緯０９５４（６３）３２３１詳しくは

建ＪＲ九州ウォーキング
～鹿島の春、桜・酒蔵・文化・歴史、満喫ウォーキング～

桜並木をくぐり抜け、鹿島城跡・武家屋敷・祐徳稲荷

神社などの史跡や文化を訪ねるとともに、鹿島酒蔵

ツーリズムを楽しんでいただくコースです。このほか、

春の鹿島を代表するさまざまなイベントも満喫するこ

とができます。

と き ３月３０日（土）

受付時間 ８時３０分～１１時

スタート駅 肥前鹿島駅

ゴール駅 肥前浜駅

コース距離 約１２娃

所要時間 約４時間

肥前鹿島駅 緯０９５４（６２）２３２６詳しくは
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春季全国火災予防運動が始まりまし春季全国火災予防運動が始まりましたた
－－ ３月３月１１日日（金）（金）～～７７日（木日（木））－－

春先になると、風の強い日が多く、空気が乾燥した日が続くため、火災が多く発生しています。さらにこの時期

は山火事も多く発生するため、同時に山火事防火対策も展開されています。野焼きやたき火の際は十分注意しま

しょう。また、タバコのポイ捨てはやめましょう。

鹿島消防署 緯０９５４（６３）１１１９詳しくは

火
『消すまでは 出ない行かない れない』

火事 の
『忘れない 山への感 と 火の始末』

設置する場所

①寝室の天井または壁【煙感知器】

②２階に寝室がある場合は、寝室および階段の踊り場の天井または壁【煙感知器】

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

住住宅用火災警報器や消火器の悪質な住宅用火災警報器や消火器の悪質な訪訪
問販売が発生しています。被害に遭わ問販売が発生しています。被害に遭わなな
いためにも次のことに注意しましょういためにも次のことに注意しましょう。。
・消防職員が住宅用火災警報器や消火・消防職員が住宅用火災警報器や消火器器
の販売を行うことはありませんの販売を行うことはありません。。
・少しでも怪しいと思ったらハッキリ・少しでも怪しいと思ったらハッキリ断断
りましょうりましょう。。
・書・書類類（契約書（契約書））には押印やサインをしには押印やサインをしなな
いようにしましょういようにしましょう。。
・身分証明書の提示を求めましょう・身分証明書の提示を求めましょう。。
・相手が脅迫的な行動に出た場合は警・相手が脅迫的な行動に出た場合は警察察
に通報しましょうに通報しましょう。。

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

春季全国火災予防運動

恐
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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
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教
教
教

橋
橋
橋住宅用火災警報器の設置はお済みですか？

平成２３年６月１日から、すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられてから１年半が経過しました。

住宅用火災警報器の普及に伴い、設置していたことで火災が大きくならず大事に至らなかったという報告が全国

から寄せられています。大切な命と財産を守るため、まだ設置されていない家庭は一日でも早い設置をお願いしま

す。また、現在住宅用火災警報器を設置されている家庭でも、設置すべき場所の一部にしか設置されていないとこ

ろも多く見受けられます。下記の「設置場所」を参考に該当する全ての場所に設置していただきますようお願いし

ます。



広報かしま Ｈ２５(２０１３).３.1

情報掲示板ワイド

お
知
ら
せ

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

お
知
ら
せ

転勤や進学などに伴い、住所の

異動が多い年度末と年度始めに

市民課では土・日曜日も手続きを

受け付けます。

と き ３月３０日（土）・３１日（日）、

４月６日（土）・７日（日）の８時３０分～１２時

と こ ろ 市民課窓口

内 容 以下の手続きについて受け付けます

潤転入・転出などの住所異動届およびこれに

伴う、国民健康保険・介護保険の手続き

潤出生・死亡・婚姻等の戸籍に関する届け出

※上記届け出の際は、本人確認のできる身分

証明書（運転免許証など）をご持参ください

市民課市民年金係

緯０９５４（６３）２１１７

詳しくは

～時間外交付制度のご利用を～

左の期間でなくても、仕事などで平日に市役所に

来ることができない人のために、市民課と税務課で

は次のような証明書などについて電話予約をして、

休日や夜間に受け取ることができる「時間外交付」

を実施しています。予約や受け取りについての詳細

はお問い合わせください。

愚市民課

住民票の写し、印鑑登録証明書、納税証明書、

課税証明書、所得証明書

愚税務課

名寄帳、地籍図、評価通知書、公課証明書

市民課市民年金係 緯０９５４（６３）２１１７

税務課納税相談係 緯０９５４（６３）２１１８

詳しくは

水 の 中 は です
引っ越しなどにより新たに水道を使用開始したいと

き、使用を中止したいとき、名義変更したい場合は、

事前に水道課への届け出が必要です。

届け出は水道課窓口で手続きをお願いします。

平日（祝祭日を除く月～金曜日）に都合がつかれない

場合は、あらかじめ下記までお問い合わせください。

水道課管理係

緯０９５４（６２）３７１８

詳しくは

軽自動車税は、４月１日現在の所有者に課税されます。

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

ますので、忘れずに廃車申告を行ってください。

原動機付自転車（125cc未満）・小型特殊自動車・農耕作業用など

手続き場所 市役所１階 税務課

必要なもの 標識（ナンバープレート）・印鑑

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

軽自動車・自動二輪（１２５㏄以上）など

手続き場所 （社）佐賀県自家用車協会 鹿島・白石支部（緯０９５４（６２）３４９７） または

軽自動車協会 佐賀事務所（緯０９５２（３０）８４４２）

必要なもの 関係機関に直接確認をお願いします。

税務課課税係 緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

原付・バイク・軽自動車などの
廃車・変更手続きは、お忘れなく！

お
知
ら
せ
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情報掲示板ワイド

市では、経済的な理由で就学困難な児童生徒につい

て、就学に必要な経費の一部を援助する制度を設けて

います。

４月から援助を受けるには、３月中に申請が必要と

なります。

援助対象者 生活保護世帯およびこれに準じる程度に生

活が苦しく、学用品費や給食費などの負担

が困難な保護者

援助の種類 潤学用品費、通学用品費

潤医療費（学校保健安全法で定められた病気のみ）

潤校外活動費、修学旅行費

潤給食費

潤新入学児童生徒学用品費 など

申請手続 申請の受付は、市役所２階の教育委員会

教育総務課で行っています。

持 参 品 潤印鑑

潤収入がわかる書類

（世帯で収入がある人について全員分）

隅平成２４年分の源泉徴収票

（確定申告をした人は、申告書の写し）

隅昨年の勤め先と今の勤め先が違う場合

は、現在の勤め先の給料明細書

（直近3カ月～６カ月程度）

教育総務課学校教育係

緯０９５４（６３）２１０３

詳しくは

お
知
ら
せ

就学援助制度のお知らせ
お
知
ら
せ

自宅を訪ね現金を直接だまし取る「受け取り型」の

詐欺が全国で発生しています。

公的機関の職員を名乗り、高齢者の自宅などを直接

訪ね、「通帳からお金が勝手に引き出されたという相

談が増えている」と詐欺事件の話をして不安をあおり、

現金を口座に預けておいては危険と現金の引き出しを

指示し、引き出したあと「後で家に行くから預かる」

と言って詐取する事件が増えてきています。

この他にも、現金を私書箱へ郵送させる手口も急増

しています。

市の職員が、現金の引き出しなどの手続きをお願い

することは絶対にありません。

もし、不審な訪問、電話があった場合は、指示に従

わず、相手の氏名や電話番号を聞き、市保険健康課国

保係または佐賀県後期高齢者医療広域連合へご連絡く

ださい。

市保険健康課国保係

緯０９５４（６３）２１２０

佐賀県後期高齢者医療広域連合

緯０９５２（６４）８４７６

詳しくは

「受け取り型」詐欺にご注意ください！
お
知
ら
せ

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

早めに届け出をお願いします。

飼い主の変更

新しく飼い主となる人が、登録事項の変更届を提出してください。

住所の変更

新住所地の市町村役場へ、登録事項の変更届を提出してください。

犬の死亡・所有権の放棄

鑑札を添えて、犬の死亡・所有権放棄届を提出してください。

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

環境下水道課環境係 緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

お
知
ら
せ

飼い犬の異動届をお願いします
お
知
ら
せ
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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。※「入居申し込みのご案内」配布中！

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

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

お
知
ら
せ

海の森 植樹祭にご参加ください！
募

集

市と鹿島市環境衛生推進協議会では、毎年３月に水産物豊かな有明海にするため、また、森林環境の保全を目的

に、河川の上流部に広葉樹を植栽する『第１９回 海の森 植樹祭』を開催します。

奥平谷キャンプ場近くの国有林内に、ヤマザクラ、ケヤキ、モミジなど、約１,２００本の広葉樹を植樹します。

今回植栽する場所は以前行った場所の近くにありますので、その成長した森をご覧になってはいかがでしょうか？

ご家族やご友人などお誘い合わせの上、ぜひご参加ください！

と き ３月１６日（土） ９時～１２時３０分（予定）

※荒天時は３月２３日（土）に順延、

態度決定は１５日夕方に行い、参加者へ連絡します。

集 合 市役所前に９時

と こ ろ 本城国有林内（奥平谷キャンプ場付近）

※シャトルバスで現地へ移動します。

持 参 物 軍手、タオル、雨具 ※植栽用鍬をお持ちの人はご持参ください。

そ の 他 弁当や飲み物はこちらでご用意します。

申込締切 ３月８日（金）

鹿島市環境衛生推進協議会事務局（農林水産課農山漁村係） 緯０９５４（６３）３４１３申込・問合せ先

学習内容 多くの実習・体験で、楽しみながら地域活

動に活かせる知識を学びます

・基礎課程（１年次）

基礎知識習得の学習

・実践課程（２年次）

実技や演習など実践活動

受講期間 ２年間（平成２５年４月～平成２７年３月）

応募資格 おおむね６０歳以上の人

募集人数 ６０人

主な講義会場 エイブル（鹿島市生涯学習センター）

入 学 金 １０,０００円（ご夫婦の場合、１人分免除）

受 講 料 ３５,０００円（年額・教材費を含む）

※７５歳以上は２５,０００円

申込方法 市保険健康課、各地区公民館にある入学案

内のなかの入学願書をゆめさが大学へ提出

してください（郵送可）

募集締切 ３月１５日（金）

（財）佐賀県長寿社会振興財団

緯０９５２（３１）４１６５

詳しくは

ゆめさが大学（旧佐賀県高齢者大学）鹿島校では、平成２５年度の新規入学生を募集しています。

鹿島校は今まで、生きがいづくりの場として、また、交流の場としてたくさんの人たちに親

しまれてきました。

ゆめさが大学鹿島校で、生涯学習の機会を通じて、これからの生活をより豊かなものにして

みませんか。

ゆめさが大学鹿島校 学生募集
募

集
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市では、広告を募集する下記の物件について、それぞれ詳しい内容を示した広告掲載基準を作成していますので、

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

市の資産に有料広告を載せませんか？
お
知
ら
せ

①市ホームページバナー

掲載箇所 鹿島市公式ホームページのトップページ下部

サ イ ズ 縦６０ピクセル×横１８０ピクセル

広 告 枠 ４枠

形 式 ＧＩＦまたはＪＰＥＧ

（アニメーションＧＩＦは不可とします。）

掲載料金 １枠当たり５,０００円／月

企画課情報統計係 緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

②市庁用車（マイクロバス）

掲載箇所 庁用車（マイクロバス）側面および後面

面 積 それぞれ縦×横のサイズ

潤側面（右側）・・５０cm×２００cm＝１㎡

潤側面（左側）・・５０cm×１５０cm＝０.７５㎡

潤後面・・・・・・・・４０cm×１３０cm＝０.５２㎡

掲載料金 １㎡当たり６０,０００円／年

財政課管財係 緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

ここが広告掲載

のスペースです。

情報掲示板ワイド

３月は自殺対策強化月間です
お
知
ら
せ

平成１０年以来、連続して３万人を超える状況が続きましたが、１５年ぶりに３万人を下回りました。

しかし、全国で２７,７６６人、佐賀県では２１２人（前年比＋２）という、多くの人が自ら命を絶つと

いう状況が続いています。

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

減った・・・。

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

～一人で悩まず、まず相談を～

佐賀こころの電話 ０９５２（７３）５５５６（平日９時～１６時）

佐賀いのちの電話 ０９５２（３４）４３４３（年中無休 ２４時間）

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

鹿島市福祉事務所 ０９５４（６３）２１１９（平日８時３０分～１７時１５分）

バナーのイメージ（原寸大）

※トップページは月平均

２５,０００ページビュー
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受給要件

国民年金加入中に、病気やけがで障害者になったと

き、または６０歳から６５歳になるまでの間に障害者に

なったときに、初診日の前日において次のいずれか

の要件を満たせば受給することができます。

①初診日の属する月の前々月に保険料納付済期間

（免除期間を含む）が加入期間の２/３以上あること。

②初診日の属する月の前々月までの１年間は保険料

未納期間がないこと。

障害の認定と年金支給

障害基礎年金は障害認定日（初診日から１年６カ月

を経過した日または１年６カ月を経過しないで症状

が固定した日）において障害等級１級または２級に

該当したと認定されたときに支給されます。

障害等級の例

市民課市民年金係 緯０９５４（６３）２１１７

武雄年金事務所 緯０９５４（２３）０１２１

詳しくは

ご存知ですか？ 障害基礎年金
お
知
ら
せ

潤両手または両足がない人

潤両眼の矯正視力の和が０.０４以下の人

潤日常の生活がひとりでほとんどできない程度の人

１

級

潤片手または片足がない人

潤両手の親指と人差し指がない人

潤両手の親指と中指がない人

潤両眼の矯正視力の和が０.０５以上０.０８以下の人

潤日常の生活に著しく制限を受ける程度の人

２

級

７０歳から７４歳の国保加入者の皆さんへ

医療費の自己負担割合が据え置かれます！

お
知
ら
せ

○現在、医療機関での窓口負担が1割の人は、平成２５年4月から平成２６年3月まで引き続き１割に据え置かれます。

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

は、引き続き３割となります。

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

○７０歳から７４歳の人（一般）の医療費が高額になった場合の自己負担限度額も、平成２５年4月から平成２６年3

月まで据え置かれます。

保険健康課国保係 緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

新しい有効期限（平成２５年７月３１日）の高齢受給者証を３月末までに郵送します。

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

市役所保険健康課へご返却ください。

杵藤地区消防本部では、財団法人自治総合センター

が行う平成２４年度コミュニティ助成事業により防火

広報用視聴覚資器材を購入しました。

管内住民に対しより一層の火災予防広報を行い、防

火・防災意識の高揚を図り、災害に強い安全・安心な

まちづくりに活用します。

杵藤地区広域市町村圏組合消防本部

緯０９５４（２３）０１１９

詳しくは
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奥平谷キャンプ場オープンは５月３日から
お
知
ら
せ

今年も新緑の季節に奥平谷キャンプ場がオープンします！

大自然の雄大さに触れながら、キャンプはもちろんのこと、バーベ

キューや山登り、川遊びもできます。

あなたのスタイルにあった自然の楽しみ方を満喫してみませんか。

恭利用期間と申込方法

申込開始日 ４月１日（月） ９時～

申込方法 電話または市役所２階商工観光課へお越しください。

宿泊可能日 下記カレンダーの （薄い緑）の日のみとなります。

商工観光課観光振興係 緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

金額（円）備考（広さのめやす等）定員種類

１２,４３０２階建和洋室２０畳１０人
コテージ

１２,４３０平屋建洋室１３畳１０人

２,２００４畳半６人

バンガロー ２,５６０６畳半７人

７,３５０2階建 ８畳＋８畳２０人

３６０現地管理人指示－持込テント

恭料金表

平成２５年５月

土金木水火月日

４３２１

１１１０９８７６５

１８１７１６１５１４１３１２

２５２４２３２２２１２０１９

３１３０２９２８２７２６

平成２５年６月

土金木水火月日

１

８７６５４３２

１５１４１３１２１１１０９

２２２１２０１９１８１７１６

２９２８２７２６２５２４２３

３０

平成２５年８月

土金木水火月日

３２１

１０９８７６５４

１７１６１５１４１３１２１１

２４２３２２２１２０１９１８

３１３０２９２８２７２６２５

平成２５年９月

土金木水火月日

７６５４３２１

１４１３１２１１１０９８

２１２０１９１８１７１６１５

２８２７２６２５２４２３２２

３０２９

平成２５年７月

土金木水火月日

６５４３２１

１３１２１１１０９８７

２０１９１８１７１６１５１４

２７２６２５２４２３２２２１

３１３０２９２８

恭利用可能日カレンダー

情報掲示板ワイド

社会体育施設の使用予約を受け付けます
お
知
ら
せ

電話予約受付先施 設 名

（６３）２１２５生涯学習課北公園テニスコート

（６３）２１３８

かしま市民立

楽修大学

（エイブル内）

祐徳グラウンドＡ・Ｂ

中川グラウンド

横田グラウンド

市民体育館、市民武道館

各予約受付先へ

問合せの上、申し

込んでください

能古見公民館のごみふれあい楽習館体育館

古枝公民館林業体育館

浜公民館臥竜ヶ岡体育館

北鹿島公民館北鹿島体育館

七浦公民館七浦海浜スポーツ公園体育館

（６２）３３７９
鹿島市体育協会

（陸上競技場内）

陸上競技場、サブグラウンド

市民球場

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

平成２５年度の社会体育施設の予約受け付けを開

始します。

予約開始日 ３月１５日（金）

予約受付月 ４月～６月までの予約を受け付けます。

※北公園テニスコートは、大会の予

約のみ受け付けます。

生涯学習課スポーツ係

緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは



広報かしま Ｈ２５(２０１３).３.1

同和問題の研修会等で「部落」
ということばを使っていいのか？
自分の街では部落を「地区」と
いういい方に変えているなど疑問
や意見が出されることがあります。
昔は、部落公民館、部落対抗リ
レー、部落長などと使ってきまし
たし今も使われていることばです。
ところが、使ってはいけない差
別語のようにとらえている向きが
あるように思われます。はたして
部落ということばは、差別するた
めのことばであったのでしょうか。

部落ということばには、二つの
意味があります。一つは、「集
落」を表すことばで、日本語とし
て一般的に使われ出したのは明治
の町村合併以降だといわれていま
す。長い歴史の中で親しまれ全国
的に普及してきたことばです。
もう一つは、被差別部落を略し

て、「部落」と呼ぶ場合がありま
す。この場合の部落は、差別を受
けている地域という意味です。
それでは、「部落」という語が

差別かどうか考えてみましょう。

「部落」は本来は集落を意味し
ますが、これを差別する意味で
使ったときに差別語になります。
以前、ある県で国体の開催を機
に「○○部落」という従来の呼び
方をやめようという動きがありま
した。理由は、「部落」が「被差
別部落」に間違われ、全国の参加
者に「いやな思いをされたら困
る」というものでした。これまで
培ってきた文化や伝統を捨てて、
被差別部落と間違われるという意
識をもったことが問題にされたの
です。
このように、そのことばを差別
の意図をもって使ったときに，差
別語になることをしっかり踏まえ
ておきたいものです。もともと部
落ということば自体には何も差別
的な意味はないのです。

「部落」という語は

差別語か？
噛ご意見などをお寄せください 同和対策課 緯（６３）２１２６

環境下水道課環境係 緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

分別収集にご協力ください。

ゴミを捨てずに分別することで、資源として活かすことができます。

新聞・雑誌・段ボール・古着・アルミ缶・廃食用油
市での回収とは別に、地域の団体が行う資源物の自
主回収です。
回収量に応じて回収団体へ奨励金が支給されますの

で、お住まいの地域で実施されている場合は、優先的
に地域の資源回収へお出しください。
回収品目・日時は地域ごとに異なりますので、区長
さんへお問い合わせください。
※新聞・雑誌・段ボールは白い紙ひもで束ねてください。
※古着、アルミ缶は透明か半透明の袋で出してください。

資源回収

回収場所 市内スーパー、
各地区公民館（牛乳パックのみ）

※牛乳パックはきれいに洗って開いて乾燥させて出し
てください。（５００ml以上のものに限ります。）

※食品トレイは市内スーパーで取り組まれています。
それぞれの店舗の決まりに従って出してください。

牛乳パック・食品トレイ

消火器はリサイクル料金を支払い、特定窓口販売店
で引き取ってもらいます。市内では武田商事、森田商
会、鹿島防災具店が取り扱いをされています。
ゆうパックでの引き取りを希望される場合は、消火

器 リ サ イクル 推 進 セ ン ター（緯０３（５８２９）
６７７３）へお問い合わせください。

消火器のリサイクル

家電リサイクル法の対象となるのは、エアコン、テ
レビ（ブラウン管、液晶、プラズマ）、洗濯機、衣類乾
燥機、冷蔵庫、冷凍庫です。
これらの製品を処分する際は、家電販売店にリサイ
クル料金を支払い、引き取ってもらってください。

家電リサイクル法

「資源有効利用促進法」に基づき、各パソコンメー
カーが回収・リサイクルを行っています。
申し込み先は、各メーカーのホームページかパソコ
ン３Ｒ推進協会（緯０３（５２８２）７６８５）でご案内
しています。
※回収の際にリサイクル料金がかかる場合があります。

パソコンのリサイクル

回収場所 各地区の公民館
※地域ごとの公民館ではありませんので、ご注意くだ
さい。

※腐食した乾電池および電球は回収しませんので
「その他のごみ」へ入れてください。
※事業所からの持ち込みはできません。

蛍光管・乾電池
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介 護 保 険

ケアマネジャーをはじめ専門家のアドバイスを重視することは大切です。ただ、すべてを人まかせ

にすることはよくありません。誰のためのケアプランかを念頭に、利用者本人や家族でできること、

できないことなどを整理し、利用者側の希望をケアプランに反映させてもらいましょう。

利用者の立場からの希望や意見をきちんと伝えましょう

自分なりの要望はありますが、素人の考えでは逆効果になるかもしれません。やはり、ケアプラン

作成は専門家にすべてまかせた方がいいでしょうか？

ケアプラン作成は専門家まかせがよいのでしょうか？

Ｑ

Ａ

市役所１階保険健康課の窓口で、地域のケアマネジャーのいる事業所を把握していますのでお尋ね

ください。

プロの相談役として信頼できる人を選ぶことが大切です

介護保険を上手に利用するために何でも相談できるケアマネジャーを見つけたいのですが、よいケ

アマネジャーを探すコツはありますか？

ケアマネジャーはどうやって探せばよいのですか？

Ｑ

Ａ

介護サービスは、要介護１～５の人が対象のサービスです。段階に合わせたサービスで生活機能の

維持や改善を図ります。居宅介護支援事業者などに依頼し、利用するサービス内容を具体的に盛り込

んだケアプランを作成します。

居宅介護支援事業者のケアマネジャーが一緒にケアプランを作成します

要介護に認定されたときは介護保険でどんなサービスが受けられるのでしょうか？

どのようにプランを作成するのですか？

認定結果が「要介護」でした。どんなサービスを選べばよいですか？

Ｑ

Ａ

認定結果が要支援の人も介護保険の対象者です。生活機能の低下が軽いので、要介護に移行しない

ために生活機能を改善する介護予防サービスを受けることができます。介護予防ケアプランは、市役

所１階保険健康課にある地域包括支援センターで作成されます。

介護予防サービスが利用でき、地域包括支援センターでケアプランを作成します

要支援に認定されたときも介護保険でサービスが受けられるのでしょうか？

どのようにプランを作成するのですか？

認定結果が「要支援」でした。どんなサービスが利用できますか？

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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に行ってみよう

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

２０年以上鹿島中学

校に勤務した美術教師

佐々木義政とその教え

子の染色家 鈴田照次

や日本画家 岩永京吉

らの作品を展示します。

佐々木の作品は「ペスタロッチとシュタ

ンツの孤児」の模写（鹿島市立西部中学校

蔵）を床の間コーナーで初公開するととも

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 ３月３０日（土）まで

図書館からのお知らせ市 民
図書館

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。エイブル倶楽部 募集中講座のお知らせ

かしま市民立楽修大学は、鹿島市よりエイブル・市民会館・鹿島市民図書
館・生涯学習事業の指定管理を委託された、地域住民の皆さんの参加によって
運営する団体です。楽修大学を支えてくださる理事会、編成部会、広報部会の
理事・委員を募集します。
募集人員 理事３人程度 編成・広報委員各５人程度
募集締切 ３月１６日（土）
理事職務 ①大学の運営に関する重要事項の審議 ②予算、決算の承認

③学長の選考・選任 ④編成部会・広報部会の委員の選任
※面接による選考あり

活動内容 編成部会：生涯学習事業の企画提案、運営のサポート
広報部会：広報誌、ホームページの編集ほか

※詳しくは、楽大事務局またはホームページでご確認ください。

理事、 編成・広報委員募集
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

HP：http://www.kashima-gakushu.com

詳しくは

と き ５月１８日（土） ９時～１６時（申込締切４月１２日（金））
と こ ろ エイブル駐車場
申込方法 申込用紙（エイブルに設置またはホームページからダウンロード）に、必要

事項を記入の上、楽修大学（エイブル２階）まで持参するか、ＦＡＸ
でお申し込みください。先着順で定員になり次第締め切ります。

エイブルからのお知らせなど

エイブル祭りフリーマーケット出店者募集中えいぶる
事 業

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
エイブル２階

音楽スタジオ

４月開講予定

［月２回 木曜日］１９時３０分～２０時３０分
岩永 ゆりさん１５人バイオリン教室②

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
公

開

講

座 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

寓昭和9年鹿島中学校芸術部
左から岩永、佐々木、鈴田

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）
講 師 江口 英子さん

（佐賀女子短期大学非常勤講師）

恭おはなし会
図書館では年齢ごとに3種類の
おはなし会を行っています。
毎週火曜日１４時～
０～１歳向けおはなし会
（エイブル２階 幼児室）
第１・３水曜日１４時３０分～
０～３歳向けおはなし会
（図書館内 おはなしの部屋）
毎週土曜日１４時～
３歳以上向けおはなし会
（図書館内 おはなしの部屋）
※申込不要。読み聞かせのボラ
ンティア募集中！

市民図書館
緯０９５４（６３）４３４３

詳しくは
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“it'sallgood”

今月のキーフレーズ

№８７

この表現は、「大丈夫だ、問題ない」という意味で使われます。

第１０回鹿実フェア

寓ＫＪモールの販売実習の様子

鹿島実業高等学校

校学 だ よ り

No.1９０ 鹿島実業高校では、食品調理科・

商業科・情報処理科の専門的な知識

と技術を修得した学習成果を発揮す

る場として、１２月１５日（土）に

「鹿実フェア」を実施しました。

商業科・情報処理科の販売実習、

食品調理科の高校生レストラン、各

クラスの模擬店やステージ発表など

さまざまな催し物を行いました。

雨が降る寒い日でしたが、５００

人近くの人たちに来校していただき、

校内はとても活気にあふれていまし

た。特に、高校生レストランの「松

花堂弁当」などの食券を購入するた

めに朝早くから並んでくださった皆

さん、雨の降る中で餅つきの手伝い

をしてくださったＰＴＡ役員の皆さ

ん、本当にありがとうございました。

また、今年度は「職員展示」や

「宝さがし」・「抽選会」なども行

い、とても好評でした。

鹿島実業高校は、地域と連携した、

地域になくてはならない学校を目指

しています。今後とも地域の皆さん

からのご支援など、よろしくお願い

します。

こんなときこのひとこと、学校だより

寓高校生レストランの「松花堂弁当」

タイラー先生

（チェンル） 大変！昨日、映画のチケットを予約し

ないといけなかったのに忘れてた！

（ティム） 大丈夫だよ。別の日に見に行こうね。

ChenRu:

Tim:

Ohno!Iforgotwehadtoreservethemovie
ticketsyesterday.
It'sallgood.We'lljustgoseeitanotherday.

四FilipinoWords四
（フィリピンの言葉（タガログ語））

MaligayangPasko!:メリークリスマス！
マリガヤン パスコ

ManigongBagongTaon!:明けましておめでとう！
マニゴン バゴン タッオン

（オードリー） 携帯電話をなくしたことにうろたえ

ないの？

（タイラー） ちょっと気にしたけど、もう大丈夫だ。

きっと誰かが見つけて返すよ。

Audrey:

Tyler:

Aren'tyouupsetthatyoulostyourcell
phone?
A littlebit,butit'sallgood.I'm sure
someonewillturnitin.
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

佐賀農業賞の「先進的農業経営者の

部」において、犬王袋の林保さんが最優
たもつ

秀賞である農林水産大臣賞を受賞され、

市長に受賞報告を行いました。

佐賀農業賞とは、意欲的に技術や経営

の改善に取り組み、地域農業の振興に寄

与している農業者などを表彰し、その成

果を広く紹介し普及するものです。

受賞おめでとうございます。今後もさ

らなるご活躍を期待しています。

農林水産大臣賞を受賞されました

毎年の寄贈ありがとうございます

２月１日

鹿内青森市長様、スーパーモリナガ様、
しかない

ＪＡ青森様が市長を表敬訪問されました。

今年も市内の保育園や幼稚園、老人福

祉施設などに青森市特産の浪岡りんご約

２,５００個が贈られました。

大豆を使った新商品

農商工連携の取り組みとして、

市で新しく栽培したオレイン

酸を多く含む大豆を使いマヨ

ネーズ風の大豆ドレッシング

の商品化に取り組んでいます。

市内の農業者で大豆を生産し、

地元の食品業者がペースト加

工したものを原料にドレッシ

ングが作られます。見た目も

味もマヨネーズに近いもので

すが、卵を使っていないため

卵アレルギーの人にも安心し

て食べていただけ、コレステ

ロールもゼロとなっています。

マヨネーズ風ドレッシング

「ＳＯｉ
ソイ

ＳＯｉ」
ソイ

箱根駅伝出場校をはじめ、九州内外から多くの大学や関係者が、本市を訪

れ、蟻尾山公園や中木庭ダム、新籠海岸などで強化練習を行ったほか、市民

との交流を深めました。

明治大学は、「パワーアップコース」（市民球場周辺に新設）やクロカンコー

スで子どもたちと走り、大東文化大学は、合宿所近くの明朗幼稚園を準備運

動や食事場所として利用していることから、園児と一緒に体操やリレーをし、

子どもたちのこぼれんばかりの笑顔が印象的でした。

初の鹿島合宿となる順天堂大学、九州国際大学も来鹿され、２月２４日に

開催された「公認鹿島祐徳ロードレース」と合わせ、盛り上がりをみせまし

た。また、同日に行われた「陸上教室」では、大東文化大学女子監督の外園

隆さんが、わかりやすく指導されました。

合宿期間中、多くのおもてなしやご声援をいただき「また来年も鹿島で合

宿を行いたい」との感想が寄せられるなど、選手たちの心に「佐賀県鹿島市」

が深く刻まれたと思います。

今後、「佐賀鹿島合宿」が広まり、より多くの大学や関係者が本市に来ら

れ、交流人口の拡大や市の活性化につながることが期待されます。

なお、大東文化大学（女子）は３月２日まで、国士舘大学が３月１１日から

１６日までの期間、合宿を行います。

皆さんのご声援をよろしくお願いします。

子どもたちと交流！ スポーツ合宿

寓明治大学と中学生・高校生との合同練習

寓パワーアップコースの走り初め
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今年の鹿島おどりは、８月９日（金）・

１０日（土）に開催することが決定しま

した。そこで、毎月１回鹿島おどりの

企画を話し合っています。

どなたでも参加できますので、鹿

島おどりに熱い思いをお持ちの人、

ぜひご参加ください。

と き ３月１３日（水）２０時～

と こ ろ 鹿島商工会議所３階小会議室

鹿島おどり運営企画室

（事務局 鹿島青年会議所内）

緯０９５４（６２）５６５６

日ごろからボランティア活動をし

ている皆さん、平成２５年度ボラン

ティア保険加入受付をしています。

活動中にけがをしたり、させたり

したときのために、ぜひご加入くだ

さい。

プ ラ ン 掛金年額３００円プラン

掛金年額４５０円プラン

申 込 随時受付

補償期間 申込翌日～平成２６年３月３１日

鹿島市社会福祉協議会

緯０９５４（６２）２４４７

鹿島おどりの企画やスタッフ
に参加してみませんか

詳しくは

ご加入ください
ボランティア保険

申込・問合せ先

３月１日（金） 開会、会期の決定、会議録署名議員の指名、

議案の一括上程（提案理由説明）

３月２日（土）～３日（日） 休会

３月４日（月） 休会（議案研究）※発言内容通告締切（正午）

３月５日（火）～６日（水） 議案審議、質疑、討論、採決

３月７日（木） 調整日（議案審議）

３月８日（金） 常任委員会（議案・請願）

３月９日（土）～１０日（日） 休会

３月１１日（月） 新年度予算審査特別委員会（現地調査）１３時～

３月１２日（火）～１４日（木） 新年度予算審査特別委員会

３月１５日（金） 新年度予算審査特別委員会 １３時～

３月１６日（土）～１７日（日） 休会

３月１８日（月） 新年度予算審査特別委員会、一般質問

３月１９日（火） 一般質問 １３時３０分～

３月２０日（祝） 休会

３月２１日（木）～２２日（金） 一般質問

３月２３日（土）～２４日（日） 休会

３月２５日（月） 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３月議会定例会会期日程（案）
～傍聴にきてみませんか？～

※一般質問の数などにより、議事日程を一部変更することがあります
※一般質問の通告内容などは、鹿島市ホームページの「鹿島市議会」に
掲載します
※ケーブルテレビでは１１チャンネルで、議会を中継します
※市ホームページ閣鹿島市議会で議会をライブ配信します

情報掲示板 愚 お知らせ

平成２５年１月分市長交際費の支出状況を公表します。

企画課秘書係 緯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

鹿島機械金属工業会新年祝賀会・溶接技術競技会表彰式５,０００円１月２５日祝 儀

鹿島市学校給食納入組合新年祝賀会５,０００円１月２９日祝 儀

のごみ人形（福岡市佐賀県人会へ提供）９,８７０円１月２２日接 遇

稲荷ようかん（福岡市佐賀県人会へ提供）６,３５０円１月２２日接 遇

北鹿島老人クラブ連合会第５０回全国老人クラブ大会表彰受賞祝賀会３,５００円１月２２日会 費

鹿島商工会議所新年祝賀会３,０００円１月２８日会 費

鹿島市交通安全指導員会意見交換会３,０００円１月３０日会 費

名刺代６,９３０円１月２２日その他

４２,６５０円合 計

市長交際費の支出状況

協協会けんぽからのお知ら協会けんぽからのお知らせせ
武雄年金事務所内に設置している協会けんぽ相談窓口を、平成２５年３

月末をもって閉鎖します。郵送での提出にご協力ください。

〒８４０‐８５６０ 佐賀市駅南本町６‐４ 佐賀中央第一生命ビル２Ｆ

全国健康保険協会佐賀支部 緯０９５２（２７）０６１１

詳しくは
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土づくりや農作業は、ぜひセン

ターにご用命ください。

恭家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

チップ（ＥＭ入り）はいかがですか

恭各種作業の注文をお受けします

恭刃物研ぎいたします

と き ３月２１日（木）８時３０分～

当日ご都合がつかない人

は、前日までにセンター

へご持参ください

恭会員を募集しています

友人などお誘い合わせの上、ご参

加ください。

対 象 ６０歳以上または来年３月

までに６０歳になる人

説明会 ３月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

勤労者の皆さん、会議や勉強会に、

勤労者福祉センターを利用しません

か？大駐車場、全室冷暖房完備です。

所 在 地 大字高津原３３５４番地

（高津原）

設 備 中会議室（約４５人）

小会議室（約３０人）

和室（１２畳）

利用料金 市内勤労者は全額免除対象

※市外の人の料金はお問い合わせください。

勤労者福祉センター

緯０９５４（６３）７４７６

と き ３月２１日（木）１３時～

と こ ろ 古枝公民館

講 師 松尾 勝さん（予定）

（元気・勇気・活気の会）

定 員 ５０人

ＮＰＯ法人 食と農と環境を考える

食彩かしま 代表 中牟田

緯０９５４（６３）２８１６

緯０９０（８４１６）６０１１

こんな仕事もお受けします
鹿島市シルバー人材センター

詳しくは

勤労者福祉センターを
利用しませんか

詳しくは

～いのちを育むたべもの～
「作って味あう楽しい野菜づくり」

詳しくは

老人福祉センターでは、健康づく

り・仲間づくりを目的に、茶道教室・

尺八教室を開催しています。

受講料無料ですので、初心者の人

でもぜひご参加ください。

茶道教室

と き ４月５日～平成２７年３月

毎月第１・第３金曜日

１０時～１２時

ところ 老人福祉センター１階和室

尺八教室

と き ４月９日～平成２７年３月

毎月第２・第４火曜日

９時～１１時

ところ 老人福祉センター１階和室

鹿島市社会福祉協議会

緯０９５４（６２）２４４７

就職活動や自治会など、いろいろ

な分野で活用してみませんか？

と き

３月９日（土）パソコン入門

３月１２日（火）ワード入門

３月１９日（火）ワード基礎

３月１６日（土）エクセル入門

３月２３日（土）エクセル基礎

３月２６日（火）インターネット入門

①１０時～１２時コース

②１３時３０分～１５時３０分コース

※ご希望の日時をお選びください。

と こ ろ ＮＰＯ法人リライフ

（高津原５９０－３）

受 講 料 １,５００円／１回（テキスト代含む）

定 員 各４人（要事前申込）

※その他パソコンに関する事、ご相

談ください。

ＮＰＯ法人リライフ

緯０９５４（６３）２４２８

茶道教室・尺八教室
生徒募集

申込・問合せ先

パソコン入門・基礎講座

申込・問合せ先

趣味を通した生きがいづくりに

『陶芸』をしてみませんか。

と き 毎週金・土曜日９時３０分～１６時

と こ ろ 陶芸作業所（福祉会館横）

対 象 者 市内在住で６０歳以上の人

（初心者を優先します。）

期 間 ３年間

費 用 ３,０００円程度／月（材料費等）

定 員 １５人（先着順）

開 講 式 ４月中旬予定

保険健康課長寿社会係

緯０９５４（６３）２１２０

春をみつけに、健康づくりにのご

み山渓を歩きませんか？

と き ３月１６日（土）（雨天中止）

９時集合 ９時３０分出発

コ ー ス 平谷・広平周回コース

定 員 ５０人（先着順）

※最低催行人数１０人

参 加 費 ５００円（軽食付き）

集合場所 中木庭ダムやまびこ広場

鹿島公民館

緯０９５４（６３）２１０９

能古見公民館

緯０９５４（６２）３３７３

東日本大震災復興支援、子育て支

援センターへの支援目的チャリティ

イベントを開催します。

アコースティックライブ、フリー

マーケットを中心に行います。

と き ３月１０日（日）

１２時３０分開場 １３時開演

と こ ろ 静蔵空間 Σ（肥前七浦駅前）
シグマ

入 場 料 １,５００円

（フリーマーケットブースは無料）

※キッズルームも完備、保育士も常駐します。

お子さん連れでも気軽にご来場ください。

非営利団体ココペリ 田口

緯０８０（８５６３）９１０６

高齢者のための
陶芸教室受講生募集

詳しくは

のごみ山あり・谷あり
のんびら～とウォーキング

申込・問合せ先

～東日本大震災復興支援イベント～

キョクゲン運命論

詳しくは

情報掲示板 愚 お知らせ・講習会・教室・イベント



Ｈ２５(２０１３).３.1 広報かしま

家庭で介護をしている皆さんの心

と体のリフレッシュを目的に、日帰

りバスツアーを開催します。

時代劇で思いっきり笑ったり、外

の空気を吸ったりして、あなた自身

のために一日過ごしてみませんか。

と き ３月８日（金）

８時３０分～１７時３０分

と こ ろ 博多座（水戸黄門を鑑賞）

（社協マイクロバスでの送迎）

定 員 １６人（先着順）

対 象 者 要介護１以上の高齢者を

在宅介護している家族

参 加 費 ５００円（昼食代込み）

集合場所 市役所駐車場（８時２０分集合）

鹿島市社会福祉協議会

緯０９５４（６２）２４４７

春の訪れを体感し、すがすがしい

汗をかいてみませんか？

織田病院では、生活習慣病の予防

の一環としてウォーキング教室を開

催します。

皆さん、ぜひご参加ください。

と き ３月２２日（金）１４時集合

※雨天時は３月２９日（金）に延期

集合場所 ゆうあいビレッジ

コ ー ス ゆうあいビレッジ→

旭ヶ岡公園（休憩）→蟻尾山

→ゆうあいビレッジ

参 加 料 ４００円（保険料）

申込締切 ３月１５日（金）

※当日は歩きやすい服装でご参加ください。

織田病院内科外来 江口・川島

緯０９５４（６３）３２７５

介護者のための日帰り
リフレッシュツアー

申込・問合せ先

春を歩こう
ウォーキング教室

申込・問合せ先

今回で5回目を迎える「赤門コン

サート」。

ステージは2部構成（英部：クラ

シックステージ・衛部：ポップスス

テージ）で、ご来場の皆さんに満足

いただけるステージにしたいと部員

一同、張り切っています。

今回は昼・夜の2回公演です。

皆さんのご来場を心よりお待ちし

ています。

と き ３月２４日（日）

昼の部 １１時３０分開場 １２時開演

夜の部 １６時３０分開場 １７時開演

と こ ろ 市民会館大ホール

入 場 料 各５００円

プログラム

英部 交響詩「ローマの噴水」ほか

衛部 カーペンターズ・フォーエバー ほか

チケット販売

胸ショッピングタウン ピオ インフォメーション

胸かしま市民立楽修大学（エイブル２階）

鹿島高等学校 西岡

緯０９５４（６２）４１３６

と き ３月２７日（水）９時出発

集合場所 市役所前（８時３０分集合）

対 象 ひとり親家庭の

小学校４年～６年生

定 員 ５０人（先着順、児童のみ）

参 加 料 無料（昼食、１日保険付き）

見学場所 ＳＴＳ佐賀テレビ放送局、

ＮＨＫ佐賀放送局、佐賀

城址本丸歴史館、佐賀空

港など

申込方法 市役所１階福祉事務所に備

え付けの申込書に記入後、

福祉事務所のポストへ投函。

鹿島市民生・児童委員連絡協議会 森田

緯０９０（８３９５）９７８０

鹿島高等学校吹奏楽部
定期演奏会「赤門コンサート」

詳しくは

ひとり親家庭の児童
１日ファミリーツアー

詳しくは

市有施設の適正な維持管理を図る

ため、次の内容で日日雇用職員を募

集します。

業務内容

市が管理する施設の樹木剪定・除

草および周辺の清掃・整備

募集人員 ２人

雇用期間 ５月１日（水）から６カ月以内

申込方法

市総務課または市のホームページで

配布する専用の申込書を総務課職員

係（市役所３階）に提出してください。

生涯学習課スポーツ係

緯０９５４（６３）２１２５

鹿島市体育協会では、スポーツ行政

に理解のある精通した人を求めます。

詳しくは、お問い合わせください。

受付期間

３月１日（金）～３月１０日（日）１７時

提出書類

①市体育協会で配布する専用履歴書

②スポーツに関する作文

（４００字詰原稿用紙１枚程度）

採用方法

書類選考の上、面接により決定

募集人員 １人

雇用期間

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あり。

鹿島市体育協会

緯０９５４（６２）３３７９

総合職・一般職・専門職などの採

用試験を実施します。詳しくは、下

記ホームページをご覧ください。

受験申込を希望する人は、イン

ターネットでの申し込みをお願いし

ます。インターネット環境が整って

ない人は、お問い合わせください。

国家公務員試験採用情報ナビ

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

人事院九州事務局第二課試験係

緯０９２（４３１）７７３３

日日雇用職員（施設管理業務）を
募集します

詳しくは

鹿島市体育協会
事務局長を募集します

問合せ・提出先

国家公務員採用試験
（大学・大学院卒業程度）

詳しくは

介護保険料・市税集合徴収分の
第１０期の口座振替日は

３月２９日（金）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・採用
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３月１日～３月７日の『子ども予防接種週間』に合わせ、下記医療機関で土曜日・日曜日に予防接種が受けられます。

母子健康手帳の確認をし、対象となるお子さんはこの機会にぜひ接種しましょう！

市内実施医療機関（事前に予約が必要です。）

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

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

３月３日（日）３月２日（土）

森田医院 ８時～１１時３０分 緯（６３）３９５６薬師寺医院 ８時３０分～１２時３０分 緯（６３）５２８１

志田病院 ９時～９時３０分 緯（６３）１２３６

森田医院 ８時～１１時３０分 緯（６３）３９５６

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 ３月２８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３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。

２２２回目フッ化物塗布回目フッ化物塗布をを実施します実施します

病院では大勢の患者さんが輸血を必要としてい

ます。愛の献血に温かいご協力をお願いします。

と き ３月２６日（火）１３時～１６時

と こ ろ 市民会館ホワイエ

対 象 者 １８歳～６９歳の男女

※体重５０kg以上で４００ml献血可能な人

６５歳以上の人は６０～６４歳の間に献血

経験のある人

その他条件があります。

献献血にご協力くださ献血にご協力くださいい

平成２４年１０月１日から平成２４年１２月３１日までの

期間中に市内の実施医療機関と谷口医院（嬉野市）

以外のかかりつけ医で接種した人は、申請により

助成額を払い戻しします。

申請がまだの人は、下記の物を持って手続きを

お願いします。

助成回数 １３歳未満：２回 １３歳以上：１回

助 成 額 １,０００円

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日まで

中学３年生までの子どものインフ中学３年生までの子どものインフルル
エンザ予防接種費用助成のお知らエンザ予防接種費用助成のお知らせせ

土土曜日 ・日曜日に子どもの予防接種が受けられま土曜日・日曜日に子どもの予防接種が受けられますす
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怯予防接種

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

乳幼児の健康診査や予防接種等の問合せ先

保健センター予防係緯（６３）３３７３３月の子育て

３歳６カ月健診
対 象 平成２１年８月生まれ
持参品 母子健康手帳、問診票、尿

内 容 身体測定、育児相談、尿・目・耳の検査

歯科・耳鼻科・小児科医の診察

１４日（木）１歳６カ月健診
対 象 平成２３年８月生まれ
持参品 母子健康手帳、問診票

内 容 身体測定、育児相談、歯科診察、

小児科医の診察、フッ化物塗布（希望者のみ）

２８日（木）４カ月健診
対 象 平成２４年１１月生まれ
持参品 母子健康手帳

内 容 身体測定、育児相談、

小児科医の診察

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

接種期限 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。

任意予防接種費用助成のお知らせ
下記のワクチン接種は、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カ月～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

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・２・２７７日日（水（水））
赤ちゃん相赤ちゃん相談談

受付１３：３０～１４：３０
内容 身体計測・健康相談
対象 赤ちゃんと保護者
※来月は4月１７日（水）です

６６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

１９日（火１９日（火））

子育てサークル 会場受付９時４５分～１０時

育児相談、子育てサークル、子育てひろばの問合先 子育て支援センター（エイブル１階） 緯０９５４（６３）０８７４

子育てひろば 会場受付１１時～１５時

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

２２６６日日（（火火））

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

建おくすりノートを持っていきましょう

診療時間 １９時～２１時

診療場所 （１）月・木・金・土・日および１月１日～１月３日

南部地区小児時間外診療センター（武雄地区休日急患センター）

武雄市武雄町大字昭和３００ 緯０９５４（２２）５５９９

（２）火曜日の小児救急在宅医（３月）

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

在宅医へ電話で確認してください。

杵藤地区消防本部救急医療情報案内 緯０９５４（２２）４２０７

（３）水曜日

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

電 話 番 号所 在 地在 宅 医日 付

０９５４（４３）０７２５嬉野市 嬉野町森医院５日（火）

０９５４（６３）４０８０鹿島市 若殿分田中医院１２日（火）

０９５４（６７）２１２０太良町田代医院１９日（火）

０９５４（６３）３３０９鹿島市 中牟田稗田産婦人科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（日曜日および祝祭日）

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

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２５年１月生まれ

２２１１日（木日（木））

合同サークル １０時～１２時

対 象５カ月児～就学前児と保護者

８日（金）エイブル

『サークル♪フリーマーケット鎧』

２２日（金）楠風館

『サークル閉じ会竃』

ところ子育てひろば名と き

北鹿島農村婦人の家北鹿島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

樺どこのひろばにも参加できます。

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気軽にご相談くださいい
受付受付 ９～９～１７１７時時
対象対象 子育て中の子育て中の人人
場所場所 子育て支援セ子育て支援センンターター
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３月

弥生
やよい

３日（日） 鹿島市消防団春季訓練 市内６カ所

１５日（金） 市内中学校卒業式

１６日（土） 海の森 植樹祭・・・・・・・・・・・・［９ページ参照］

本城国有林内（奥平谷キャンプ場付近） ９時３０分～

１８（月）～３１（日） まちなか博物館・・・・・・・・・・・・［５ページ参照］

１９日（火） 市内小学校卒業式

２１日（木） 肥前浜宿まちなみ活用委員会

継場（八宿）１９時３０分～

２２日（金） 市内小中学校修了式

２４日（日） 鹿島高等学校吹奏楽部定期演奏会・・［２０ページ参照］

市民会館大ホール １２時～

２７日（水）～４月７日（日） 旭ヶ岡公園桜まつり

［５ページ参照］

３０（土）～３１（日） 鹿島酒蔵ツーリズム・・・・［２～３ページ参照］

「肥前浜宿」花と酒（咲け）まつり・・［４ページ参照］

かしま発酵まつり・・・・・・・・・・［４ページ参照］

祐徳門前春まつり・・・・・・・・・・［４ページ参照］
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広報かしま原稿締切日

５月号４月号
４月２日３月１日

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・１１・１８・２５日（月）、１・８・１５・２２・２９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）

１３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・２７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

（３月分）
２・９・１６・２３・３０日（土）、
３・１０・１７・２４・３１日（日）、２０日（祝）

市役所
保健センター

４・１１・１８・２５日（月）、
２１・２８日（木）

市民図書館

４・１１・１８・２５日（月）、
２１日（木）

生涯学習センター
（エイブル）

５・１２・１９・２６日（火）
陸上競技場、
社会体育館

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

ミズスカイロード店織田病院 緯（６３）３２７５３日（日）

北鹿島薬局森田医院 緯（６３）３９５６１０日（日）

溝上薬局西牟田店別府整形外科 緯（６３）３０６３１７日（日）

ミズ北鹿島店志田病院 緯（６３）１２３６２０日（祝）

オダ薬局中村医院 緯（６３）９２３４２４日（日）

アルナ鹿島店納富病院 緯（６３）１１１７３１日（日）

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
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

２日（土）
３日（日）
９日（土）
１０日（日）
１６日（土）
１７日（日）
２０日（祝）
２３日（土）
２４日（日）
３０日（土）
３１日（日）


