
　３月３０日に鹿島市のイメージキャラクターが誕生し

ました！

　名前は「かし丸」くんです！

　祐徳稲荷神社をイメージしたキツネと鹿島の特産品の

みかんを合わせたかぶり物をかぶり、市の花「さくら」

のついた着物と酒蔵通りの白壁土蔵をイメージしたはか

まをはいています。

　皆さん、応援よろしくお願いします！

かしまキャラクターが誕生しました！

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２月２８日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯８＋人１４－世帯１０,７０１人３１,３６６

世帯６＋人５＋世帯　５,３１１人１４,４３６鹿　　島

世帯２＋人２－世帯　１,１６０人  ３,７８１能　古　見

世帯１＋人１－世帯　　　９９２人  ３,１５７古　　枝

世帯３－人６－世帯　１,０５０人  ３,１４２浜

世帯４＋人３－世帯　１,２２５人  ３,７１５北　鹿　島

世帯２－人７－世帯　　　９６３人  ３,１３５七　　浦

人６＋人１４,７５５男

人２０－人１６,６１１女
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一、花と緑を愛し、伝統をいかして美しいまちにしましょう。

一、知識と教養を深め、清新な文化のまちにしましょう。

一、感謝と思いやりの心で、うるおいのあるまちにしましょう。

一、明るく元気に働き、活力のあるまちにしましょう。

一、秩序やきまりを守り、安全で快適なまちにしましょう。

筋

芹

緊

菌

錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦

禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁

欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣

欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽

鹿　島　市　民　憲　章
（昭和５４年４月１日制定）

写真

か
し
ま
の
イ
メ
ー
ジ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

か
し
丸
で
す
！

鹿
島
を
丸
ご
と
宣
伝
す
る
た
め
に

が
ん
ば
る
か
ら
、
応
援
よ
ろ
し
く
ね
！



2 Ｈ２５(２０１３).4.1　広報かしま

建はじめに

　まず、市長就任以来３度目とな

る予算編成に臨み、改めて、市民

の皆さまの日ごろからのご理解と

ご協力に対しまして、心より感謝

申し上げます。

　さて、平成２５年度は、鹿島市の

まちづくりの指針である第五次総

合計画の折り返し地点となります。

　計画期間の折り返し後半におけ

る市政運営にあたっては、国内の

情勢など環境の変化に対応した舵

取りをしてまいりたいと考えてお

ります。

　また、佐賀県南西部における中

核都市としての地位を取り戻すた

めにも、中長期的な展望を持った

上で、行政と議会、そして市民の

皆さまが一丸となり、取り組んで

いかなければならないと考えてお

ります。

　このような思いから、昨年６月

に「鹿島ニューディール構想」を

お示ししたところでございます。

建鹿島ニューディール構想の進捗

状況について

　「鹿島ニューディール構想」の進

捗状況について申し上げます。

　昨年の６月にご提案いたしまし

た「鹿島ニューディール構想」に

つきましては、市内外から大きな

反響があり、これまで多くのご意

見やご提言をいただいたところで

ございます。

　特に「佐賀県鹿島総合庁舎」や

「鹿島警察署」の移転につきまし

ては、ぜひ鹿島市内に留めるよう

にと、区長会の熱心なご活動によ

り、市民の皆さまから多くのご署

名を賜りました。

　この構想を進めるにあたりまし

ては、市民の皆さまとの対話を重

視しながらも、これから申し上げ

ます３つのことを念頭におき、緊

急を要する課題として進めるべき

だと考えております。

　１つ目は、「中心市街地の再生

と活性化」についてでございます。

　この課題は、鹿島市にとりまし

て、長年の懸案事項であり、これ

までもさまざまな構想が策定され

てきました。これらの計画は、有

識者やまちづくりの団体、地元商

店街など多くの市民の皆さまの参

画のもとに策定されており、中心

市街地活性化の基本理念としては、

現在でも十分に活用できる内容を

含んでいるものと認識いたしてお

ります。

　今回の構想の提案では、鹿島市

における中心市街地の活性化につ

いて、今まで整備されてきたスカ

イロードなどの都市基盤を活かし

ながら、これまで主として財源的

な理由で、手つかずになっていた

事業を新しい発想のもとで修正を

加えた上で、実施しようとするも

のでございます。

　２つ目は、東日本大震災以降、

「安全・安心」への関心の高まり

を踏まえて、「防災・減災」に関す

る事業を最優先で取り組んでいか

なければならないということでご

ざいます。

　鹿島市では、「市民会館」や「福

祉会館」など、多くの公的施設の

老朽化が進んでおり、耐震性の観

点からも建て替え、補修などの対

応が必要になってきております。

　さらに、鹿島市と佐賀県との緊

密な連携による防災体制の強化の

ため、その要となる「危機管理セ

ンター」の整備が必要不可欠とい

うことでございます。

　３つ目は、東日本大震災以降、

佐賀県において、老朽化した「佐

賀県鹿島総合庁舎」と「鹿島警察

署」の移転問題が急浮上してまい

りました。

　これまでも、残念なことに、さ

まざまな事情から、法務局、保健

所など多くの現地機関が市外へと

移転していき、昨年は、教育事務

所が他市にある事務所へ整理統合

されましたので、何とかしてこれ

以上の現地機関の移転を防がなく

てはならないという強い危機感が

ございます。

　現地機関の市外への流出という

ことになれば、市民の皆さまのご

要望に対して、ハード、ソフト両

面にわたって行政の対応力が低下

する結果となります。単に佐賀県

の機関がなくなると言うだけでな

く、国・県事業の予算獲得への悪

影響が懸念され、地域経済におけ

るメリットや１００人近い職員の職

場が市内から失われ、外部と接触

するパイプがますます細くなるこ

とが懸念されるところでございま

す。

　このようなことを念頭におきな

がら、関係方面と協議を進めてま

いりましたが、幸い、「鹿島警察

署」につきましては、地元の関係

者のご理解とご協力により、鹿島

市内での整備ということで、一定

の決着をみております。

　一方、「佐賀県鹿島総合庁舎」に

つきましては、佐賀県の見解とし

まして、「鹿島市内に引き続き残

ることが、中心市街地活性化につ

ながるのであれば、鹿島市のマチ

づくりに協力する」と表明された

ところでございます。加えて、県

　市議会３月定例会の冒頭、 口市長が平成２５年度の施政方針

を述べましたので、要約してお知らせします。

平成　２　５　年度施政方針を発表

　　平成２５年度
　　　　　　施政方針を発表
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施設の新たな整備にあたっては、

「可能な限り新たな資産を取得せ

ず、賃借という形態で施設を運営

したい」との方針が示されました。

　県当局との実務的な協議を再三

にわたり重ねた結果、佐賀県が公

表している県施設の耐震対策の期

限である「平成２８年４月１日まで

の移転完了と施設の確保」につい

て、鹿島市が主導的な立場をとっ

て対応することが必要になってま

いりました。

　このような背景のもと、まず、

はじめに協議内容として検討した

案としましては、中心市街地にお

ける鹿島市負担での新しい施設の

建設案でございましたが、費用と

時間の両面を考慮した上で、適切

な対応策を見出すことができませ

んでした。

　次に、中心市街地における空き

店舗など既存施設の活用を検討い

たしましたが、自然災害や口蹄疫、

鳥インフルエンザなど危機管理へ

の対応を想定しなければならない

ことから、佐賀県からは、「商業施

設との共存など中心市街地への立

地自体が施設の機能面からも極め

て困難である」との意向が示され

たところでございます。

　このようなことから、鹿島市に

とりまして、ギリギリの対応策と

して、中心市街地の賑わい創出や

空洞化防止など、まちづくりにつ

いて効果があると思われる「公的

な施設を中心市街地へと移転させ

ることと併せて、その結果、生じ

るスペースを含めて活用しながら、

総合庁舎の入居の方法」を探る案

を佐賀県に対して提案いたしまし

た。

　具体的には、老朽化が進んでい

る「福祉会館」にある団体・施設

の皆さまに中心市街地へ移転して

いただき、併せて、市民の皆さま

から要望の多い、「子育て支援施

設」や「高齢者に配慮した施設」

を新たに設置して、より利便性の

高い施設として再生するという計

画でございます。

　また、「佐賀県鹿島総合庁舎」に

ある土木事務所と農林事務所の防

災時の危機管理面に着目して、鹿

島市役所に隣接する「中川エリア」

に鹿島市が新たに「危機管理セン

ター」を設置し、市の関係部署と

一緒に県の現地機関が入居して、

仮称ではございますが、「新世紀

センター」を構成するという案を

提案いたしております。

　「新世紀センター」の建設に先立

ち、施設の市街地移転により余裕

が出てくる現在の「福祉会館」に

つきましては、耐震補強など必要

な改修を行うことにより、市庁舎

や同センターの別館として活用し、

県が必要とする会議スペースの確

保や、市庁舎でも、これまで不足

とされてきた会議室や書庫への活

用を図ることで、新設する建物の

規模を必要最小限のものとして事

業費を圧縮することができると考

えております。

　このような提案に対して、最終

的な決着には至っておりませんが、

佐賀県としては、選択肢として検

討するとの意向を示しておられる

ところでございます。

　このように、中心市街地におけ

る鹿島市の各種公的施設の移転・

立地は、「県の総合庁舎の移転と

一体の問題」となっており、県か

ら提示された「時間的な制約」も

ございましたので、鹿島市として

は、優先的に実施する事業として

「公的施設の中心市街地での再整

備」を既存の商業施設である「ピ

オ」の空きスペースの活用と位置

付け、この案で検討してきたとこ

ろでございます。

　これを踏まえまして、時間的な

制約がある中で、もう一つのハー

ドルであります「可能な限り経費

を圧縮する」ことを基本に据えた

上で、「ピオ」の空きスペースに

「テナント」として入居する案、

または、初期投資の総額は増えま

すが、家賃の支払いが不要となり、

鹿島市の実質負担を平準化すると

ともに軽減することとなるように、

国の補助事業を活用できる可能性

がある「空きスペースの区分所有

等の財産取得」の案、この２つの

案について検討をしてまいりまし

た。

　当然のことながら、有利な財源

の確保には、何かと苦心をいたし

ておりますが、区分所有等の財産

取得の案は、「地方都市の再構築

支援の補助事業」という地方に

とって有利な国の補助事業を活用

できる可能性が強くなってきてお

りますので、鹿島市としては、こ

の案を優先的に検討することにい

たしております。

　この補助事業は、国の補助率

５０％、その残りの財源につきまし

ても、９０％が市債で充当でき、さ

らに市債の償還費の２０％が地方交

付税で措置されるなど地方にとっ

ては、大変に有利な財源スキーム

となっております。

　鹿島市の負担をなるべく減らす

ためにも、この事業の採択を全力

で目指していきたいと考えており

ます。

　まずは3月定例会の補正予算に

おいて基本設計の予算計上を提案

いたしており、さらに重ねて、市

民の皆さまへの積極的な情報提供

と政策提案を行うために説明会の

開催などを行ってまいりたいと考

えておりますので、市民の皆さま

のご理解とご協力をお願い申し上

げる次第でございます。

このほかにも、

●肥前鹿島駅バリアフリー化整備

　事業の完了

●スポーツ合宿の状況

●全国「道の駅」連絡会総会の鹿

　島市での開催

●碁聖寛蓮の碁式献上１１００年記念

　事業

●鹿島市の農業振興のための拠点

　施設

などについて述べました。

平成　２　５　年度施政方針を発表
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　平成２５年度の各会計の予算は、３月議会に提案され、いずれも議会の議決を受け、

各種事業がスタートしました。

　平成２５年度一般会計当初予算額は１２６億４,８００万円で、昨年度の当初予算

と比較して２億７,５００万円（２.２％）の増となりました。

　人件費や公債費などの固定的な経費（経常的経費）を極力圧縮し、将来への負担を考

慮しながらも、第五次鹿島市総合計画に掲げる「みんなが住みやすく、暮らしやすい

まち」の実現に向け、「定住促進」「子育て支援」などを中心とした政策的事業を実

施し、市民のニーズにマッチしたサービスを提供していきます。また「鹿島ニュー

ディール構想」に掲げる「肥前鹿島駅周辺整備」や「新世紀センター（仮称）建設」な

どの投資的事業に取り組み、地域における中核都市としての活力を盛り上げる施策を

展開していきます。

　詳細は市ホームページで公開していますのでご覧ください。

　　　　 　企画財政課財政係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

建一般会計予算の状況（構成）

増　　減平成２４年度予算額平成２５年度予算額会　計　区　分

２.２％２億７,５００万円１２３億７,３００万円１２６億４,８００万円一　般　会　計

△１２.２％△１億３,４３３万円１１億　　２５６万円９億６,８２３万円公 共 下 水 道 事 業

特
別
会
計

０.０％０万円６１万円６１万円谷田工場団地造成・分譲事業

０.２％６７２万円４１億５,６４６万円４１億６,３１８万円国 民 健 康 保 険

１.２％４４４万円３億６,９２４万円３億７,３６８万円後 期 高 齢 者 医 療

△０.６％△３０５万円５億３,４６５万円５億３,１６０万円収 益 的 収 入

水 道 事 業

企
業
会
計

６.９％３,２２９万円４億７,１３１万円５億　３６０万円収 益 的 支 出

△２.４％△２００万円８,１８０万円７,９８０万円資 本 的 収 入

３.４％１,２０３万円３億５,７４２万円３億６,９４５万円資 本 的 支 出

当初
予算

平成２５年度　鹿島市

建各会計の当初予算額

当初予算の概要をお知らせします

※表中の金額は、１万円未満を切り捨てています。

※水道事業の資本的収支の不足額については、収益的収支で生じる減価償却費や利益剰余金などで補填します。
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建平成２５年度一般会計の主な目的別予算配分（予算額と構成比）

当初予算の概要をお知らせします

農林水産業の振興

７億７,４０４万円

６％

毅中山間地域等直接支払交付事業  　 １億      ４６４万円

毅鹿島市活性化施設整備事業　　　　　　１，３９９万円

毅農商工連携事業　　　　　　　　　　　　　４８２万円

毅さがの強い園芸農業確立対策事業　　　７，４２４万円

毅中山間地域総合整備事業　　　　　　　５，２４１万円

土木、建設事業

１２億１,２３９万円

１０％

毅辺地道路整備（中川内～広平線）　　１億１，８６５万円

毅社会資本整備総合交付金事業（道路）　１億２，０３３万円

毅肥前鹿島駅舎改築・駅前広場整備事業　　　４，００６万円

毅肥前浜宿街なみ環境整備事業　　　　　３，１２１万円

毅市営住宅建設事業　　　　　　　　　　　　５１０万円

商工観光、企業誘致、
　雇用対策

３億５,３４０万円

３％

毅誘致企業助成措置事業　　　　　　　　１，７１１万円

毅祐徳門前商店街活性化事業　　　　　　　　５８１万円

毅観光客誘致対策（酒蔵ツーリズムほか）　１，４５５万円

毅かしま観光営業強化事業　　　　　  　　　５０８万円

毅かしま観光推進組織強化事業　　　　　　　３４７万円

衛生、健康対策

８億５,６８９万円

７％

毅休日こどもクリニック運営事業　　　　  　８３４万円

毅子宮頸がん等ワクチン接種助成事業　　２，５２５万円

毅妊婦・乳幼児健康診査事業　　　　　　３，１６９万円

毅女性特有のがん検診推進事業　　　　　　　　４５６万円

毅ごみ処理負担金（一部事務組合）　　１億７，４５４万円

議会、総務、消防
経費

２０億８,２８８万円

１６％

毅防災行政無線デジタル化事業　　　　　１，２００万円

毅新世紀センター（仮称）建設事業　　　　４，７００万円

毅災害対応用備蓄品整備事業　　　　　　　　４２７万円

毅地域公共交通活性化事業　　　　　　　　　３４０万円

毅市民会館指定管理委託料　　　　　　　　　　７６７万円

借入金の返済
（公債費）

１１億８,７９４万円

９％

　平成２５年度の一般会計借入金残高は８４億円へ減少する見込

みであり、地方交付税で返済額が全額措置される臨時財政対

策債（４２億円）を差し引くと、実質的な借入金残高は４２億円程

度となります。さらに、この４２億円の返済にも、約５割の交

付税措置が見込まれます。

学校教育、生涯学習

１４億６,４１４万円

１２％

毅学校生活支援員事業　　　  　　　　　　　５０４万円

毅小中学校耐震補強・大規模改造事業　　１億５，３０８万円

毅東部中学校改築事業　　　　　　　２億６，１７０万円

毅スポーツ合宿誘致事業　　　　　　　　　　４１０万円

毅伝統的建造物群保存地区対策事業　　　８，１６５万円

福祉事業の推進

４６億６,３６０万円

３７％

毅保育所運営事業　　　　　　　　　９億９，５３９万円

毅保育所整備事業　　　　　　　　　２億３，１３４万円

毅放課後児童対策事業　　　　　　　　　３，３０６万円

毅子どもの医療費助成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８，６９１万円

毅老人福祉センター整備事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１８万円 など

など

など

など

など

など

など
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　市では、雇用および就業機会の創出を図るため、国の「緊急雇用創出基金事業」に取り組んでいます。

　下記事業の業務内容や申込締切日等の詳細は、市のホームページをご覧いただくか、各募集先またはハローワー

ク鹿島（緯０９５４（６２）４１６８）にお問い合せください。

募集先および

問合せ先

雇用

予定
業　務　内　容雇用期間

募集

人員
事　業　名

教育総務課
緯０９５４（６３）２１０３

４月
ホームページの作成や指導、その他情報

機器に関する支援など

６カ月以内

（更新あり）
１人情報教育支援員事業

恭市が直接雇用する事業

採　用　情　報

【緊急雇用対策】日日雇用職員を募集します

　就業を希望する人は、市総務課または市のホームページ「各種案内・募集」で配布する専用の申込書を市役所３

階総務課職員係（緯０９５４（６３）２１１３）に提出してください。

恭市の委託先が募集する事業
　市の委託先が実施する事業は以下のとおりです。雇用を希望する人はハローワークまたは下記の問合せ先に申し

込んでください。

募集先および

問合せ先

雇用

予定
業　務　内　容雇用期間

募集

人員
事　業　名

ＪＡさがみどり地区
園芸部果樹課
緯０９５４（６２）２１４５

４月
農作業支援および各種研修・資格取得など

（農業経験は問いません）
１０カ月以内２人鹿島アグリヘルパー事業

嘉瀬の浦ファーム
緯０９５４（６７）７５８０
緯０８０（５２５２）４２３７

４月
農作業支援および各種研修・資格取得など

（農業経験は問いません）
１１カ月以内１人鹿島アグリ研修事業

シティーコム
緯０９５４（６８）００８０

４月
インターネットを利用した、商店街・地

域活性化の発信事業業務など
１２カ月以内１人

商店街の魅力創出と発

信事業

鹿島商工会議所
緯０９５４（６３）３２３１

４月
市内中小企業者が抱える諸問題解決のた

めの支援業務補助
１２カ月以内１人

中小企業経営相談体制

強化事業

七浦地区振興会
（道の駅鹿島）
緯０９５４（６３）１７６８

４月
道の駅の特色ある取り組みを充実させ、魅力

アップを目指し、全国へ情報発信を行う
１２カ月以内２人道の駅活性化推進事業

肥前浜宿
水とまちなみの会
緯０９５４（６９）８００４

４月
店舗での接客・販売および町並み紹介（ガ

イド等）やイベント運営業務など
１２カ月以内５人

肥前浜宿まちおこし運

営事業

　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ています。

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

　　　　　る日日雇用職員登録申請書を市役所３階総

　　　　　務課職員係に提出してください。

申込締切　４月１０日（水）

 　生涯学習課スポーツ係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは

日日雇用職員（施設管理業務）を募集しています
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情報掲示板ワイド

住宅リフォーム助成の申請を受け付けます
お
知
ら
せ

鹿島市緊急経済対策住宅改修事業
　市内の業者によって住宅のリフォーム工事を行う際、

予算の範囲内において、経費の一部を補助金として交

付します。

受付対象　鹿島市民

対象物件　市内にある住宅（併用住宅含む）

施工業者　市内個人事業者または市内に本店を有する

　　　　　法人

上　限　額　区分ごとに１０万円

対象工事　右表のとおり。

そ　の　他　①補助は、１区分につき１回限り。

　　　　　②平成２６年３月３１日までにリフォーム工事

　　　　　　が完了すること。

補助率（額）内　　容区　　分謂

工事費１万円以上

工事費の５０％

段差解消、手すり設置などＵＤ化①

下水道接続、浄化槽設置家庭排水処理②

耐震改修工事耐震改修③

エコキュート、二重窓設置エコハウス④

県産材木１逢以上使用県産木材利用⑤

１０愛以上の増築工事三世代同居⑥

上記以外のリフォーム一般リフォーム⑦

※①～⑥は併用ができます（最大６０万円補助）

※⑦は①～⑥のいずれにも該当しない場合です

 　都市建設課住宅係　緯０９５４（６３）３４１５詳しくは

抽選券の受け取り

　申請を希望される人は、まず抽選券（申請者１人につ

き１枚）を受け取ってください。

発行期間　４月８日（月）～１２日（金）　９時～１７時

発行場所　市役所２階　都市建設課

そ　の　他　抽選券の受け取りは代理の人でも可能です

　　　　　が申請者本人の委任状が必要です。

抽選会

抽選期間　４月１５日（月）～１９日（金）　９時～１７時

抽選場所　市役所２階　都市建設課

そ　の　他　抽選によって受付順位を決定し、受付順位

　　　　　の早い人から順に申請を受け付けます。

　　　　　今回は受付順位５０番の人まで受付を行いま

　　　　　す。

申請には抽選券が必要です（抽選券受取　⇒　抽選会　⇒　申請受付開始）

佐賀県住宅リフォーム緊急助成事業
　県内の業者によって住宅のリフォーム工事を行う際、

予算の範囲内において、経費の一部を補助金として交

付します。

受付対象　鹿島市民

対象物件　市内にある住宅（併用住宅を含む）

施工業者　県内個人事業者または県内に本店を有する

　　　　　法人

対象工事　右表のとおり。

　　　　　※太陽光発電設置工事は対象外です。

そ　の　他　①補助は、１住宅につき１回限り。

　　　　　②平成２５年１０月３１日までにリフォーム工事

　　　　　　が完了すること。

※ ＵＤ ＝ Universal Design の略
ユーディー ユニバーサルデザイン

　　　　誰もが利用することができる設計（デザイン）のことです。

補助率（額）要件（工事項目）内　　容

　工事費の

　１５％

県内の事業者で

５０万円以上の工事

住宅リフォームの

ための工事に対し

助成（上限２０万円）

１０万円　耐震改修
住宅リフォーム工

事の内容に対し、

加算助成

（工事項目で単価設定）

（上限２０万円）

３～５万円　エコハウス

１～５万円　ＵＤ※化

５万円　県産木材利用

５万円　三世代同居
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情報掲示板ワイド

鹿島市空き家等の適正管理に関する条例が
４月１日から施行されました

お
知
ら
せ

　「みんなが住みやすく、暮らしやすいまち」を目指し、「安全・安心のまちづくり」の一環として、「鹿島市空き家

等の適正管理に関する条例」を制定しました。

 　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１３詳しくは

 市民からの情報提供
危険な状態である空き家などがあるときは、その情報をお寄せください。

所有者の責務
空き家などが危険な状態にならないよう、自らの責任で適正に管理しなければなりません。

目的
危険な状態※１のまま放置されている空き家など※２について、その危険な状態の解消を図ることにより、倒壊事

故、犯罪、火災などを未然に防止し、市民の安全で安心な暮らしの実現に寄与することを目的としています。

市の対応
情報を得た後調査し、所有者に助言や指導、勧告、命令などを行う中で所有者に適正な管理をしていただきま

す。どうしても従っていただけない場合は法的な実効的措置を行う場合もあります。

※１ 危険な状態とは・・・空き家などの倒壊やその一部が飛散することにより、生命や身体、財産に危害を及ぼす

　　　　　　　　　　　　おそれのある状態、あるいは犯罪や火災が誘発されるおそれのある状態をいいます。

※２空き家などとは・・・常時無人である住家、事務所、小屋、工場や管理されていない門扉、塀、看板などをい

　　　　　　　　　　　　います。

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

　４月１日（月）から都市建設課で「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）

　※市ホームページからもダウンロードできます。

対　象　者

　平成２５年６月から定住促進住宅に入居を希望する人

　※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　４５戸

受付期間　市外からの申込優先受付期間

　　　　　４月８日（月）～１２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。）

　　　　　４月１５日（月）～２６日（金）９時～１８時（土・日曜日を除く）

抽　選　日　５月１０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。

 　都市建設課住宅係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは

【第２期】鹿島市定住促進住宅古枝住宅の
入居申込を募集します

募
　
集

　古枝にある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。

　４月６日（土）から１５日（月）までの１０日間、「春

の交通安全県民運動」が実施されます。

　新年度を迎え、新入学児童など、未来を担うかけが

えのない子どもたちも交通社会にデビューします。

　自動車・自転車のドライバーの皆さんは、運転に十分

注意し、子どもや高齢者を交通事故から守りましょう。

　また、年度初めで飲酒の機会も増えますので、飲酒運

転は絶対にやめましょう。

 　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１３ 詳しくは

春の交通安全県民運動がはじまります
お
知
ら
せ
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　さが“食と農”絆づくりプロジェクト藤津地区推進会議では、「食農学習」の推進を図るため、ふるさと先生の派

遣を希望される団体などを募集します。

出張講座内容　潤作物の栽培方法（コメ・さつまいもなど）

　　　　　潤地元農産物を使った食品加工づくり（郷土料理・パン・ピザ・みそ・まんじゅうなど）

　　　　　潤その他農業に関する内容（お茶の入れ方など）

派遣する団体　保育園（所）・幼稚園、小・中・高等学校、ＰＴＡ（保護者会）、消費者グループなど

派遣費用　ふるさと先生の派遣にかかる経費（謝金、旅費）は、藤津地区推進会議で負担します。

　　　　　（ふるさと先生の派遣は、１回あたり２時間程度、１～２人を目安としています。）

　　　　　ただし、実習などで使用する材料費等は派遣受け入れ先（依頼者）が負担してください。

募集期間　４月３日（水）～２５日（木）

 　さが“食と農”絆づくりプロジェクト藤津地区推進会議

　　　　　煙鹿島農林事務所農政課　緯０９５４（６３）５１１２

　　　　　煙藤津農業改良普及センター　緯０９５４（６２）５２２１

　　　　　煙市農商工連携推進室　緯０９５４（６３）３４１１

詳しくは

ご利用ください ふるさと先生派遣制度
お
知
ら
せ

健康保険の切替手続きはお済みですか？
お
知
ら
せ

　春は引越し・就職・退職など異動の多い時期です。

　それに伴い、新たに国保へ加入したり、国保からそ

の他の保険（社会保険等）に変更になった場合は、変

更になった日から２週間以内に市に届出をする必要が

あります。自動的に切り替わることはありませんので、

健康保険の変更があったご家庭は届け出済みかどうか

の確認をお願いします。

届け出に必要なもの

潤国保に加入するとき

　（職場の健康保険をやめたとき、扶養からはずれたとき）

　覚職場の健康保険を喪失した証明書（離職票など）

潤国保をやめるとき

　（職場の健康保険に加入したとき、扶養に入ったとき）

　覚国民健康保険証と職場の健康保険証

　※健康保険証が交付されるまでに２週間以上かかる

　　場合もありますが、その場合も交付を受けたらす

　　ぐ届け出るようにしてください

届　出　先　市民課窓口

 　保険健康課国保係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

届け出が遅れると・・・

　国民健康保険税が課税されたままになることがあり

ます。また、３カ月以上届け出が遅れた場合、条例に

基づき『２,０００円～１００,０００円の過料』が課せられます。

（遅れた期間によって金額が異なります。）

４月１日から未熟児養育医療と障害者自立支援医療（育成医療）の
手続き窓口が市に変わります

　これまで、杵藤保健福祉事務所で受付をしていた未熟児養育医療と障害者自立支援医療（育成医療）の給付に関す

る手続きの窓口が、権限移譲により平成２５年４月１日から市役所に変わります。

　手続きが必要な人は、下記までお問い合わせください。

お
知
ら
せ

担　当　課対　象　者給付事業名

保険健康課予防係（保健センター）

緯０９５４(６３)３３７３

鹿島市に住所を有し、身体の発育が未熟な状況で生ま

れ、養育医療を受ける必要のある未熟児（１歳未満）
未熟児養育医療の給付

福祉事務所障がい福祉係

緯０９５４(６３)２１１９

鹿島市に住所を有し、障がいや現在の病気を放置する

と障がいが残る可能性があり、手術などの医療によっ

て障がいの改善が見込まれる１８歳未満の児童

障害者自立支援医療

（育成医療）の給付
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恭固定資産課税台帳の閲覧

　対　象　者

　潤市内に土地または家屋を所有する納税義務者

　潤市内の土地または家屋の借地・借家人

　潤固定資産を処分する権利を有する一定の人

　方　　法

　　本人を確認できる証明書（免許証等・法人は会社印が必要）、

　委任状、賃貸借契約書、処分する権利を確認できるも

　のなどを持参し、税務課窓口に申請してください。

　そ　の　他

　　対象となる人は固定資産課税台帳に関する記載事

　項証明書を求めることもできます。

恭固定資産税縦覧帳簿の縦覧

　市内に土地または家屋を所有している納税者また委

任を受けた代理人は、市内にある土地または家屋の価

格等を縦覧帳簿で確認できます。

　と　　き　４月１日～７月１日

　　　　　　８時３０分～１７時１５分（土・日・祝日を除く）

　方　　法　本人を確認できる証明書（免許証など）を

　　　　　　持参し、税務課窓口に申請してください。

　　　　　　代理人は合わせて委任状が必要です。

 　税務課課税係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１８

詳しくは

　税務課では、課税台帳の閲覧および縦覧帳簿の縦覧ができます。

固定資産に関する閲覧および縦覧ができます
お
知
ら
せ

　軽自動車税は４月１日現在登録している所有者（使用者）に課税されます。

　車両の所有者として届け出ている人には、５月中旬に納税通知書を送付します

ので、内容を確認して納期内に納めましょう。

　また、身障者等（身体障害者または精神障害者）の移動のために所有している

軽自動車には、減免基準により軽自動車税の減免制度があります。

　期限内に手続きをしなかった場合は減免できませんので、期限内に手続きを済ませましょう。

軽自動車税の納期限
納付書の納付は５月３１日（金）
（口座振替日は５月３１日（金））

軽自動車税の納期限と減免申請
お
知
ら
せ

身障者等の減免申請について
対　象　車　煙身障者等本人が所有する軽自動車

　　　　　煙身体障害者が１８歳未満の場合または精神障害者の場合は、生計を同じくする人が所有する軽自動車

　　　　　※普通自動車の減免（県）を受けていない場合に限り、対象車の減免が受けられます。

受付期間　４月１日（月）～５月２４日（金）

と　こ　ろ　税務課窓口

恭今年初めて申請する人

　持参品　胸車検証（軽自動車届出書）　胸身体障害者手帳や療育手帳など　胸運転免許証　胸印鑑（認印可）

恭昨年（平成２４年度に）減免を受けた人

　今年度も引き続き減免となりますので、手続きの必要はありません。

　ただし、昨年申請した車両を廃車等し、別の車両へ変更（登録）する人は申請が必要です。

 　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

製　品　名　空間除菌剤「ウイルスプロテクター」

発　売　元　（株）ダイトクコーポレーション

　　　　　（輸入元　ＥＲＡ　Ｊａｐａｎ（株））

被害の状況　化学熱傷を起こすおそれ

問合せ先　（株）ダイトクコーポレーションお客様係　

　　　　　緯０１２０（９８８）０３０

製　品　名　ＴＤＫスチーム式加湿器

　　　　　（機種：KS‐５００H、KS‐３００W、KS‐３１W、KS‐３２G）

製　造　元　ＴＤＫ（株）

被害の状況　発煙、発火に至るおそれ

問合せ先　ＴＤＫ（株）お客様係

　　　　　緯０１２０（６０４）７７７

リコール製品をお持ちではありませんか？
お
知
ら
せ

　下記の製品をお持ちの場合は、直ちに使用を中止し事業者に連絡してください。 

　また、リコール情報は消費者庁リコール情報サイト（http://www.recall.go.jp/）で見ることができます。

 　商工観光課商工労政係　緯０９５４（６３）３４１２詳しくは
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保険料免除等と年金給付の関係

　所得が少ないなど、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続きによって保険料

の納付が免除または猶予される制度があり、次の３種類があります。

　※１月から６月までに申請される場合は、前々年所得が基準となります。

怯保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け

　取ることができない場合があります。保険料を納めるか、納めることが困難な場合には上記の申請をしましょう。

　申請の受付は市民課で行っています。印鑑・年金手帳をご持参ください。なお、所得要件確認のため税務申告が

　なされていることが条件となります。

怯離職者、震災・風水害等の被災者の人は所得に関係なく該当する場合があります。離職者で、申請する年度また

　は前年度に退職（失業）の事実がある場合、雇用保険受給資格者証、離職票等の写しが必要です。

　※障害年金や生活保護を受けている人は「法定免除」となります。

怯将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、上記申請により免除または猶予された期間について、１０年以内で

　あれば、さかのぼって保険料を納めること（追納）ができます。

　ただし、承認を受けた翌年度から起算して３年度目以降は加算金がつきますので、早めに追納してください。

※一部納付については、一部納付保険料を納付していることが必要となります。

 　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

国民年金保険料の納付が困難なときは？
－国民年金保険料免除制度があります－

お
知
ら
せ

○ ○ △ × ×

○ ○ △ ○ ×

○ ○ △ ○ ×

未　　納
若年者納付猶予
学生納付特例

一部納付全額免除納　　付年金給付との関係

算入されません算入されます算入されます算入されます算入されます
受給資格期間に

算入されるか?

遺
族
基
礎
年
金

障
害
基
礎
年
金

算入されません算入されます算入されます算入されます算入されます
受給資格期間に

算入されるか？

老
齢
基
礎
年
金

反映されません反映されません
８分の５～８分の７
反映されます

２分の1
反映されます

反映されます
年金額に反映さ

れるか？

①全額免除・一部納付申請

本人・世帯主・配偶者の前年所得

が一定額以下の場合には、申請に

より保険料の納付が全額免除また

は一部納付になります。

②若年者納付猶予申請

３０歳未満の人で本人・配偶者の

前年所得が一定額以下の場合には、

申請により保険料の納付が猶予さ

れます。

③学生納付特例申請

学生の方が本人の前年所得が一定

額以下の場合には、申請により保

険料の納付が猶予されます。在学

証明書または学生証の写しの提出

が必要です。
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『人間ドック』『脳ドック』検診の費用を
一部助成します

　市では、国民健康保険加入者の健康維持、病気など

の早期発見・早期治療のために、ドック検診の費用を

一部助成します。

対象者（次の条件をすべて満たす人）

毅昭和１８年４月２日～昭和５８年４月１日生まれの人

毅平成２５年４月１日現在、鹿島市国民健康保険に加入

　している人

毅国保税の滞納がない人

毅脳疾患の既往・治療歴がない人（脳ドック希望者のみ）

受付期間

　４月１日から４月１９日までに市保健センターへ電話

　でお申し込みください。

　審査後助成の可否を後日連絡します。

受診医療機関

　胸織田病院（市内）　　胸志田病院（市内）

　胸納富病院（市内）　　胸新武雄病院（武雄市）

助　成　額　２０,０００円

定　　員　１００人

優先順位　

　対象者かどうか審査後、定員を超える応募があった

　場合、「年齢」「ドック助成歴」「過去の疾病歴」

　などで助成対象者を決定します。

注意事項

　同一年度に特定健診を受けた人は、人間ドック・脳

　ドック検診費用の助成を受けることができません。

 　鹿島市保健センター　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

お
知
ら
せ

時間ところとき時間ところとき

９:３０～１０:００

１０:３０～１１:００

１２:００～１３:３０

七浦公民館

浜公民館

市民会館

５／１７
（金）

１０:００～１０:３０

１０:５０～１１:２０

１３:３０～１４:２０

中尾公民館

古枝公民館

北鹿島公民館

４／１７
（水）

９:３０～１０:３０

１１:００～１１:３０

１３:３０～１４:１０

横田公民館

のごみふれあい楽習館

北鹿島公民館

５／１８
（土）

９:３０～１０:２０

１０:４０～１１:１０

１３:３０～１４:３０

貝瀬公民館

中浅浦公民館

のごみふれあい楽習館

４／１８
（木）

９:００～１０:００

１０:３０～１２:００

古枝公民館

市民会館

５／１９
（日）

１０:００～１０:３０

１１:００～１１:３０

１３:３０～１４:００

飯田公民館

小宮道公民館

中町公民館

４／１９
（金）

　生後９１日以上の犬を飼っている人は、

狂犬病の予防注射（１年に１回）と犬の

登録（一生に１回）を必ず行いましょう。

　注射日程は、右表のとおりです。

手　数　料

　潤登録済の場合・・・３,０５０円

　潤新規の場合・・・・・６,０５０円

　おつりが出ないようご協力ください。

※新規登録の犬は飼い主の住所・氏名、

　犬の種類・毛色・名前・生年月日・

　性別を確認します。

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

狂犬病予防注射・犬の登録のお知らせ
お
知
ら
せ

　市では、公用車・駐車場などに加え、庁舎内に広告

付地図情報板を設置し有料広告事業を行っています。

　地図情報板には、市内事業者などの広告をはじめ、

庁舎案内図・市内の主要公共施設を掲載し、作成から

設置、広告の募集や営業は次の事業者に委託していま

す。

広告代理店　表示灯（株）福岡支店

　　　　　緯０９２（７６１）２６１１

広告募集　４月上旬まで

 　総務課総務係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１３

詳しくは

　

広告付地図情報板への有料広告募集中
募
　
集

企業名および写真掲載場所

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

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

整理に取り組んでいます。

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

当を行っています。

恭佐賀県滞納整理推進機構とは？

恭勤務先、金融機関等の財産調査の実施、差押を行っています！

恭滞納整理の流れ

鹿島市は佐賀県滞納整理推進機構と共同で
市税の徴収強化に取り組んでいます！

お
知
ら
せ

換　　価
・金融機関、生命保険会社、勤務先からの取り立て

・公売（佐賀県・市町合同公売会）、インターネット公売など

差　　押
・預貯金、生命保険、給与など

・電化製品、美術品、機械、器具など

財産調査
・金融機関、生命保険会社、勤務先などへの照会

・自宅、事業所への財産の捜索

▼▼

▼▼

▼▼

滞納金への充当

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

　 　市税務課納税係　緯０９５４（６３）２１１８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

交通災害共済の加入申込を受け付けています
お
知
ら
せ
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　ご協力により２,３８３人に受診していただきました。

　平成２４年度の結果から、鹿島市国保が後期高齢者医

療に支払う支援金の額への影響はありませんでした。

　健診結果に応じて、メタボリック

シンドロームのリスクが出てきた人

は、特定保健指導（積極的支援・動

機付け支援）を、医師・保健師・管

理栄養士などから無料で受けること

ができます。

　特定健診の結果、保健指導が必要

となられた人はぜひご利用ください。

対　象　者　平成２５年度中に４０歳～７４歳になる国保加入者

　　　　　※現在、生活習慣病で治療中の人も、特定健診を受けることができます。

健診場所　県内の委託医療機関（詳細は受診票と一緒にお知らせします）

健診期間　５月１日（水）～１２月２５日（水）

自己負担　１,０００円

持　参　品　『国保保険証』と『受診券』『受診票』（４月下旬にお送りします。）

※受診票は、必ず事前に鉛筆で記入し、折り曲げたり丸めたりしないでください。

　平成２５年度受診率目標値は４５％です。約２,７００人の人の受診が必要となります。

 　保険健康課国保係（エイブル１階　保健センター内）　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

特定健診を受けましょう

鹿島市在住の後期高齢者の健診（　７　５　歳以上の人） 
健診時期は１０月～１２月を予定していますので、9月末ごろに受診票などをお送りします。

特定
健診

平成２５年度 鹿島市国保の特定健診

平成　２　４　年度の特定健診受診状況

平成　２　５　年度の特定健診受診率目標値

特定健診・特定保健指導を受けると

　メリット①　生活習慣病を早期に発見できる

　　特定健診を受ければ、生活習慣病の進行を早い段階で発見できます。

　メリット②　計画的に生活習慣を改善できる

　　特定保健指導で生活習慣病を発症する危険度に応じて支援が受けられます。無理のない計画を立て

　　て実践するので、生活習慣の改善もできます。

　メリット③　継続した健康管理ができる。

　　特定健診・特定保健指導の結果は、医療保険者（鹿島市）で保管します。そのため継続的に健康状態

　　を把握できます。

　メリット④　医療費を節約できる

　　生活習慣病の発症を防ぐことで、家庭の医療費を節約できます。結果として国民医療費の削減にな

　　り、保険料の抑制にもつながります。

［平成２５年３月速報値］
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介　護　保　険

上手に介護サービスを活用するために

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

　訪問介護として受けられるサービスはさまざまあります。ただ、頼めることは全部頼むのではなく、

自分でできることは自分でやり、できない部分をサポートしてもらうことで、自分らしく自立した生

活の維持・向上を目指しましょう。

自分でできることはなるべく自分でしましょう

　ホームヘルパーさんに日常生活を援助してもらうことになりましたが、具体的にはどんなことが頼

めますか？また、頼めないことは何ですか？

ホームヘルパーさんに、なんでも頼めますか？

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ
恭訪問介護で受けられる主なサービス

身体介護
煙食事や入浴の介助　　煙衣類の着脱の介助

煙通院、外出の介助　　煙体位変換

煙おむつの交換、排せつの介助

煙洗髪、つめ切り、からだの 清拭 　　　　など
せいしき

生活援助
煙食事の準備や調理　　煙衣類の洗濯や補修

煙掃除や整理整頓　　　煙ベッドメイク

煙生活必需品の買い物　煙薬の受け取り

など

恭次のようなサービスは頼めません

直接本人の援助に該当しないサービス
煙家族など利用者以外のための家事

　（家族全員分の食事の準備や洗濯など）

煙来客の対応（お茶や食事の手配など）

煙自家用車の洗車や清掃　　　　　　　　など

日常生活の援助の範囲を超えるサービス
煙犬の散歩などペットの世話　　煙留守番

煙草むしりや花木の手入れ

煙家具や電気機器などの移動や模様替え、修繕

煙室内外の家の修理、ペンキ塗り

煙大掃除、ガラス磨き、ワックスがけ

煙正月の準備など手間をかけてする調理

煙医療行為　※訪問看護サービスなどを利用しましょう。

煙預貯金の引き出しなど金銭や貴重品の取り扱い

　※日常生活自立支援事業や成年後見制度を利用しましょう。

など

恭ホームヘルパーと上手につきあうコツ
煙ホームヘルパーは家庭のお手伝いさんではなく、利用者本人の自立を支援するのが役割であることを念頭に置い

　ておきましょう。

煙事前に頼むことやその優先順位を決めておきましょう。

煙本人だけでなく、家族も自分たちでできることは明確にしておきましょう。

煙要望や感謝の気持ちは素直に伝えて、お互いに誤解を防ぐよう心がけましょう。
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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

に行ってみよう

 口ヨシノ展
～鹿島錦と歩んだ半生～

床　の　間
コーナー

　 口ヨシノさんは、台湾に生

まれ戦時中に鹿島へ移住。

　１９６８年に発足した鹿島錦

保存会に当初から参加し、鹿島

市が誇る伝統文化の保存・継承

に努めてこられました。

　今回の展示は、 口さんの４０年以上に

わたる優美な鹿島錦制作の集大成として、

数々の受賞作品などを展示します。

※途中作品入れ替えあり。

ご本人によるギャラリートーク開催　４月２０日（土）１０時～

展示期間　４月５日（金）～５月３０日（木）

子どもの読書週間行事のお知らせ市　民
図書館

①一日図書館職員体験
図書館のお仕事にチャレンジ！
と　き　５月１２日（日）
　煙小学１～３年生　９時～１１時３０分
　煙小学４～６年生　１３時３０分～１６時
募集人数　１２人（当選者に連絡）

②図書館探検隊
普段皆さんが入ることのできない
図書館の裏側がのぞけますよ。
と　き　５月３日または４日
　　　　（４月２５日以降、申込者に連絡）

エイブルからのお知らせなど

 沖 　
おき

 仁 　コンサートスタイル
じん

フラメンコギター２０１３
えいぶる

事　　業

定員になり次第締め切りますので、早めに左記へお

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

受講料ところ開講期間講　師定員講　座　名

５００円/１回
エイブル２階

和室

５月開講予定

［月２回・水曜日］　１９時～２０時３０分
熊谷　 理子 さん

あ や こ

１５人沖縄三線教室②

５００円/１回

材料費　１,８００円

/１２回分前納

エイブル２階

和室

５月８日～１０月２３日

［月２回・水曜日］　１０時～１２時
吉田 和子さん１５人茶道教室②

市民図書館は９時３０分開館！

朝からゆっくり図書館でおくつ

ろぎください。

職員一同、皆さんのお越しをお

待ちしています！！

　スペインのフラメンコギターコンクールでの優勝歴が
あり、「情熱大陸」などでも紹介され、さまざまなアー
ティストとも積極的に共演している、沖仁のギターデュ
オコンサート。
と　　き　６月２２日(土)　１８時３０分開場　１９時開演
と　こ　ろ　エイブルホール【全席自由】

出　　演　沖仁、小林 智詠 (ギター)
ちえい

発　売　日　４月２７日（土）
前　売　り　一　般　２,０００円　　高校生以下　１,０００円 　
　　　　　※楽修大学生各５００円引き。当日各５００円増し。

岩崎宏美 with宗次郎
～心のふるさとを求めて～

　岩崎宏美と宗次郎によるコンサート。二部構成で、二部には市民による合唱
参加があります。参加者募集中！曲目は『翼をください』『浜辺の歌』の２曲。
と　　き　８月４日（日）　１８時３０分開演
と　こ　ろ　市民会館
募集人員　小学生以上の楽修大学生、５０人程度（先着順）
　　　　　未入学の人はご入会ください。（年会費１,０００円、高校生以下５００円）
　　　　　※会場では座れませんが、第一部は２階席後ろで立見ができます。
申込締切　５月２日（木）
そ　の　他　申込方法など、詳しくは「エイブルの木4月号」・楽修大学ホーム
　　　　　ページをご覧いただくか、左記へお問い合わせください。

宝 く じ

まちの音楽会

コーラス隊
募集鎧

み　わ　こ

応募方法　小学校で配布されるチラシに付いている応募券を、小学校
　　　　　図書室や市民図書館にある応募箱へ。
募集期間　４月１０日（水）～４月２１日（日）

③図書館ビンゴ
いろんな本を借りてビンゴカードを制覇しよう！プレゼントあり！
と　き　５月１日～６日（申込不要）

 　市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは
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“chill out” 

今月のキーフレーズ

№８８

この表現は、「頭を冷やす、ゆっくりする、落ち着く」という意味で

使われます。
ジョリン先生

こんなときこのひとこと、学校だより

（ジャスティン）僕ヘトヘトに疲れてるよ。フィル、

　　　　　彼女とケンカばかりしてるんだ！

（フィル）ジャスティン、頭を冷やせよ！

　　　　　すぐに状況はよくなるよ。

Justin:

Phil:

I'm stressing out, Phil! I keep fighting 
with my girlfriend.
Justin chill out! Things will get better 
soon.

感謝のつどい

古枝小学校

校学 だ よ り

No.1９１ 　５年生は、米作りを通して農業体

験学習を行いました。種もみまき・

田植えから稲刈り・脱穀まで米作り

に関わることを体験として学んだだ

けでなく、多くの人たちとのつなが

りの中で自分たちが支えてもらって

いることを学びました。

　２月１４日（木）には、米作りを指

導していただいた「田んぼの先生」

やアジア各国の農業研修生（オイス

カ）、そして、しめ縄作りでお世話

になった老人会の皆さん、収穫した

米を使ってさくら餅作りを教えてい

ただいた食改協の皆さんをお招きし

て「感謝のつどい」を開きました。

　ゲームやクイズで交流を深め、一

緒に桜もちをいただきながら、活動

を振り返りました。そして、感謝状

とともに、「ありがとうございま

す」「いただきます」「ごちそうさ

までした」の言葉を添えて、感謝の

気持ちを伝えました。

児童の感想

煙お客さんたちがとても楽しそう

だったので良かったです。笑いなが

らみんなで食べたからよりおいし

かったです。今日、いろいろなこと

を学んだので、その気持ちを忘れな

いようにしたいです。

煙ぼくたちが一生懸命作った桜もち

を食べてもらいました。老人会の人

が、「とてもおいしい」とほめてく

れたので、嬉しかったです。寓桜もちを囲んでの交流

四Hawaiian Words四
（ ハ ワ イ の 言 葉 ）

 Hau'ali   la   Ho'omaha   loa  :退職おめでとう　　　　
ハウオリ ラ オホマハ ロア

 Hau'ali   la   Ho'omana'o  :記念日おめでとう
ハウオリ ラ ホオマハオ

（フィル）今週はずっとバタバタだよ。

　　　　　僕ゆっくりしなきゃね！

（ジャスティン）僕も同じだよ。今週末は海にでも行

　　　　　こうよ！

（フィル）いいね！

Phil:

Justin:

Phil:

This week has been hectic. I need to chill 
out.
I feel the same way. Let's go to the beach 
this weekend.
Sure!
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

多数の大学と実業団が鹿島で強化合宿！
スポーツ資源を活かしたまちづくり

胸今年の箱根駅伝７位の明治大学・・・・・・・・・・・・２月４日～９日の６日間　２８人

胸今年の箱根駅伝１２位の大東文化大学（男子）・・・・・・・２月１４日～２４日の１１日間　１６人

胸今年の箱根駅伝６位の順天堂大学・・・・・・・・・・・２月１７日～２４日の８日間　２０人

胸今年の全日本大学駅伝出場を目指す九州国際大学・・・・２月２０日～２４日の５日間　１２人

胸昨年の全日本大学女子駅伝６位の大東文化大学（女子）・・２月２２日～３月２日の 9日間　１６人

胸来年３年ぶりの箱根駅伝出場を目指す国士舘大学・・・・３月１１日～１６日の６日間　３０人

胸全日本実業団女子駅伝２１回出場の九電工（女子）・・・・・３月２１日～２６日の６日間　１３人

寓明治大学練習風景（中木庭ダム）

恭合宿の実績

恭合同練習、陸上教室、交流会を開催しました

寓順天堂大学歓迎式典（祐徳稲荷神社） 寓九州国際大学練習風景（クロカンコース）

大東文化大学（男子）・・・交流会

　夕食会場や準備運

動の場所を貸してい

ただいた明朗幼稚園

の子どもたちと体操

やかけっこをして、

楽しいひと時を過ご

すことができました。

明治大学・・・合同練習

　クロスカントリー

コースで合同練習を行

いました。

　大学生のスピードに

必死についていこうと

する、高校生、中学生

ランナーの姿がありま

した。

大東文化大学（女子）・・・陸上教室、合同練習

　昨年大好評だった

外園監督による陸上

教室を今年も開催。

　市内外からたくさ

んの参加がありまし

た。

国士舘大学・・・陸上教室、合同練習

　大学生がわかりや

すく丁寧にマンツー

マンで指導していた

だきました。終始楽

しい雰囲気の中でい

ろんなバリエーショ

ンの練習ができまし

た。

　昨年を上回る７団体約１４０人が鹿島で合宿を行いました。

　蟻尾山公園を中心に強化練習を行う一方、陸上教室などで子どもたちと交流を行いました。
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２月１０・１１・１７日に花取、

笹原、七曲、万才のため池で下

刈と、桜の苗木の植栽が関係

集落の皆さんのご協力により

行われました。

このため池は、昭和５７年３

月に国営多良岳パイロット事

業によって完成した施設です。

毎年２月に実施される活動に

より、水質が保全され、大雨時

の洪水調節機能や山林火災時

の初期消火にも活かされてい

ます。（多良岳地区施設管理体制整

備推進協議会　事務局　農林水産課）

３月４日に佐賀県有明海漁業

協同組合鹿島市支所様から有

明海で今年、養殖・収穫され

たのり３,０９０袋が贈呈され

ました。のりは市内の全小中

学校に配られ、給食時に子ど

もたちに味わってもらいまし

た。

　また、今年は北鹿島小学校

で生徒を交えての贈呈式を行

い、式終了後の給食で味わっ

ていただきました。

　毎年の寄贈、ありがとうご

ざいます。

善行紹介

恭たくさんの激励金・激励品をいただきました

　今回の大学合宿に対して、企業や市民の皆さまから、たくさんの激励金・激励

品をいただきました。誠にありがとうございました。

激励金（順不同）

　　煙有限会社石橋製麺所　様　　　　煙スカイロード商店街振興組合　様

　　煙祐徳自動車株式会社　様　　　　煙株式会社エヌケーフーズ　様

　　煙祐徳バス株式会社　様　　　　　煙祐徳薬品工業株式会社　様

　　煙株式会社宮園電工　様　　　　　煙鹿島機械工業株式会社　様

　　煙肥前通運株式会社　様　　　　　煙有限会社鹿島プロパン　様

　　煙有限会社花の伊東　様　　　　　煙吉牟田建材株式会社　様

　　煙鹿島青果株式会社　様　　　　　煙森鉄工株式会社　様

　　煙株式会社ヨネクラ　様　　　　　煙株式会社ダック　様

　　煙大和塗装株式会社　様　　　　　煙鹿島金融協会　様

　　煙東亜工機株式会社　様　　　　　煙給食青果部　様

　　煙株式会社ひぜん　様　　　　　　煙織田喜六　様

　　煙佐賀西信用組合　様

激励品（順不同）

　　煙佐賀県農業協同組合　様　　　　煙太良町食肉販売協同組合　様

　　煙株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀　様　　　煙鹿島青果株式会社　様

　　煙佐賀県有明海漁業協同組合鹿島市支所　様　　煙株式会社サン海苔　様

　　煙有限会社中村蒲鉾店　様　　　　煙有限会社小笠原商店　様

寓激励品の贈呈

寓バレンタインデーにハート型の
　　天ぷらを差し入れ

寓鹿島産のブランドフルーツ
　さが美人（みかん）、さがほのか（イチゴ）

　たくさんの市民の皆さまに支えられ

て、今年の合宿も無事に終了しました。

　鹿島祐徳ロードレースにも、合宿を

された大学生が多数出走され、１０娃

一般男子の部では大会記録が更新され

ました。

　温かいご声援、励ましをありがとう

ございました。

 　生涯学習課スポーツ係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは
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　４月は、年度の始まりという緊

張感とともに、新しい人との出会

いがある心ときめく月でもありま

す。私たちは家庭、職場、地域な

どの中で多くの人と支え合い、つ

ながりながら生きています。特に

職場は、働く人にとって豊かな人

間関係の中で安心して働ける環境

であることが求められています。

　しかし、厚生労働省の資料によ

ると、職場における「いじめ・嫌

がらせ」の相談件数は、２０１１年度は

約４６,０００件と年々増加をしてきて

います。このような中、「職場に

おけるパワーハラスメントに関す

る実態調査」（厚生労働省）が昨

年実施されました。それによると、

従業員を対象にした調査結果では、

４人に１人が、過去３年間でパ

ワーハラスメントを受けた経験が

あるという実態が報告されていま

す。具体的な内容としては、「ミ

スをみんなの前で大声で言われ

る」などの精神的な攻撃（５５.６%）、

「遂行不可能なことの強制」など

の過大な要求（２８.７％）、「挨拶の無

視」などの人間関係からの切り離

し（２４.７％）などが高い比率で発生

しています。言うまでもなく職場

におけるこのような行為は、放置

しておけば働く人の意欲を低下さ

せ、時には命すら危険にさらす場

合もあるとも言われています。

　人はそれぞれ違った個性や特徴

を持っています。特に新入社員や

新しい仲間を迎えるこの時期、

「一人ひとりがお互いの違いを認

め合い、他の人の人権を守ること

が、ひいては自分の人権を守るこ

とにつながる」ということを改め

てしっかり心にとめて、パワーハ

ラスメントのない職場を目指して

いきたいものです。

４月　新し い出会いの中で
～パワーハラスメントのない職場を～

噛ご意見などをお寄せください　人権・同和対策課　緯０９５４（６３）２１２６

このごみどの袋・人権の輪

旧料金の指定袋と粗大ごみステッカーはご利用できません
　旧料金の指定袋や粗大ごみステッカーでごみステーションに出ていることがあります。現在は旧料金の指定袋や

粗大ごみステッカーでは回収できません。平成１１年度の料金改定時に交換期間を設けて対応しましたが、現在は

対応することができません。

「もえないごみ　その他」へ入れる物の一例

 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

もえないごみ　その他に入れるものは
　その他のごみ袋という感じがして、燃える物も「もえないごみ　その他」の袋で出していませんか？

　火を付けたら燃える物は「もえないごみ　その他」の袋に入れないでください。陶器類、ガラス類、鍋・やかん、

小型の家電製品などが「もえないごみ　その他」に袋に入ります。

ガラスコップ さら茶碗 ガラス

なべ 炊飯器 カセットコンロ
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　転勤や進学などに伴い、住所の異

動が多い年度始めの土曜日・日曜日

も手続きを受け付けます。

と　　き　４月６日（土）、７日（日）

　　　　　８時３０分～１２時

と　こ　ろ　市民課窓口

内　　容　次の手続きを受け付けます。

潤転入・転出などの住所異動届

　これに伴う、国民健康保険および

　介護保険の手続き

潤出生・死亡・婚姻などの戸籍に関

　する届け出

 　市民課市民年金係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７

 

　下水道認可区域以外で、４月１日

から平成２６年３月３１日までに浄

化槽を設置する人は、補助の対象に

なります。補助を希望する人は、着

工前に申請してください。

　ただし、浄化槽設置者講習会を受

講しているなど必要条件があります。

対象浄化槽・予定補助金

　５人槽　３３２,０００円（１３０㎡未満住宅）

　７人槽　４１４,０００円（１３０㎡以上住宅）

　１０人層　５４８,０００円（二世帯住宅）

申請期間　４月１日（月）から補助

　　　　　予定数終了まで（先着順）

そ　の　他　工事開始日は国の補助金

　　　　　決定後となります。

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

おお知知ららせせ
ご利用ください

市民課窓口　休日開庁

詳しくは

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

詳しくは

 

　市立保育所みどり園は、４月１日

から社会福祉法人ことじ会が運営す

る新しい保育所としてスタートしま

した。

　これまで同様、地域に根差し、地

域に信頼される保育所を目指されて

います。

 　福祉事務所社会福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

 

　国民健康保険には、長年会社など

に勤められ、年金の受給権がある人

を対象とする『退職者医療制度』が

あります。次の該当条件をすべて満

たす人は６５歳になられるまでの間、

退職者医療制度で医療を受けること

になります。

　該当する人は、市民課へ年金証書

と国民健康保険証をお持ちいただき

手続きをお願いします。

【退職者医療制度の該当条件】

毅国民健康保険に加入されている人

毅厚生年金や各種共済年金の加入期

　間が通算２０年以上、または４０歳以

　降に１０年以上ある人

 　保険健康課国保係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

 

　皆さんの盛大な応援をよろしくお

願いします。

と　　き　４月２１日（日）

　　　　　９時３０分キックオフ

と　こ　ろ　陸上競技場メイングラウンド

 　鹿島ライオンズクラブ事務局

　　　　　緯０９５４（６３）４５７６

 

　４月は未成年者飲酒防止強調月間

です。未成年者の飲酒は、からだや

心の発達が盛んな時期に悪影響を与

えます。

 　佐賀税務署　酒類指導官

　　　　　緯０９５２（３２）７５１１

保育所みどり園の運営事業者が
変わりました

詳しくは

定年退職後に国民健康保険
へ加入される皆さんへ

詳しくは

鹿島ライオンズクラブ旗争奪
少年サッカー大会

詳しくは

お酒は二十歳になってから

詳しくは

 

　後期高齢者（７５歳以上の市民）を

対象としたはり・きゅう助成制度の

受診券（桃色）の有効期限が３月３１

日のため、４月１日以降は新しい受

診券（草色）が必要となります。

発券開始　４月１日（月）から

申請窓口　市役所１階　保険健康課

必要なもの　後期高齢者医療の保険証

注　意　点　受診券の再発行はできま

　　　　　せんので、紛失にはご注

　　　　　意ください。

 　保険健康課国保係　　　

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

 

開山期間　

　５月３日（祝）～９月２８日（土）

　ゴールデンウィークおよび土曜日・

　祝前日の宿泊のみ。

　※夏休み期間中は木・金・土・日・お盆の宿泊可

宿泊料金　

　コテージ　　１２,４３０円

　バンガロー　　２,２００円～７,３５０円

予約受付開始　４月１日（月）９時～

 　商工観光課観光振興係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

 

　佐賀県立病院好生館は、佐賀市嘉

瀬町中原へ移転し、名称は「佐賀県

医療センター好生館」となります。

　新病院での診療は５月７日（火）か

ら開始します。

　移転に伴い、移転前後の一定期間、

外来や救急などの診療を一時的に休

診させていただきます。

　大変ご迷惑をおかけしますが、よ

ろしくお願いします。

一般外来休診日

　４月２７日（土）～５月６日（振休）

救急外来休診日

　４月３０日（火）～５月１日（水）

 　地方独立行政法人

　　　　　佐賀県立病院好生館

　　　　　新病院建設課

　　　　　緯０９５２（２８）１２５０

後期高齢者はり・きゅう
受診券の更新手続き

詳しくは

奥平谷キャンプ場
予約受付開始

詳しくは

佐賀県立病院好生館は
移転します

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ
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建家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

　チップ堆肥はいかがですか

建各種作業の注文や火災報知機の取

　り付けをお受けします

建刃物研ぎいたします

と　　き　４月１９日（金）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。

建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　４月１８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

 

　クレーン車作業・鯉のぼりやつり

針などが電線にかかった場合は、感

電事故や停電の原因になり大変危険

です。

　自分で取らず、必ず九州電力へご

連絡ください。

 　九州電力（株）武雄営業所

　　　　　緯０１２０（９８６）３０４

 

 

　鹿島市ジュニアリーダーズクラブ

は、中学生・高校生を中心に活動す

る青少年ボランティアグループです。

　地域のお兄さんお姉さんとして、

「わんぱくスクール」の催しやイベ

ントを企画し、子どもたちのお世話

や指導をしています。みんなで楽し

く活動して、思い出をたくさん作り

ませんか？

　初めてでも大歓迎！いつでも入会

できますので、皆さんも一緒にジュ

ニアリーダーとして活動しましょう。

入会資格　中学１年生～高校３年生

 　生涯学習課社会教育係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

農作業、畑作業お受けします
鹿島市シルバー人材センター

詳しくは

電線注意！

詳しくは

募募 集集
鹿島市ジュニアリーダー

大募集！

詳しくは

 

　市内のほかの学校にたくさんの友

だちを作って、鹿島では体験できな

い沖縄での研修に隊員として参加し

てみませんか。また、そんな子ども

たちと一緒に、感動の夏を迎えたい

スタッフも募集します。

と　　き　８月２１日（水）～２４日（土）

と　こ　ろ　沖縄県（事前研修は市内）

隊員資格　市内の小学４年生～

　　　　　　　　　　　中学3年生

定　　員　６５人(応募者多数の場合抽選）

スタッフ業務　子どもたちの指導・支援など

そ　の　他　応募方法などは、小中学

　　　　　校へ配布する募集チラシ

　　　　　でお知らせします。

 　鹿島ドリームシップ実行委員会

　　　　　　（市生涯学習課内）

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

 

　市では、社会人権・同和教育活動

事業として書道教室・ペン習字教室・

生け花教室を開催しています。

　詳しくは各集会所へお問い合わせ

ください。

・書道教室

と　き　毎月第１・３金曜日

講　師　植松文子さん

参加費　実費（紙代など）

ところ　教育集会所

　　　　緯０９５４（６３）２１３０

・ペン習字教室

と　き　毎月第２・４金曜日

講　師　植松文子さん

参加費　実費（紙代など）

ところ　同和教育集会所

　　　　緯０９５４（６３）４４７７

・生け花教室

と　き　毎月第２火曜日

講　師　吉田 和子さん

参加費　実費（花代など）

ところ　同和教育集会所

　　　　緯０９５４（６３）４４７７

鹿島ドリームシップ
隊員・スタッフ募集

詳しくは

書道・ペン習字・生け花
教室の受講者募集

 

　中心商店街の活性化を目的に、空

き店舗を賃借して新規出店される人

に対して、店舗改装費用の一部を補

助します。

　空き店舗の情報や手続き方法など

についてはお問い合わせください。

補　助　額　補助対象経費の１/２以内

　　　　　（限度額１００万円）

申込締切　４月３０日（火）

 く鹿島商工会議所

　　　　　緯０９５４（６３）３２３１

 

 

　多良岳横断林道を使い、 矢嶽 展望
やだけ

広場まで歩く山あり谷ありのウォー
キングコース。展望広場からは佐賀
市内、さらに有明海の先には大牟田
市内まで見えます。
　眺望を楽しみながら、当館手作り
のお弁当をどうぞ！
　小鳥のさえずりを聞きながらのん
びりウォーキングしませんか？
と　　き　５月１１日（土）
　　　　　９時３０分～１６時
　　　　　※雨天時は５月２５日（土）に延期
集合場所　自然の館「ひらたに」
　　　　　９時１５分までに集合
定　　員　５０人（小学４年生以上）
参　加　費　１,０００円
　　　　　（食事代、弁当代、保険料込）
持　参　品　飲み物、タオル、着替え、
　　　　　雨具など
そ　の　他
　自然の館に戻った後はイノシシ汁
　をどうぞ！入浴もできますので、
　どうぞご利用ください。
 　自然の館「ひらたに」　
　　　　　緯０９５４（６４）２５７９
　　　　　９時～１７時（火曜日休館）

空き店舗を活用した
新規出店を支援

詳しくは

イイベベンントト
能古見山渓ウォーキング

参加者募集

申　込　先

不動産の価格、取引、法律など

不動産鑑定士による

　　　不動産の無料相談会
と　　き　４月５日（金）１０時～１５時

と　こ　ろ　アイスクエアビル（佐賀市）、

　　　　　鳥栖市役所、伊万里市役所

 　（社）佐賀県不動産鑑定士協会

　　　　緯０９５２（２８）３７７７

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ・募集・イベント
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　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（城内）

資　料　代　２００円（入場無料）

　　　　　※４月４日は資料代不要

講師・内容

噛４月４日（木）

　第２６回総会

　記念講演　橘・渋江氏と河童伝説

　講師　橘町歴史研究会会長

　　　　市丸昭太郎さん

噛５月２日（木）　

　演題　井原喜代太郎日記から見た明治

　講師　江島美央さん（市生涯学習課）

噛６月６日（木）　

　現地研修　塩田地区・石工の軌跡巡り

　現地案内　芦塚典子さん

　　　　　　（嬉野市郷土史研究会会員）

　定　　員　２２人

　出発時間　１３時に市役所前出発

 　鹿島史談会事務局　松永

　　　　　緯０９５４（６３）３６６５

 

　パソコンを使っているから、使え

るにレベルアップ！

と　　き

①１０時～１２時　②１３時３０分～１５時３０分

③１８時３０分～２０時３０分

※各コース合計４回。ご希望のコー

　スと日時を事前にご予約ください。

と　こ　ろ　ＮＰＯ法人リライフ

定　　員　各４人

参　加　費　各５,０００円（テキスト代込）

※その他ご要望相談ください。

 　

　　ＮＰＯ法人リライフ

　　緯０９５４（６３）２４２８

講講座座・・教教室室
鹿島史談会

鹿島の歴史講座のご案内

詳しくは

パソコン就活講座

申込・問合せ先

 

　趣味・職場・自治会などに役立て

てみませんか？

と　　き　４月８日（月）から３週間

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（事前申込）

内　　容　

　入　　門　パソコンを始めたい人

　初　　級　ワードを使って簡単な

　　　　　　文書を作ってみる。

　パワーポイント　プレゼンテーションの

　　　　　　操作・作成。

受　講　料　３,５００円/全３回

　　　　　（テキスト代込）

そ　の　他　パソコンがない人は会場

　　　　　で準備します。

 

　　ＮＰＯ法人フロンティア

　　緯０９５４（６３）４５７１

 

　国家資格「保育士」の受験対策講

座を開講します。

※保育士国家試験の申込手続は、別に必要です。

と　　き　次の各日曜日

※講義内容によって終了時間が異なる場合があります。

※講義科目と日程は、一部変更になる場合があります。

と　こ　ろ　佐賀県社会福祉士会館

　　　　　（佐賀市八戸溝１丁目１５番３号）

受　講　料　１９,９４０円（テキスト代込）

定　　員　１００人程度

申込締切　５月７日（火）（先着順）

 　佐賀県社会福祉士会

　　　　　緯０９５２（３６）５８３３

パソコン教室　受講生募集

申込・問合せ先

平成２５年度
保育士受験対策講座

詳しくは

 

　健康づくりに（特に風邪に弱い人）、

免疫力を高め、自然治癒力を増強す

る気功をやってみませんか。

と　　き　４月２日（火）～９月２４日（火）

　　　　　毎週火曜日１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　福祉会館３階大会議室

参　加　費　３,０００円（６カ月分）

 　宮﨑

　　　　　緯０９５４（６２）５０５５

 

 

　良い遺言の日（４月１５日）に、弁

護士会が全国一斉電話相談を行いま

す。遺言や相続、成年後見について、

下記番号におかけいただくと、佐賀

県弁護士会の弁護士につながります

ので、お気軽にご相談ください。

　また、当日に都合が悪い人は、直

接、わかくす法律事務所・鹿島オ

フィスまでお電話ください。

と　　き　４月１５日（月）１０時～１６時

全国一斉電話相談ダイヤル

緯０５７０（０４１）６０５

 　わかくす法律事務所　鹿島オフィス

　　　　　弁護士　江越　正嘉　　

　　　　　緯０９５４（６９）８１６２

 

 

　詳細は下記に連絡し、願書をお取

り寄せください。

 　自衛隊武雄地域事務所

　　　　緯０９５４（２３）８３０４

気功教室　生徒募集

詳しくは

相相 談談
遺言の日

高齢者のための全国一斉電話相談

詳しくは

試試験験・・採採用用
平成２５年度
自衛官採用試験

詳しくは

一次試験受　付受験資格募集種目

５月１１日

　　１２日

４月２６日

まで

２２歳以上

２６歳未満

一般幹部

候　補　生

受付後に

連絡します

年間を通じて

行っています

１８歳以上

２７歳未満

自衛官候補生

（男子）

情報掲示板　愚　教室・相談・試験

１３時３０分～１６時３０分９時３０分～１２時３０分

社会福祉児童家庭福祉５月１２日

教育原理・社会的養護保育の心理学５月２６日

子どもの食と栄養保育原理６月９日

保育実習理論子どもの保健６月２３日

４月４・８・１１・１５日就活ワード

４月９・１３・１６・２０日就活エクセル

４月２２・２３・２５・２６日パソコン基礎

土金木火月

初級入門①

パ　ワ　ー
ポイント初級入門②
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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０９５４（６３）３３７３４月の子育て

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）

３歳６カ月健診
対　象　平成２１年９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

１１日（木）１歳６カ月健診
対　象　平成２３年９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）

２５日（木）４カ月健診　　　
対　象　平成２４年１２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 

２４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１９年４月２日～平成２０年４月１日

　　　　　　　　に生まれた子ども

接種期限　第２期は４月１日から平成２６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
　平成２４年９月から口から飲む『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
　４月１日からこれまで生後６カ月未満であった対
象年齢が拡大されました。
対象者　生後3カ月から１歳未満の子ども

　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４月２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。

ダニによる感染症に注意しましょう！
　マダニにかまれることによって、重症熱性血小板減

少症候群（ＳＦＴＳ）などの感染症にかかることがあ

ります。

　ダニは春先から秋にかけて活動が盛んになります。

ダニ対策

　草むらややぶなど、ダニの生息する場所で活動する

　場合は、長袖、長ズボン、足を完全に覆う靴を着用

　し、なるべく肌の露出を少なくしましょう。

ダニにかまれたら

　吸血中のダニを見つけたら、できるだけ病院（皮膚

　科）で処置を受けてください。

　かまれてから数日～２週間後に発熱、発疹、下痢な

　どの症状が出た場合は、早めに病院を受診しましょ

　う。
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母子健康手帳

母

子

怯子育て支援

母子手帳交母子手帳交付付

受付　１０：００～１０：３０
内容　手帳交付・説明会
対象　市内在住の妊婦

３３・・１１００・１７・２・１７・２４４日日（水）（水）
赤ちゃん相赤ちゃん相談談

受付　１３：３０～１４：３０
内容　身体測定・健康相談
対象　赤ちゃんと保護者
※来月は５月１５日（水）です

１１７７日（水日（水））
離乳食教離乳食教室室

受付　１０：００～１０：３０
内容　離乳食指導・試食等
対象　５・６カ月児の保護者

９９日（火日（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

対　象　就学前児と保護者

　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（４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（６７）００１６太良町町立太良病院２日（火）

０９５４（４３）２１１１嬉野市　嬉野町田中医院９日（火）

０９５４（６３）１１５８鹿島市　西牟田村山小児科１６日（火）

０９５４（４３）１１４８嬉野市　嬉野町太田医院２３日（火）

０９５４（６３）３２７５鹿島市　中牟田織田病院３０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２月生まれ

１１６６日（火日（火））

のびのび・よちよち合同サークル
　　　　　　　　　　　　　１０時～１２時

１２日（金）　エイブル　『みんな友だち竃』

１９日（金）　楠　風　館　『ママカフェ♪』

胸のびのびサークル
　対　象１歳７カ月児～就学前児と保護者
胸よちよちサークル
　対　象５カ月～１歳６カ月児と保護者

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

２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４月生まれ
　　　　　（希望者のみ）
※必ず歯磨きをして、ご来場ください。

２２５５日（木日（木））

　自由に集って、みんなで助け合い・学び

あう、温かい「ひろば」を開催しています。

　同じ立場で育児の悩みを打ち明けあった

り、日ごろのストレスを発散したり、ママ

たちが作り上げていく「ひろば」です。

　きっと素敵な出会いが待っていますよ。

※４月の子育てひろばはお休みです。
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４月

 卯月 
うづき

１（月）～７（日）　旭ヶ岡公園桜まつり　　　　　旭ヶ岡公園

７日（日）　消防団辞令交付式、新入団員および班長以上幹部訓練

　　林業体育館ほか　９時～

８日（月）　平成２５年度始業式（市内小中学校）

１１日（木）　平成２５年度入学式（市内小中学校）

２０日（土）～５月６日（振休）　春の祐徳植木市

　　　　　　　　　　　　　　　祐徳稲荷神社駐車場

２５日（木）　肥前浜宿まちなみ活用委員会

　　　　　　　　　　　　　継場（八宿）　１９時３０分～

　　　広報かしま　編集・発行

　　　鹿島市役所　総務部　企画財政課　〒８４９－１３１２　佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１
　　　　緯０９５４（６３）２１０１（直通）　姉０９５４（６３）２１２９　URL　http://www.city.saga-kashima.lg.jp/　

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

広報かしま原稿締切日

６月号５月号
５月２日４月２日

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館１階
　１１日（木）　受付１３時～１４時　　　　　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始
　２５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
　４日（木）　１０時～１５時
愚成人健康相談　保健センター
　３日（水）　９時３０分～１０時３０分
愚快互（かいご）のつどい　エイブル３階研修室
　１２日（金）　１３時３０分～１５時
愚住宅設計無料相談　旧池田家（南舟津）
　１３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
　２３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
　１・８・１５・２２日（月）、５・１２・１９・２６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）
　１７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
　２３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
　２５日（木）　　１３時３０分～１６時００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
　２・１６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
　１０・２４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

（４月分）

６・１３・２０・２７日（土）、
７・１４・２１・２８日（日）、
２９日（祝）
※一部休日開庁あり（２１ページ参照）

市役所
保健センター

１・８・１５・２２日（月）、
２５日（木）、３０日（火）

市民図書館

１・８・１５・２２日（月）、
３０日（火）

生涯学習センター
（エイブル）

２・９・１６・２３・３０日（火）
陸上競技場
市民球場・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２５ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日

おおぞら薬局吉田病院　緯（６２）３２０３７日（日）

アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８１４日（日）

西牟田薬局田中医院　緯（６３）４０８０２１日（日）

祐信堂薬局森田医院　緯（６３）３９５６２８日（日）

前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０２９日（祝）

家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
荒木建設　　　　　　緯（６３）１４４５
山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
鹿島設備　　　　　　緯（６３）３２２８
大隈設備　　　　　　緯（６２）１３０２
松本設備　　　　　　緯（６３）１８４１
兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
池田設備左官工務店　緯（６２）１７３２
中村設備　　　　　　緯（６３）４８４６

　６日（土）
　７日（日）
１３日（土）
１４日（日）
２０日（土）
２１日（日）
２７日（土）
２８日（日）
２９日（祝）
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