
～目　次～
愚多数の大学が鹿島で強化合宿・・・・・・・・・・・・２
愚公認鹿島祐徳ロードレース開催・・・・・・・・・・３
愚申告は正しくお早めに・・・・・・・・・・・・・・４～５
愚人権作文等コンクール特選作品の紹介・・６～１１
愚情報掲示板ワイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２～１５
愚エイブルに行ってみよう　ほか・・・・・・・１６～１７
愚こんなときこのひとこと　ほか・・・・・・・・・・・１８
愚このごみどの袋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９
愚トピックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０
愚情報掲示板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１～２３
愚２月の子育て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４～２５
愚くらしの情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６

平成２５年１２月３１日現在

市の市の木木 市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯６－人１－世帯１０,７２１人３１,１５４

世帯３＋人９＋世帯　５,３２６人１４,３６１鹿　　島

世帯３－人３－世帯　１,１６１人  ３,７２２能　古　見

世帯４＋人９＋世帯　１,０１５人  ３,１９３古　　枝

世帯５－人１０－世帯　１,０５０人  ３,１０９浜

世帯２－人１＋世帯　１,２１８人  ３,６８７北　鹿　島

世帯３－人７－世帯　　　９５１人  ３,０８２七　　浦

人４＋人１４,６６４男

人５－人１６,４９０女

　１月１２日、平成５年度に生まれた新成人３１７人が

参加しての成人式が市民会館で行われました。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。

　式典では岡裕也さんが新成人決意の言葉を述べ、栗山

千絵美さんが市民憲章を宣言しました。

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

№１０４２
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箱根駅伝の出場チームが
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・早稲田・国士舘・國學院・順天堂大学の選手たちが、スポーツ合宿

誘致制度を活用して、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、中木庭ダム周辺などを拠点として練習を行います。

　今年も小中高生を対象に早稲田大学競走部渡辺康幸監督をはじめ、各大学による陸上教室や合同練習会も予定さ

れています。

　期間中、街なかで練習中の選手を見かけることもあると思いますので、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！　　　　　　　　　　　 　生涯学習課文化・スポーツ係　緯０９５４（６３）２１２５詳しくは

寓国士舘大学の陸上教室の様子

箱根駅伝で活躍した強豪大学を誘致

昨年の合宿風景

寓大東文化大学生と園児の交流

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。

案内看板と距離表示板を新設！
　クロスカントリーコースの案内看板と距離表

示板を新設し、利用しやすくなりました。健康

づくりのため、ぜひご活用ください。

※合宿の情報は、鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会の

　フェイスブックでご覧になれます。
鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会 検索

隔

各大学の合宿日程（予定）

３　月２　月

明治大学

大東文化大学

早稲田大学

国士舘大学

國學院大學

順天堂大学

１２日～１７日

１３日～２４日

１２日～１９日

９日～１４日

２２日～２５日

１５日～２０日

早稲田大学・國學院大學　初参加！
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公認鹿島祐徳ロードレース大会
　皆さんの温かいご声援をお願いします！
　２月２３日（日）、祐徳稲荷神社参道（古枝　林業体育館前）をスタート・ゴールとする公認鹿島祐徳ロードレースが

開催されます。

　箱根駅伝で有名な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。（今年の箱根駅伝で優

勝した東洋大学や昨年優勝の日本体育大学をはじめ、鹿島で合宿を行う、明治大学・大東文化大学などの選手も参

加します。）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、今年からコースとスタート時間などが、変更になっていますので確認ください。また、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。

怯公認とは？

　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　　き　２月２３日（日）
と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参道

　　　　　（スタート・ゴール）

スタート時間　１０ｋｍ（公認）　　１０時

　　　　　２ｋｍ　小学生　１１時１０分

　　　　　２ｋｍジョギング　１１時１０分

　　　　　ハーフマラソン　１２時００分

　　　　　（２１.０９７５ｋｍ（公認））

　　　　　３ｋｍ　中学生　１２時１５分

 　鹿島市体育協会

　　　　　緯０９５４（６２）３３７９

詳しくは

コースおよび選手通過予定時間
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　２月１７日（月）から３月１７日（月）まで、平成２５年分所得税の確定申告および平成２６年度市県民税申告の受け付

けを行います。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。

　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１７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２１

月２４

火２５

 　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

古枝公民館

大村方・鮒越・上古枝・中尾

月３
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
月１７

下古枝・久保山・奥山・七開火１８

竹ノ木庭・平仁田開拓・矢答市内全域水１９

市役所５階
大会議室

高津原火４
浜 公 民 館

新方・庄金・南舟津・中町・浜新町午前
木２０

西牟田水５湯ノ峰・野畠・北舟津・八宿午後

城内・大手・東町・新町
木６

七浦公民館

江福・飯田午前
金２１

中牟田・横田龍宿浦・嘉瀬浦・音成午後

若殿分・末光・馬渡金７大宮田尾・母ヶ浦・西塩屋午前
月２４

納富分・井手分月１０小宮道・東塩屋・西葉午後

行成・執行分火１１
北鹿島公民館

本町・乙丸・中村・森・古城火２５

小舟津・犬王袋・世間・重ノ木水１２土井丸・井手・三部・新籠・常広・組方水２６

市内全域

木１３
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
木２７

金１４川内・山浦・白鳥尾・山浦開拓・番在開拓

月１７伏原・下浅浦・中浅浦・上浅浦・中川内・早ノ瀬
金２８
大野・広平・貝瀬・土穴・本城・中木庭

恭鹿島市申告相談日程

○上記の申告期間中、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２５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２５年中に収入があり
ましたか？

平成２６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２６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２６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。

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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　市では、毎年１２月４日～１０日の『人権週間』にお

ける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。

　今年も人権や心の大切さなどを表現した作品がたくさん

寄せられました。それぞれの優秀作品を紹介します。

　作品をもとに、ご家庭でも家族一緒になって、人権につ

いて話し合いの場をもっていただければと思います。

 　人権・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 ２５年度

怯人権作文

特選作品の紹介　愚　人権作文

　わたしは、みかちゃんといつもあ

そんでいます。みかちゃんとあそぶ

のがだいすきです。ほんとうは、ほ

いくえんのときからだいすきでした。

みかちゃんが、はじめてないている

のをみたとき、ほんとうにしんぱい

しました。「かなしいことがあった

のかな。」とか、いろいろかんがえた

けど、つぎの日にはげんきにほいく

えんにきていたので、とってもうれ

しくなりました。

　しょうがっこうになっても、おな

じ１ねん２くみでした。うれしくて、

がっこうにいくのもたのしみになり

ました。１ねん２くみでも、おもい

でができました。みかちゃんと、マ

ラソンをしたり、かぞくごっこをし

たりしてあそんだことです。

　それに、いままで、みかちゃんと

いちどもけんかをしたことがありま

せん。みかちゃんはいつも、「この

みちゃんあそぼう。」と、いってくれ

るので、みかちゃんといっしょに、

中にわでおにごっこをしたり、ゆう

ぐであそんだりしています。

　でも、このあいだ、みかちゃんが

びょうきになって、あるいたり、う

ごいたりすることがあまりできなく

なってしまいました。わたしはとて

もしんぱいになって、いっぱいおて

つだいをしました。いすをはこんで

あげたり、みかちゃんがあるくとき

に、ささえてあげたりしました。そ

れに、おうちにかえってからも、

いっしょにあそんだりしました。.

そのときは、みかちゃんはにこにこ

していたけど、「はやくよくなると

いいなぁ。」と、ずっとおもっていま

した。いまは、みかちゃんは、びょ

うきがなおってげんきになっていま

す。

　いま、いっしょにあそんでいるの

は、じっけんあそびです。やっぱり、

みかちゃんとあそぶのはたのしいで

す。みかちゃんのびょうきがなおっ

て、ほんとうによかったなぁとおも

いました。

だいすきな　みかちゃん

あらかわ　このみ　さん
（北鹿島小１年）

　ある日、家族で車に乗って出かけ

ていたとき、私たちの車の前の方で

じゅうたいしていました。前の車が

どんどんよけて行っていたので、私

たちの車もその車をよけようと、横

を通りすぎようとしたら、その車は、

タイヤがかた方道ろからはずれてい

て、ガードレールもまがっていて、

今にもおちそうでした。すぐに、事

こだと分かりましたが、通りすぎよ

うとしたとき、中におばあさんが

のっているのが見えました。

　お父さんが、「おばあさんののっ

とんしゃったい。」と言いました。運

転していたお父さんは、すぐにその

先で車をとめて、私たちは車からお

りて走っておばあさんの車のところ

に行きました。

　おばあさんは、車のドアがあかな

くなって、車からおりられなくなっ

ていました。お父さんとお母さんは、

おばあさんを車からおろしてあげま

した。おばあさんは、けいたい電話

をもっていなかったようで、けいさ

つにも家にも電話ができずにいたの

で、お母さんが、けいさつに電話を

してけいさつの人に来てもらいまし

た。

　けいさつの人が来たので、おばあ

さんにあいさつをすると、おばあさ

んは、「あなたたちは、若いのによく

助けてくれました。ありがとうござ

いました。」と言いました。

　そのとき、私は、なぜ「若いのに」

と、言ったかふしぎでした。おばあ

さんにとって、若い人は、あまり親

切ではないイメージなのかなあと思

いました。

　そういえば、私たちの車がとまる

まで、おばあさんの事こをみんな見

ていたのに、だれもおばあさんを助

ける人はいませんでした。どうして、

ほかの先に気づいていた人たちは助

けなかったんだろうと思います。ほ

かの人が助けていたら、おばあさん

は、もっと早く助かっていたと思い

ます。

　私は、これからも、おばあさんの

ように、こまっている人がいたら、

すぐに手をさしのべられる人になり

たいと思いました。

「事こ」のこと

古賀　思結　さん
（鹿島小３年）
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　私は、今日、お母さんにじんけん

のことについて教えてもらいました。

　じんけんとは、人のけんりと聞き

ました。さいしょは何のことかよく

分かりませんでした。お母さんに、

「よく分からない。」と言いました。

お母さんは、こう教えてくれました。

「たとえば、みゆの目の前に体のふ

じゆうな人がこまっていたとしたら、

みゆはその人を見てどう思う？」と

聞かれました。わたしは、お母さん

に、「たすける。」と答えました。な

ぜなら、その目の前の人がこまって

いるからです。

　わたしは、自分がこまっていると

きに、友だちにたすけてもらったこ

とがあります。そのとき、わたしは

すごくうれしかったです。だから、

わたしも、人がこまっているときに

たすけたいと思ったからです。

　お母さんは、友だちのことも言っ

ていました。「みゆは、お友だちが

いたずらされたり、わるぐちを言わ

れたりしているのを見て、どう思

う？」わたしは、お母さんに、「かわ

いそうと思う。」と言いました。そう

思った理由は、いたずらしたり、わ

るぐちを言ったりする人たちは、よ

わいものいじめをしているように

思ったからです。私は、お母さんに、

「友だちにたいしていじわるをした

り、悪口を言ったりしたくない。」と

言いました。それは、友だちといつ

でもなかよくしたいと思うからです。

　わたしは、みんなといつでもなか

よくたすけ合うことができれば、い

じめやいじわるがなくなると思いま

す。そのためには、わたしやみんな

がたすけ合うやさしい気もちをもつ

ことがひつようだと思います。

　じんけんというむずかしい意味は、

まだなんとなくしか分かりませんが、

みんながたすけ合っていくものだと

分かりました。

　これからもじんけんについて、

もっとお母さんにいろいろ教えても

らおうと思います。

友だち

中島　心優　さん
（鹿島小３年）

特選作品の紹介　愚　人権作文

　私は今まで障がいを持った人と会

う機会がほとんどありませんでした。

だから、障がいがどんなもので、私

とどこがちがうのか、よくわかりま

せんでした。

　転校して来て初めて、少し体が不

自由だったり、気持ちをうまく伝え

られなかったりする友達のためのク

ラスがあることを知りました。

　最初、その友達を見た時は、「なん

か、ちょっとちがう・・・。」と感じ、

どう接したらよいのかとまどいまし

た。同じ教室で一緒に授業を受ける

のですが、その友達は、先生の話を

聞いていないときがあります。そん

なとき、私はその友達に声をかけて

教えてあげることができませんでし

た。困っているときに、手伝ってあ

げることもできませんでした。教え

てあげたい気持ちはありましたが、

「良い子ぶって・・。」とか「かっこ

つけて。」と思われるのがいやだった

し、はずかしかったからです。

　私の母は、福祉施設の事務の仕事

をしています。その施設には、知的

に障がいがある人や手足や目が不自

由な人など、様々な障がいを持った

人がいます。

　８月の初め、母にさそわれて施設

の夏祭りに行きました。施設の人達

は、色とりどりの浴衣やじん平を着

て、みんな夏祭りを楽しんでいまし

た。中には、見た目は私より大きい

のに、ふん囲気は小さい子どものよ

うで不思議な感じのする人がいたり、

私をじっと見つめる目つきがこわい

と感じる人がいたりしました。

　しかし、母は、会う人会う人に笑

顔で声をかけていました。施設の人

も、次々と母にあいさつをしていま

した。私はそんな母を見て、少し

かっこいいと思いました。母が私を

紹介してくれると、私にもたくさん

の人が声をかけてくれました。あま

り、言葉が話せない人も一生懸命あ

いさつしてくれました。「じゅんす

いな人が多かとよ。」前に聞いていた

母の言葉を思い出しながら、なんだ

かとても優しい気持ちになれました。

　私たちは、だれも一人だけでは生

きていけません。何かの形でだれか

を助けたり、助けられたりしながら

支えあって生きています。

　障がいを持っている人は、障がい

を持っていることで、人より少し多

くの助けを必要とします。しかし、

その分、周りの人に何かを気づかせ

てくれたり、周りの人が何かを教え

られたりすることがあると思います。

私は、施設の人の笑顔とあいさつに

そんなことを考えました。

　うれしかったり、悲しかったり、

くやしかったりする心はみんな同じ

はずです。「なんかちょっとちが

う・・・。」と思い、声をかけてあげ

られなかった私の考えは、まちがっ

ていたのかもしれません。

　夏休みが終わったら、まずは、は

ずかしがらずにその友達に声をかけ

てみようと思います。そして、私に

できることから助けてあげようと思

います。

施設の夏祭り

山田　和紗　さん
（鹿島小５年）
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特選作品の紹介　愚　人権作文

　私と一つ違いの兄は、人とコミュ
ニケーションをとるのが苦手です。
　兄はひとり言が多く、家では「う
るさい。」と思うときがあります。あ
んまりひとり言が多いと、学校でも
家でも聞き流されていることも多く、
そんなときはちょっぴりかわいそう
な気もします。笑っているときや楽
しそうなときの兄を見ていると、
「かわいい。」って思うときもありま
す。
　両親は、兄が小学校に進学すると
き、「学校生活をちゃんと送れるか
な。友だちとの関係をうまく作れる
かな。」と、とても心配したそうです。
しかし、同級生はもちろん、他の学
年の人も兄によく声をかけてくれて、
六年生になった今も毎日元気に通学
しています。
　私が通う学校には、仲良し学級が
あります。兄もそこに通っています。

仲良し学級のみんなは、授業を学年
のクラスで受けたり、仲良し学級で
受けたりします。そのような交流は、
兄にとってとても良いことだと思い
ます。
　でも、時々悲しい気分になるとき
があります。それは、兄をからかっ
て喜んでいる人を見たときです。ま
た、親切な気持ちで接してくれてい
るとは思いますが、兄の世話を焼き
すぎたり、兄の気持ちを考えずに
怒ったりして、兄が困っている様子
を見たときです。
　そんな兄は、夏休みに「ひまわり
スクール」に通っています。「ひまわ
りスクール」とは、兄と同じように、
人とコミュニケーションをとるのが
苦手な人や体に障がいを持つ小学生
から高校生の人が親子で通うところ
です。週三回、午前中に夏休みの宿
題をしたり、工作やクッキングをし
たりしています。
　私も兄と一緒にひまわりスクール
に通っています。工作があるときは、
作るだけでなく自分たちで作ったも
ので、みんな一緒に遊びます。クッ
キングのときは、自分たちができる

ことをそれぞれ分担し、協力して作
ります。後片付けも順番で、食器や
器具を洗います。
　私は、このように、サポートを受
けながらでも、自分の役割を果たす
ということは、兄にとってとても大
切なことなんだと思いました。
　ときには、外での活動もあります。
宇宙科学館やボウリング場に行きま
した。宇宙科学館では、手帳を見せ
ると割引を受けることもできます。
通路も広く、車いすの人でも楽に見
学できます。ボウリング場では、車
いすの人でもボウリングを楽しむこ
とができることを知りました。みん
なが楽しく過ごせるような心配りが
町中にあるのです。
　このようなことも、兄と一緒にス
クールに通っているので、知ること
ができたのです。私は兄のおかげで
様々な出会いが増え、考え方が広
がっています。
　他の人よりサポートが必要な兄で
すが、私にとっていろいろなことを
気づかせ、教えてくれる大切な兄で
す。

兄がいて知ったこと

岩本　結花　さん
（鹿島小５年）

　みなさんは、長崎の城山小学校を
知っていますか。ここは、原爆投下
中心地から約五百メートルの場所に
あり、千四百人の児童と先生方がな
くなった場所です。ここに、被爆し
ながらも生き残っている「カラスザ
ンショウの木」があるのです。そし
て、この木に会いたくて、今年の８
月８日に家族といっしょに訪ねまし
た。昨年、母からこの木のことを聞
きました。木の幹はぺらりと薄いの
に、上の方は葉が茂っているという
のです。しかも倒れそうなのにムク
の木が支えていると聞き、会いたく
てたまらなかったのです。
　急いで行くと、葉をいっぱいつけ
て、力強く立っていました。ななめ
になっているその後ろにムクの木が
しっかりと支えている姿に何も声が
出せませんでした。新しい生命を周

りのムクの木も守ってくれていまし
た。じっと見ているとうれしさで
いっぱいになったのです。この小学
校のほとんどの子供たちが死んでし
まった中で、生き残り、そして、生
き続けられるように支えてくれてい
るムクの木達。学校のすみっこで、
ひっそりと立っています。でも、そ
の姿は、力強く、ぼくに語りかけて
くれたようでした。「ほら、がん
ばって生きているよ。こんなに外は
傷ついているけれども、仲間が支え
てくれるから大丈夫。こんなに新し
い生命も生まれたよ。」とはげまされ
ているようでした。生命の力強さ、
美しさを感じました。そして、沖縄
で学んだ戦争のことや修学旅行で訪
れた山里小学校、如己堂のことを思
い出すと、別の声も聞こえた気がし
たのです。「人が人をころすことは
やめてほしい。生きているだけで楽
しいよ。」ここの運動場では、たくさ
んの人を燃やしました。がいこつだ
らけの写真も残っていました。自分
の親や兄弟を焼かなくてはならな
かった苦しさも、この木も見てきた

と思います。
　語り部の森口さんからは、城山小
で亡くなったかよ子さんの母親が、
娘が大好きだった桜の木を贈り、大
切にされていることも教えてもらい
ました。そして、その母親が亡くな
られた遺産で平和の鐘が作られ、鳴
り続けていることを聞くと、命を守
るためには、知らなくてはならない
ことや忘れてはいけないことがある
ことを思い出させてくれているんだ
なあと思いました。
　ぼくは、カラスザンショウの木や
ムクの木に出会い、みんなと助け合
う大切さをよりいっそう強く感じる
ことができました。「ありがとう」の
言葉を大切にし、友達に声をかけて
いきたいです。そして、相手を知る
努力を重ねていきたいと強く思って
います。
　カラスザンショウの木やムクの木
をもう一度見つめていると、「がん

ばれ。応えんしているよ。」とささや

いてくれたようでした。

　「ありがとう。」

カラスザンショウの木

小﨑　和真　さん
（明倫小６年）

との出会い
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　人とのつながりの大切さ。私は、こ
の三年間の部活動の中で、このことを
学びました。特に、今年の夏は、最後
の吹奏楽コンサートの取り組みを通
して、二つの点で大きなつながりを感
じました。
　まず、たくさんの方に応援して頂け
たことです。先生方、保護者の皆さん
をはじめ、夏休みに行ったサマーコン
サートのアンケート用紙に応援メッ
セージを書いて下さった方もいらっ
しゃり、顔を知っている人とも知らな
い人とも、つながれているのだなと思
いました。
　次に、部員全員で団結できたことで
す。厳しい練習を一緒に乗り越えた
ことで、強い絆で結ばれ、一つになれ
たと感じました。私達は、色々なこと
があったけれど、最後は一つにつなが
り、人権が守られる集団になれたと思
います。このような充実した学校が
終わりに近づいてきた今、もう一度人
とのつながりや、人権について考えて
みようと思いました。
　今年は二回ほど、人権について学ぶ
機会がありました。６月の人権集会
では、沖縄戦についてのビデオ視聴を
し、PTAの方からのお話を聞きました。
８月の平和集会では、原爆と戦争につ
いて、被爆された岡本博先生に講演を
して頂きました。どちらも戦争によ
る人権侵害に関する内容で、改めて、

戦争の恐ろしさや核兵器のもたらす
影響を知り、もう二度と同じあやまち
は繰り返してはならないと思いまし
た。
　戦争は、最大の人権侵害と言われま
す。人間が生まれながらに持ってい
る権利が守られていないために、あの
ような悲惨な結果を生むのです。今、
私達は人権を大切にしていこうとす
る国に住んでいますが、それは戦争に
よる多くの人々の犠牲の上に築かれ
ています。
　今、日本は戦争をしていません。で
は、日本では、本当にすべての人の人
権が守られているといえるのでしょ
うか。
　私はそうは思いません。もっと
もっと身近に、人権が守られていない
ことがあると思います。
　私達の一番近くにある人権侵害、そ
れはいじめではないでしょうか。い
じめが始まるのは、とても簡単です。
「あいつウザいよね」誰かのたった一
言で、昨日まで楽しかった学校が、一
瞬にして地獄へと変わります。また、
何人かが始めたいじめが、すぐにクラ
ス中に広がるのも、いじめの怖い所で
す。
　いじめに気付いても、自分の身を守
るため、誰も注意できずに一緒になっ
て無視をしたり、仲間に入れてあげな
かったりと、一人一人がいじめはいけ
ないと分かっていながらも、それをや
めるように動かないために、すぐに広
まってしまうのです。
　私は、いじめをなくすためには、い
じめる方がおかしいという空気感を
作ることが大切だと思います。直接

「やめよう・・」と注意することがで
きなくても、その子と一緒にいるだけ
でも全然違うと思います。
　私の友達も去年、彼女と同じクラス
だった数人から、無視等のいじめを受
けていたそうです。しかし、いじめが
始まっても変わらず、そばにいてくれ
た友達のおかげで、学校にも行くこと
ができ、いじめも段々となくなったと
話してくれました。今はいじめで悩
むこともなく、毎日楽しいと明るく学
校に通っています。
　しかし、毎日のように新聞やニュー
スで、人権が守られていれば起きない
はずの事件が報道されています。
　同じ年の子が自ら命を絶ったとい
う記事を見る度、この子はどのような
思いで亡くなったのだろうと考え、胸
が痛みます。もうこのような事件は
起きてほしくない、楽しいはずの学校
が苦痛であってほしくない、心からそ
う願います。そのためには、やはり人
権が守られることが欠かせません。
そして、それは一人が守れば良い訳で
はなく、みんなが守らなければならな
いのです。ですから、最初は小さな輪
でも、大きな人権の輪ができるよう、
少しずつでも勇気を持って広げてい
くことが大切だと思います。
　いじめを生み出さないためには、ま
ず何より自分たちの人とのかかわり
方を考え直していく必要があります。
　まわりの人の言動を恐れ、言いたい
ことも言えないような雰囲気をなく
し、人と人とのつながりを大切にする、
誰もが安心して過ごせるような世界
にしていきたいです。

人権の輪を広げよう

森山　真歩　さん
（西部中３年）

特選作品の紹介　愚　人権作文・人権標語

「がんばって」　みんなのおうえん　うれしいなあ

石橋　みくさん（鹿島小２年）

まってるよ　君の席なら　ここにある

藤　梨梨香さん（鹿島小５年）

差別する　あなたの心は　さびしいね

峰松　涼香さん（西部中３年）

思いやり　絆深めて　笑顔咲く

峰松　美咲さん（東部中２年）

見直そう　自分の言葉と　相手の気持ち

小池　美優さん（西部中１年）

怯人権標語

いじめはね　一人の勇気で　すくわれる

馬場　梨紗さん（能古見小６年）

しらんぷり　わたしはしないよ　みんなもね

中むら　るなさん（明倫小１年）

一人ひとり　命の重さは　かわらない

吉原　風悟さん（七浦小３年）

これくらい　そういう気持ちが　もう差別

谷口　ゆいさん（明倫小４年）
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特選作品の紹介　愚　人権作文

　「いじめによる自殺」というニュー
スがなくなりません。僕はそんな
ニュースを見るたびに悲しくなりま
す。僕と同世代の子たちが、自分から
死ぬということはどういうことなの
か、いつも考えます。
　僕も小学校の時にいじめのような
ことにあっていました。相手は集団
で悪口を言ってくるので、僕には仲間
がいませんでした。正直言うと、僕も
その時死にたいと少しだけ思ってし
まいました。
　でも、そこで死んでしまうとこれか
ら楽しいこともできなく人生を終
わってしまいます。そして、家族にも
会えなくなります。僕には、家族の存
在があったのでよかったのですが、も
しも冷たい家族だったら死んでいた
かもしれません。そして、中学校に入
学して、いじめられるかもしれないと
思うと、とても不安でした。楽しいは

ずの中学校生活も心配でいっぱいで
した。
　でも、入学したらいじめなどはなく、
逆にたくさんの友達ができました。
僕はそれがとても嬉しかったです。
　今、ふと思います。「いじめる人は
どう思っているのだろう。」と。あの
時、僕をいじめた人達は、なぜあんな
ひどいことをしたのですかと。僕は、
まだ怖くて聞けていませんが多分「な
んとなく・・」とか「適当に・・」な
どと答えが返ってきそうです。
　人をなんとなくとか、その場の雰囲
気に流されていじめたらいけないと
思います。いじめられた人は、死にた
くなるほど悲しい思いをしているの
です。
　また、「いじめられている人はなん
で言い返さないのか。」と大人はよく
言います。しかし、言い返したらまた、
いじめがエスカレートしてしまうの
で、言い返せないんだと思います。
　いじめられる気持ちは、体験した人
しかわからないと思うので、いじめら
れるつらさをわかってくれる人が少
ないです。でもだれかに相談すると、
少し楽になれました。だから、つらい

思いをしている人は、少しでも楽にな
れるように周りの人に相談できたら、
絶対にした方がいいと思います。
　いじめは、いじめる人がいなくなら
ないかぎり永遠に続きます。いじめ
ている人は、いじめをやめて、すぐに
いじめていた人に謝ってほしいです。
そのまま続けていると、取り返しのつ
かないことになる可能性があるので、
絶対にやめてほしいです。
　改めていじめは怖いと思います。
人を殺してしまうからです。また、そ
の人が死ななかったとしても、その人
の心には大きな傷が残ると思います。
その傷は、一生かかっても消えること
がない深い傷になると思うので、いじ
めは絶対にやめてほしいです。
　僕も、いじめられた人のつらさはわ
かるので絶対にいじめる方にはなり
ません。逆に、それを見て助けられる
ような人間になりたいと思います。
みんなが、助け合うことができたら、
いじめもなくなると思います。助け
合いの世の中を作って、いじめという
言葉をなくしたいと思っています。
そのために、少しでも役に立ちたいで
す。

いじめのない社会に

渋川　樹　さん
（西部中３年）

　みなさんは、いじめについてどのよ
うに考えていますか。僕は小学生の
時、いじめについてそんなに真剣に考
えていませんでした。人権というこ
とをあまり意識していなかったので、
もしかしたら、誰かを傷つけてしまっ
たことがあるかもしれません。
　しかし僕は、中学生になってから人
権学習を通して、いじめや人権につい
て深く考えるようになりました。
　いじめは、最初は遊びのつもりでか
らかってやっていたことが、徐々に広
がり酷くなり、そしていつの間にか集
団で、一人をいじめているといことに
なるのだと思います。いじめをして
いる人は、「自分がいじめの仲間から
抜けたら、次は自分が標的にされる。」
と思い、やめることができない。こう
して、いじめの輪から抜け出せなくな
るのです。また、いじめを受けている
人も、友達や先生に打ち明けることが

できない。こうして、いじめはどんど
ん増え、酷くなっていると思います。
いじめをなくすためには、まず、僕た
ちが日頃から相手の気持ちを常に考
えて行動することが必要だと思いま
す。　「もし自分がされたら、どんな気
持ちになるだろう・・」ということを
考え、自分がされて嫌なことは人に対
して絶対にしてはいけません。
　二つ目に、自分に関係ないと思わな
いことです。人権集会での講話や映
像、先生方からの話を人事だと思わず、
しっかりと受け止めることが大切だ
と思います。
　三つ目に、勇気を持つことが必要だ
と思います。いじめをしている人は、
勇気を出して謝る、また、いじめを受
けている人は、勇気を出して打ち明け
ることができれば、いじめは減ってい
くはずです。そして、周りにいる僕た
ちが勇気を出して行動に移すのです。
　まだまだあるかもしれませんが、こ
の三つを守るだけでも、いじめは確実
に減っていくのではないかと思いま
す。
　人権を考えるにあたって、僕は社会
の教科書に目を通しました。個人の

尊厳や両性の本質的平等など、平等権
と言う権利を知りました。性別や体
格などで偏見を持ったり、差別をする
ことは絶対にあってはならないと思
います。
　僕は、三年間の人権集会や今まで先
生から聞いた話を通して、思いやりを
持ち素直に生きたいと思います。素
直になれないのは、自分の弱い所を見
せることができないからではないで
しょうか。僕も、小学校の時はそうで
したが、今は、自分のことを受けとめ、
認めてくれる仲間がいるので、ありの
ままの自分でいることができます。
中学校生活も残り少なくなってきま
したが、西部中学校で一緒にすごすみ
んなに、思いやりを持った素直な気持
ちで接したいです。そして、人の命を
大切にしていきたいです。
　今年の人権集会では、「自分や人の
命を大切にしよう。」という話を聞き、
命の重さや尊さみたいなものが、よく
分かりました。
　僕たちの力で、いじめのない平和な
世界をつくっていきたいと、心からそ
う思います。

いじめのない学校

峰松　優太　さん
（西部中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
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怯『人・農地プラン』は未来の設計図

　担い手の高齢化や後継者不足、耕作放棄地の発生が深刻化する中、持

続可能な力強い農業を実現するためには、基本となる地域の人と農地の

問題を一体的に解決していく必要があります。

　このため、『未来の設計図』となる『人・農地プラン』（以下『プラン』）

を作成し、それを基にさまざまな問題に取り組んでいきます。

怯鹿島市での取り組み状況

　市内６地区（鹿島、能古見、古枝、浜、北鹿島、七浦）で、それぞれ地

域における話し合いを行い、平成２５年２月にプランを作成しています。

　なお、プランの内容については随時見直すこととされており、市では

プランの一部について見直しを行いましたのでお知らせします。

『人・農地プラン』を見直しました
お
知
ら
せ

情報掲示板ワイド

怯『人・農地プラン』に載るとさまざまなメリットを受けられる可能性があります

胸平成２８年度までに経営規模の拡大を予定する人

　・『中心となる経営体』に農地の集積を進めます。 

　・経営体育成支援事業（国庫補助）の対象となります。

胸平成２８年度までに経営規模の縮小を予定する人

　・経営転換協力金 

　※現制度では、集落営農の構成員や遊休農地を所有
　　する農家は基本的に対象にはなりません。

　・分散錯圃解消協力金

　　１０aあたり５,０００円

胸平成２０年４月以降に新規就農（独立・自営）した人で、

　独立・自営時の年齢が４５歳未満の人

　・青年就農給付金

　　新規就農後、経営が安定するまで最長５年間、

　　年間１５０万円を給付する。

胸認定農業者

　・スーパーＬ資金（日本政策金融公庫）の金利負担軽

　　減措置（貸付当社５年間無利子）が受けられます。

※これらの支援策を受けるためには、さまざまな要件

　を満たす必要がありますので、プランに登載された

　だけでは支援を受けられません。

１戸あたりの協力金額経営転換農地面積

３０万円　０．５ha以下

５０万円　０．５ha超～２．０ha以下

７０万円　２．０ha超

怯『人・農地プラン』の閲覧

　プランは閲覧可能です。希望する人は、市役所２階農林水産課で閲覧できます。

怯『人・農地プラン』の見直し

　市では、新規就農者や集落営農の法人化などにより新たに地域の中心となる経

営体ができた場合など、状況の変化に応じて、プランを見直します。

　平成２６年度は、平成２７年１月ごろの見直しを予定しています。

　プランに新たに登載を希望する人、現在の登載内容の変更を希望する人、現在

のプランからの削除を希望する人は、農林水産課までお尋ねください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　農林水産省ホームページ『人・農地プラン』特集ページ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/hito_nouchi.html

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　農林水産課農政係　緯０９５４（６３）３４１３

詳しくは
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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２６年４月～平成２８年３月）

応募資格　おおむね６０歳以上の人

募集定員　６０人（定員になり次第応募を締め切ります）

主な講義会場　エイブル

入　学　金　１０,２８５円

受　講　料　３６,０００円（年額）

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）

 　佐賀県長寿社会振興財団

　　　　　緯０９５２（３１）４１６５

　　　　　ゆめさが大学鹿島校

　　　　　緯０９５４（６３）２３２２

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２６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

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３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・祝日を除く、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　４月から市営古枝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　３０戸

受付期間　２月１０日（月）～２１日（金）９時～１７時

　　　　　（土・日・祝日を除く）

抽　選　日　２月２７日（木）１９時３０分～

　　　　　市役所５階大会議室

　　　　　※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

市営古枝住宅の入居希望者を募集します
募
　
集

　市営古枝住宅に入居希望する人を募集します。詳細はお問い合わせください。

情報掲示板ワイド

お
知
ら
せ

野鳥の死がいを見つけたら？
お
知
ら
せ

　渡り鳥の季節となり、『鳥インフルエンザ』の発生リ

スクが高まる時期になりました。

　もし、野鳥（野生の鳥）の死がいを見つけたら下記を

参考にしていただきますようお願いします。

　　岳野鳥は、体内や羽毛などに細菌や寄生虫などの

　　　病原体があることがあります。

恭野鳥はさまざまな原因で死んでしまいます！

　野鳥はエサがとれずに衰弱したり、環境変化で死ぬ

場合もあります。

　野鳥が死んでいても『鳥インフルエンザ』を直ちに

疑う必要はありません。

恭鳥インフルエンザウィルスの人への感染は？

　鳥インフルエンザウィルスは、感染した鳥との濃密

な接触などの特別な場合を除いて、通常では人に感染

しないと考えられています。日常生活では、過度に心

配する必要はありません。

 　農林水産課農政係　緯０９５４（６３）３４１３詳しくは

①野鳥の死がいは

　　　　手でさわらないでください。

②数羽以上または数日連続して鳥の死が

　いを見つけたらご連絡ください。
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情報掲示板ワイド

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２６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

怯中学生の通院費も助成対象になります

　（１）助成額は１人ひと月５００円の自己負担金を差し引

　　　いた額です。

　（２）歯科・調剤も含みます。ただし、自費・食事療養費

　　　は除きます。

　（３）医療機関窓口で、一部負担金（３割）を支払い、福祉

　　　事務所へ申請してください。

怯ひとり親家庭等および重度心身障害者の医療費助成を拡充します

　ひとり親家庭等および重度心身障害者の医療費助成対象である就学前の乳幼児は、子どもの医療費助成に加えて

さらに医療費助成を受けられるようになります。（ひとり親家庭・・・母子家庭および父子家庭のこと）

　（１）医療機関窓口で子どもの医療費受給資格証を使用

　　　し、その領収書または医療機関からの証明をつけ

　　　て、福祉事務所へ申請してください。

　（２）申請書はひとり親家庭等および重度心身障害者の

　　　医療費助成申請書を利用してください。

 　福祉事務所社会福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

４月診療分から子どもの医療費助成を拡充します
お
知
ら
せ

助 成 対 象

改 正 後改 正 前

入院・通院の一部負担金
入院・通院の一部負担金小学生

入院の一部負担金中学生

噛自己負担額の例（ひとり親家庭の場合）噛

　子どもの医療費助成での自己負担額

５００円×５回＝２,５００円　　

　閣ひとり親家庭等医療費助成を利用

上限５００円　　

※ひとり親家庭等医療費助成額・・・・２,０００円　　

武雄税務署からのお知らせ

各種税の申告と納付は期限内にお願いします

　平成２５年分の申告期間と納付期限は次の通りです。

　申告には、「確定申告書等作成コーナー」をぜひご利用ください。

　所得税　２月１７日（月）～３月１７日（月）

　　　　　※還付申告は１月から税務署へ提出できます。

　贈与税　２月３日（月）～３月１７日（月）

　個人事業者の消費税および地方消費税　３月３１日（月）まで

国税庁 検索

隔

http;//www.nta.go.jp/

 　武雄税務署

　　　　　緯０９５４（２３）２１２７

詳しくは
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情報掲示板ワイド

SOi SOiつみれ

Ｎｏ．６

アレルゲン情報：大豆、りんご、鶏肉

つみれ１人前　　２２０kcal

つけダレ（１５g）　６２．４kcal

～作 り方～

①ボールに【つみれの材料】を入れ混ぜる。

②①をスプーンですくい、沸騰したお湯に落とし入

　れる。（浮き上がったらＯＫ）

③つけダレは【つけダレの調味料】すべてを混ぜ合

　わせる。

 　農商工連携推進室

　　　　　緯０９５４（６３）３４１１

詳しくは

アレ ン ジレ シピ ！

　まだまだ寒い季節、SOi SOiつみれを使って

お鍋にしてみませんか。

　～おすすめ具材～

・にんじんや大根のスライス

・水菜

・ベーコンえのき　など

材料（３人分）

【つみれの材料】

・鶏ひき肉

・木綿豆腐

・レモン汁、酒、水

・片栗粉

・SOi SOi

・塩

【つけダレの調味料】

・しょうゆ、お酢

・レモン汁

・SOi SOi

・すりゴマ

・ゴマ油

２７０ｇ

１３５ｇ

各大さじ１

大さじ１

１０ｇ

少々

各大さじ１

小さじ１

大さじ４

大さじ１

大さじ１

　『SOi SOi』は鹿島で作られた、
大豆を使ったドレッシングです。
　肥前鹿島駅で販売中！！
　ネットショップもオープン！
http://kashima.shop-pro.jpへ

　平成２６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、保健師（看護師）、土木など

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

市役所日日雇用職員の登録を受け付けます
募
　
集

　市内のいろいろな分野で活動する団体の活動発表や作品展示・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、更に楽しんでもらおうと、現在『おおいた

の観光特使』として月間３０会場近くで講演をされている矢野大和さんを招いてい

ます。矢野さんの愉快なお話で心の底から楽しんでいただきたいと思います。

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９日（日）　１０時～１５時１０分

と　こ　ろ　市民会館およびその周辺

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『意外と身近な血管の病気』

　　　　　　　　　　　　講師　　佐賀県医療センター好生館心臓外科　織田良正さん

　　　　　　　　　　　喰ステージ発表

　　　　　１３時３０分～　喰記念講演『笑って元気　地域のＷＡ』

　　　　　　　　　　　　講師　おおいた観光特使　矢野大和さん

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

寓矢野大和さん
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エイブルからのお知らせなど

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。

受講料ところ開講期間講　師定員講　座　名

無料
対象　楽修大学生

エイブル２階

調理実習室

２月１３日（木）

１０時～１２時

九州電力㈱

武雄営業所
２０人

季節の省エネ講座＆

省エネ　梅ヶ枝餅作り

楽大生　５００円
一　般１，０００円
材料費１，０００円程度

エイブル２階

調理実習室

２月１６日（日）

１０時～１３時
霜村　久子さん２０人

自家製韓国キムチ作り

（ヘルシーチヂミ付き）
公

開

講

座
楽大生　　無　料　
一　般　５００円

現地
３月７日（金）

９時３０分～１２時

市生涯学習課

文化スポーツ係
２０人

鹿島ふるさと探訪

～鹿島の石造文化を訪ねて～

納富　進　展
～鹿島市コレクション～

床　の　間
コーナー

　２月～３月は、鹿島市生

まれで、戦中・戦後にかけ

て中央画壇で活躍した洋

画家納富進さんの作品を、

市所蔵品の中からご紹介

します。

　２月は、納富さんが昭和

４０年に渡欧し、半年間滞在して描いた

ヨーロッパの風景を展示します。日本と

は異なるまちなみを夢中で描き、一つ一

つの窓にもこだわった納富さんの絵心を

ぜひ感じてみてください。

展示期間　２月４日（火）～３月３０日（日）１６時

図書館からのお知らせ市　民
図書館

恭おとなの折り紙教室

　～春を感じさせる折り紙で

お部屋を飾ってみませんか～

と　き　２月１６日（日）１４時～１６時

ところ　エイブル２階音楽スタジオ

講　師　久納　圭子さん

　　　　（日本折紙協会公認講師）

対　象　一般

定　員　２０人（参加費無料）

申込受付　電話またはカウンターにて受付

恭読み語り講座

と　き　３月２日（日）１４時～１６時

ところ　エイブル２階音楽スタジオ

講　師　白根　恵子さん

　　　　（佐賀女子短期大学教授）

対　象

　・読み語りボランティアや教育関係者

　・読み語りに興味のある人

定　員　２５人（参加費無料）

申込受付　２月４日（火）より電話

　　　　またはカウンターにて受付

 　市民図書館 ０９５４（６３）４３４３詳しくは

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

HP　http://www.kashima-gakushu.com

詳しくは

　今回は２つの影絵劇、『１００万回生きたねこ』と『手ぶくろを買いに』を

上演します。また、お客さんに実際に舞台で影絵作りに参加してもらう『影絵

劇ワークショップ』もあります。親子で参加していただけるように親子券をご

用意しました。ぜひご家族でお越しください。

と　　き　３月１６日（日）１３時３０分開演

と　こ　ろ　エイブルホール（全席自由）

チケット　２月１日（土）発売開始

　※親子券は大人１枚＋小学生以下１枚

　・車いす席有り

影絵と童話のおくりもの
影絵劇スタジオライフ『ストーリーテラーと影絵劇』

第９回

えいぶる事業

料 金 表

楽修大学生一　般区　分

１,３００円１,８００円大　人

５００円８００円中学生・高校生

５００円小学生以下

１,５００円２,０００円親子券

寓１００万回生きたねこ

寓手ぶくろを買いに

寓納富進　自画像



広報かしま　Ｈ２６(２０１４).２.117

募集締切　２月１３日（木）１７時　必着（エイブル休館日を除く）

応募方法　楽修大学のホームページからダウンロードまたはエイブル

　　　　　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）

そ　の　他　詳しくはエイブルに備え付けの実施要領をご覧ください。

　　　　　（『エイブルの木２月号』にも掲載しています。）

 　かしま市民立楽修大学事務局（担当　藤井）

　　　　　緯０９５４（６３）２１３８

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２７００番地１

　かしま市民立楽修大学事務局

　※エイブル２階にあります。

応　募
資　格

勤務時間・形態職務内容雇用期間
募集区分
（募集人員）

・市内在住者または居住予
　定者で、普通自動車免許
　を有する人
・パソコンが実務レベルで
　できる人

月２０日程度
（週４０時間程度）
月曜定休、土・日交代勤務

・楽修大学の統括、運営、
　人事に関すること
・楽修大学の各種事業遂
　行、情報発信　など

平成２６年４月１日
　～平成３１年３月３１日
※毎年度　評価制

　①
　学　長
　（１人）

・パソコンが実務レベルで
　できる人
・普通自動車免許を有する
　人
・③はボイラー技師資格が
　あれば望ましい

月２０日程度
（週４０時間程度）
土・日・祝日勤務有り

・各種事業の企画、運営
・窓口接客業務　など

平成２６年４月１日
　～平成２９年３月３１日
※人事評価による更新有り

②
事務局職員
（１人）

正

規

職

員
・ホール業務（音響、照明、
　舞台設営）
・施設維持管理業務
・接客業務　など

③
ホール技師・
施設管理職員
（１人）

・普通自動車免許を有する
　人
・⑤はパソコンが実務レベ
　ルでできる人

月１０日程度
土・日・祝日勤務有り

市民図書館に関する業務

平成２６年４月１日
　～平成２７年３月３１日
※人事評価による更新有り

④
市民図書館
（２人）

パ

ー

ト

職

員

週２０時間程度
１８時～２２時

他に土・日・祝日勤務
（昼間、月２日程度）有り

施設維持管理、接客業務
など

⑤
事務局職員（夜）
（１人）

【選考方法】

・①②③は作文および面接試験による選考を行います。

・④⑤は履歴書と面接による選考を行います。

試 験 内 容月　日試
験
日
程

①②③の作文試験２月１６日（日）

①④の面接試験２月２３日（日）

②③⑤の面接試験３月２日（日）

エイブルからのお知らせなど

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
欣

欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽

噛３月２９日（土）　１０時～１５時

　・つきたて餅ふるまい

　・ミニ列車の運行

　・働く車の展示（自衛隊車両など）

噛３月３０日（日）　１０時～１５時

　・なつかしＣＡＲにばる（クラシックカーの展示）

 　門前商店街活性化事務所『ゆうとく庵』

　　　　　緯０５０（３４３２）９７５８

詳しくは

祐徳門前春まつり開催！！　　 ところ：祐徳稲荷神社　門前商店街参道
　参道の桜が咲き誇る下、２日間にわたり様々なイベントを予定しています。

　なお、当日は市内一円での酒蔵ツーリズムや中心商店街でのイベントも同時開催されておりますので、無料循環

バスを利用して春の鹿島をご家族で満喫してください。

かしま市民立楽修大学の学長・職員を募集します
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“Face the music.” 

今月のキーフレーズ

№９８

　この表現は「自分がした失敗の責任をとる、けじめをつける」

という意味で使われます。
ジョリン先生

四Hawaiian Words四
（ ハ ワ イ の 言 葉 ）

 pupu  :おやつ、おつまみなどの軽食　　　　　
ププ

 opu  :胃
オプ

　（メアリー）　スコット！テストでカンニングした

　　　　　　らだめじゃない！

　（スコット）　わかってるよ。不始末のけじめをつ

　　　　　　けなきゃね。

Mary:

Scott:

You shouldn't have cheated on your test, 
Scott.
I know. Now I have to face the music.

　１１月２４日は、日曜参観でした。

　午前中は、学習発表会を開催しま

した。昨年度までは、『ことば大好

き集会』として言葉にこだわり、国

語の学習に関係することを発表して

いましたが、今年度から『鹿島っ子

はばたき発表会』と名前も新たにし

て、各教科で学習したことや総合的

な学習の時間の成果を発表すること

にしました。

〈３年児童の感想〉

　「私は、学習発表会で一番さい

しょでした。ちょっときんちょうし

たけどうまくできました。

　１年生は乗り物のクイズを出して

くれました。２年生はいろんな秋の

音をしょうかいしてくれました。私

たち３年生は、吹上荘の交流会のこ

とをしょうかいしました。４年生は

百万回生きたねこを言葉と音楽で表

していました。５年生は鹿島の民話

をげきで表していました。６年生は

命の大切さを教えてくれました。ど

の学年も学習したことをすばらしい

げきやぐん読、音楽、クイズなどで

表していました。

　また、来年もがんばります。５年

生になっても、６年生になっても一

生けん命がんばりたいと思います。

あと、声をもっと出せるようにした

いです。」

　午後は、ＰＴＡバザー・リサイク

ル展もあり、学校は一日中賑わいま

した。

鹿島っ子はばたき発表会

鹿島小学校

校学 だ よ り

No.２０１

寓総合的な学習の時間で学習したこと

の発表『鹿島百物語』

　（スコット）　昨夜、僕が遅く帰ったから両親が

　　　　　　怒ってたんだ。

　（メアリー）　まあ！もめないといいけど・・・。

　（スコット）　けじめをつけなきゃね。１週間外出

　　　　　　禁止だよ。

Scott:

Mary:
Scott:

My parents were upset that I came home 
last last night.
Oh no! I hope you're not in trouble.
I had to face the music. I'm grounded for 
a week.

こんなときこのひとこと、学校だより
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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

No.１１１

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も減ります。

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

　１２月２４日、七浦保育園でそば打ち体験

が行われました。今回の体験は、多良岳オレ

ンジ海道を活かす会（鹿島市・太良町・JA

さがみどり地区で組織）が、耕作放棄地を農

地に再生する取り組みの中で、栽培していた

そばを園児と一緒に収穫したことから実現

したものです。

　ほとんどの園児・職員が初体験ということ

もあり、そばの実を石臼で挽くところから麺

に仕上げるまでの工程に悪戦苦闘しながら、そば打ち愛好会（旧塩田町）の人の手

ほどきを受けながら行われました。生地をこねる工程では園児たちが声を合わせ

て「おいしくな～れ」と何度もおまじないをかける場面も見受けられました。で

きあがったそばは給食の一品として出され、園児たちのおかわりを待つ列が続い

ていました。

おいしくな～れ！　－七浦保育園　そば打ち体験－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。

稲葉選手（日本ハム）ら、プロ野球選手が自主トレ

　１月９日～１４日まで、プロ野球日本

ハムファイターズの稲葉選手ら５人のプ

ロ野球選手が市民球場で自主トレを行い

ました。この練習は一般公開され、少年

野球チームの選手をはじめ多くの野球

ファンが見学に訪れ、間近で観るプロの

技に見入っていました。

　これに先立つ市長訪問では、稲葉選手

は「昨年は個人・チームともに成績が良くなく、不本意なシーズンだったので、

今年は鹿島でしっかり体づくりをしてキャンプに挑みたい。」と来シーズンにかけ

る意気込みを語りました。

災害のない１年を願って　－鹿島市消防出初め式－

　１月５日、中川グラウンドにて鹿島市

消防出初め式が開かれました。消防署

員・消防団員約５５０人が分列行進や、

中川での祝賀一斉放水を行い、今年１年

間の防災への決意を新たにしました。

　また式では、昨年７月の消防操法大会

に出場するなど活動が顕著な七浦分団、

２年間無火災中の古枝分団の２分団と、

そのほか優良３部が、個人の功労者とし

て４３人がそれぞれ表彰されました。

市　長　訪　問

１２月２５日

若手農業者の組織である、藤

津４Ｈクラブより、クラブ員

が生産した農産物や加工品の

詰め合わせの『絆ＢＯＸ』を

いただきました。４Ｈクラブ

の皆さんは、食農体験や地産

地消活動を通じて、地域の農

産物や農業の魅力の発信を行

われています。今後の活動に

も期待しています。

寓左から北村さん、林副会長、平川会長
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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２６

年９月～１１月（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。

 　企画財政課秘書広報係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１４

 

　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２０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

おお知知ららせせ
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２５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

 

　後見人、保佐人、補助人などの成

年後見制度や任意後見制度の利用方

法、遺言書の作り方などについての

説明会を開催します。

と　　き　２月１１日（祝）１０時～１２時

と　こ　ろ　アバンセ４階第１研修室

　　　　　（佐賀市天神）

定　　員　５０人

参　加　費　無料

怯成年後見電話無料相談

と　　き　毎週火曜日１８時～１９時３０分

≪専用ダイヤル≫

　　緯０９５２（２９）０６３５

 

　　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

 

と　　き　２月９日（日）１０時３０分～１３時

と　こ　ろ　佐賀大学医学部臨床講堂２階

講　　演　

　潤『佐賀大学におけるリンパ浮腫治療』

　　佐賀大学医学部附属病院　渡辺直子看護師

　潤『リンパ浮腫に対する外科治療』

　　東京大学大学院　光嶋勲教授

定　　員　先着２５０人

※往復はがきでご応募ください。

 　

　　武雄市武雄町大字富岡１０１６４-３

　　リンパ浮腫を学ぶ会事務局

　　緯０９５４（２３）５６８０

「遺言と成年後見」の
説明会

詳しくは

リンパ浮腫を学ぶ会
～世界の先端医療を学ぼう～

申込・問合せ先

 

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」「住宅用火災

警報器の取り付け」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

にＥＭ菌を混ぜて発酵させました。

　この堆肥を使いやすい「袋詰め」や

トラック「バラ積み」で格安にて販売

しています。土づくりに最適です。

　ストーブなどに使える「まき」も販

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２０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歳以上または今年３月

　　　　　までに６０歳になる人

説　明　会　２月２０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

こんな仕事もお受けします
シルバー人材センター

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ

　平成２５年１２月分市長交際費の支出状況を公表します。

 　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

支出の相手方、行事名支出金額支出日区　分
鹿島実業高等学校女子バレーボール部
第６６回全日本バレーボール高等学校選手権大会出場

２０,０００円１２月１２日餞　別

井山裕太天元、秋山次郎九段へ特産品贈呈（いちご）４,１６０円１２月９日

その他
稲荷ようかん、酒
（『佐賀－ソウル線』就航記念訪問団ＰＲ用）

８,３００円１２月１０日

年賀状３,０００円１２月１６日
名刺印刷代４,４１０円１２月２７日
（４月からの累計　３３２,３５５円）３９,８７０円合　計

平成２５年１２月
市長交際費支出状況表

水道の開始・中止には事前に

　水道課窓口での手続きが必要です

問合先　水道課　緯（６２）３７１８
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　犬を飼うときは、室内犬であって

も登録が必要です。また、年に一度

の狂犬病予防接種も法律で決められ

ています。

　動物病院で狂犬病予防注射をされ

た場合、受付で発行される証明書

（注射済証）を持って市役所２階の環

境下水道課まで手続きに来てくださ

い。

手　数　料　

　潤新規登録手数料（初年度のみ）

３,０００円

　潤狂犬病予防注射済証交付手数料（毎年）

５５０円

※また、犬の死亡、転入・転出の場

　合もお知らせください。

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

 

　ケーブルテレビのデジアナ変換

サービスが終了します。引き続き地

上デジタル放送を見るには地デジ受

信の準備が必要です。

終了時期　平成２７年３月

※テレビ画面の右上に『デジアナ変

　換』と表示されていませんか？

 　地デジコールセンター

　　　　　緯０５７０（０７）０１０１

　　　　　企画財政課企画係

　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

 

　『九州電力保安部』や『九州電力

保安コールセンター』などを名乗り、

「電気料金が安くなる。」や「契約

を見直しませんか。」などと勧誘され

るケースが発生しています。

　九州電力ではこのような勧誘は

行っていませんのでご注意ください。

　疑わしいと思ったら、『身分証明

書』の提示を求めるか、最寄の九州

電力までご確認ください。

 　九州電力武雄営業所

　　　　　緯０１２０（９８６）３０４

犬の飼い主さんへ
犬の登録と狂犬病予防注射

詳しくは

デジアナ変換が
終了します

詳しくは

九州電力関係者を装った
勧誘にご注意！

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１５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（４０）００１５

　　緯０９５２（２９）０６３５

 　佐賀県司法書士会

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

 

実施期間　２月３日（月）～２８日（金）

　　　　　９時～１７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

 

 

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では６月

１９日から調理教室を開き、毎回た

くさんの人に参加いただいています。

　参加希望の人は保健センターまで

お申し込みください。

と　　き　２月１９日（水）１０時～１４時３０分

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

申込締切　開催日の１週間前

会　　費　３００円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾

 　保健センター

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

相相 談談
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

講講習習会会・・教教室室

食改さんの料理教室

詳しくは

 

　障がいのある人の社会参加、コ

ミュニケーション能力の促進を目的

に開催します。ぜひ参加ください。

時　　間　１０時～１５時

と　こ　ろ　鹿島あすとプラザ

対　象　者　障害手帳をお持ちの人

テキスト代　５００円（持参の場合は無料）

 　県障害者ＩＴサポートセンター

　　　　　ゆめくれよん

　　　　　緯０９５２（３６）６９７７

 

　エクセルで収支報告書などを作成

できるようになりませんか？

と　　き　２月２３日（日）

　　　　　１３時３０分～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　１,０００円（テキスト代含む）

定　　員　１０人（要事前申込）

申込期限　２月２１日（金）

そ　の　他　ご自分のパソコンを持ち

　　　　　込みできます。

 　ＮＰＯ法人リライフ

　　　　　緯０９５４（６３）２４２８

 

 

　当日は、市内６つの酒蔵の蔵開き

のほか、肥前浜宿、中心市街地、門

前商店街など市内各地でさまざまな

イベントが行われます。昨年は県内

外より約５万人のお客さんにお越し

いただきました。

　鹿島市民のおもてなしの心で多く

の人をお迎えするために、イベント

当日のスタッフを募集します。興味

のある人はお問い合わせください。

と　　き　３月２９日（土）、３０日（日）

 　鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会

　　　　　事務局（市商工観光課内）

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

障がい者パソコン教室

詳しくは

パソコン講習

詳しくは

募募 集集
鹿島酒蔵ツーリズム娯
スタッフ募集

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ・相談・教室・募集

日程コース名

２月１８日（火）、１９日（水）ワード基礎

２月２５日（火）、２６日（水）ワードステップアップ
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　肥前浜駅ホームでは毎週、市内の

さまざまな団体による趣向を凝らし

た催しで、クルーズトレイン『なな

つ星in九州』のお客さんを歓迎して

います。

　３月末までの土曜日に、歓迎の催

しをしていただける団体・個人を募

集します。詳しくは、お問い合わせ

ください。

停車時間　毎週土曜日１１時４８分～１２時

 　鹿島市観光協会

　　　　　緯０９５４（６２）７８５８

 

　申込方法など、詳しくはお問い合

わせください。

怯親子で遊ぼう！わくわく楽習塾

内　　容　わんぱく大冒険、本読み聞かせ、

　　　　　ぶんぶんゴマ作り、子育て講話

と　　き　３月８日（土）～９日（日）

対象者数　幼児とその家族６０人程度

参　加　費　大　人　２,４９０円

　　　　　小学生　２,１７０円

　　　　　幼　児　１,７００円

申込期限　２月２７日（木）必着

怯アドベンチャー教室２期

内　　容　黒髪山登山、クラフト制作、

　　　　　野外炊飯、わんぱく大冒険

と　　き　３月２１日（祝）～２３日（日）

対象者数　小学３～４年生６０人程度

参　加　費　４,２００円

申込期限　３月７日（金）必着

 　黒髪少年自然の家

　　　　　緯０９５４（４５）２１７０

 

業務内容　ＤＶ被害者の相談および

　　　　　支援に関すること

募集人数　１人

雇用期間　４月１日～平成２７年３月３１日

勤務時間　週３日間　９時～１６時

月額報酬　１２０,５００円

勤務場所　鹿島市福祉事務所

応募方法　２月１７日（月）までに履歴

　　　　　書を持参ください。

 　福祉事務所社会福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

『ななつ星』歓迎！
出演者募集

詳しくは

黒髪少年自然の家
イベント参加募集

詳しくは

ＤＶ相談員を
募集します

詳しくは

 

　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　市内全４団地ほか

　　　　　（武雄市・大町町地区）

申　込　書　２月３日（月）から配布

受付期間　２月６日（木）～１３日（木）

　　　　　９時～１９時

　　　　　（９日・１１日は休み）

受付場所　武雄市武雄町昭和２６５番地

　　　　　指定管理者　川原建設

抽　選　日　２月２１日（金）

抽選会場　武雄総合庁舎

 　

　　指定管理者　川原建設武雄管理室

　　緯０９５４（２６）０５２２

 

 

　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、ヤマト運輸による交通安

全教室も実施します。

と　　き　２月５日（水）９時３０分～

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　容

　　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。

 　総務課防災係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１３

県営住宅入居予備者を
募集します

詳しくは

イイベベンントト
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１６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

 

　作業学習などで生徒が作った製品

を接客販売します。お気軽にお立ち

寄りください。

と　　き　

　中学部　２月１４日（金）１０時～１６時

　高等部　２月２５日（火）１０時～１７時

と　こ　ろ　ゆめタウン武雄

販　売　品　やきもの、手工芸品、

　　　　　木工品、野菜、花苗など

 　うれしの特別支援学校

　　　　　緯０９５４（６６）４９１１

鹿島市桜樹保存会
植樹祭

詳しくは

うれしの特別支援学校
販売会の開催

詳しくは

情報掲示板　愚　募集・イベント

潤市税集合徴収分
潤介護保険料
潤後期高齢者医療保険料の

第９期の口座振替日は

２月２　８日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）



24 Ｈ２６(２０１４).２.1　広報かしま

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）

２月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成２２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・目・耳の検査
　　　　歯科・耳鼻科・小児科医の診察

１３日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２４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）

２７日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２５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 

２６日（水）

乳幼児の健康診査や予防接種などの問合せ先

保健センター予防係　緯０９５４（６３）３３７３

・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。
・予防接種を受ける際には、保護者同伴が原則です。特段の理由で同伴することができない場合で、お
　子さんの健康状態をよく知っている親族（祖父母など）が同伴する場合には『委任状』が必要になります。
・『委任状』は保健センターや市内の実施医療機関にありますので、記入して持っていきましょう。

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　１１歳～１３歳誕生日の前々日の子ども
　　　　（小学校６年生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～５６日の間隔をお

　いて３回、その後、１年～１年６カ月の間に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

　～５６日の間隔をおいて２回、その後１年～１年６カ月

　の間に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、１１～１３カ月の

　　　　　間に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年度の間に接種できなかった人へ

　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］
　平成２４年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

ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン
子宮頸がん予防ワクチンの予防接種

　４月から、『任意の予防接種』から『法に基づく予

防接種』に変わり、予防接種を継続して行えるように

なりました。

　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）
子宮頸がん予防ワクチン

　対　象　者　平成９年４月２日～平成１４年４月１日

　　　　　　に生まれた女子（全３回接種）

※現在、子宮頸がん予防ワクチンの接種は、積極的には

　お勧めしていません。詳しくは、保健センターまで。
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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４日（火）

鹿島小わんぱくクラブ鹿島赤ちゃん１８日（火）

お休みします２５日（火）

対　象　就学前児と保護者　だだし、「鹿島」は

　　　　１歳未満の赤ちゃんとその保護者

育児相談、子育てサークル、子育てひろばの問合せ先　子育て支援センター（エイブル１階）　緯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（６３）１１５８鹿島市　西牟田村山小児科４日（火）

０９５４（６３）３３０９鹿島市　中牟田稗田産婦人科１１日（祝）

０９５４（６６）３５６８嬉野市　塩田町谷口医院１８日（火）

０９５４（６３）３２７５鹿島市　中牟田織田病院２５日（火）

怯夜間の小児救急医療

　診療時間　９時～１７時

　診療場所　鹿島市休日こどもクリニック（高津原）　緯０９５４（６３）１８３８

怯休日昼間の小児救急医療（日曜日・祝祭日）

母子健康手帳

母

子

母子手帳交母子手帳交付付

受付　１０：００～１０：３０
内容　手帳交付・説明会
対象　市内在住の妊婦

５５・・１１２２・・１１９９・２・２６６日（水日（水））
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１９日（水）です。

１１９９日（水日（水））
２ヵ月児相２ヵ月児相談談

受付　１３：３０～１３：５０
内容　体重測定・個別相談
対象　平成２５年１２月生まれ

１１８８日（火日（火））
離乳食教離乳食教室室

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

４４日（火日（火））

のびのびサークル　　　　１０時～１２時
　対　象１歳７ヵ月児～就学前児と保護者

１４日（金）　楠　風　館　『ママカフェ♪』

よちよちサークル　　　　１０時～１２時
　対　象５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

２８日（金）　楠　風　館　『ママカフェ♪』

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

１８日（水）　楠風館　『ひんやりおやつ』（おやつ代　１家族１００円）合同サークル　　　　　　１０時～１２時
７日（金）　エイブル　『ドキドキッ竃大好きだよ竃』

２回目フッ化物塗２回目フッ化物塗布布

受付　１３：４５～１４：００
内容　歯科診察・フッ化物塗布
対象　平成２４年２月生まれ
　　　（希望者のみ）

２２７７日（木日（木））
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広報かしま原稿締切日

４月号３月号
３月３日１月３１日

２月

 如月 
きさらぎ

３日（月）　祐徳稲荷神社　節分祭　　　　祐徳稲荷神社

４日（火）　祐徳稲荷神社　初午祭　　　　祐徳稲荷神社

５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　９時３０分～

１６日（日）　桜樹保存会植樹祭・・・・・・・・・・［２３ページ参照］

旭ヶ岡公園　１０時～

２７日（木）　肥前浜宿まちなみ活用委員会

継場（八宿）　１９時３０分～２１時

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館２階
　１３日（木）　受付１３時～１４時　　　　　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始
　２７日（木）　受付９時３０分～１０時３０分（先着６人）　１０時開始
愚人権相談　市民会館２階和室
　６日（木）　１０時～１５時
愚成人健康相談　保健センター
　５日（水）　９時３０分～１０時
愚快互（かいご）のつどい　エイブル２階和室
　１４日（金）　１３時３０分～１５時
愚住宅工事設計無料相談　旧池田家（南舟津）
　８日（土）　１０時～１２時
愚土地・建物に関する無料相談　市民会館１階第４会議室
　２５日（火）　１３時３０分～１６時３０分
愚消費生活相談　市民会館
　３・１０・１７・２４日（月）、７・１４・２１・２８日（金）
　　９時３０分～１２時、１３時～１６時
愚こころの健康相談（臨床心理士　対応）
　１９日（水）　　９時３０分～１２時　市民会館２階第５会議室
　要予約　福祉事務所緯（６３）２１１９
愚発達障害児（者）専門相談　市役所５階第７会議室
　２５日（火）　　１０時～１６時　要予約
　ＮＰＯ法人　それいゆ　緯０９０（６２９６）７５５０
愚ことばの相談　福祉事務所相談室　要予約
　２７日（木）　　１３時３０分～１６時　福祉事務所緯（６３）２１１９
愚無料出張金融相談　鹿島商工会議所
　１４日（金）　１０時～１５時
愚厚生年金・国民年金相談　市民会館
　４・１８日（火）　１０時～１２時、１３時～１５時　要予約
　市民課　緯（６３）２１１７
愚行政・人権・心配ごと相談　老人福祉センター相談室
　５・１９日（水）　１０時～１２時、　１３時～１５時
　社会福祉協議会　緯（６２）２４４７
愚福祉介護電話相談　社会福祉協議会緯（６２）２４４７
　月曜日～金曜日　９時～１７時

植松建設　　　　　　緯（６２）３５２６
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
マツモト　　　　　　緯（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　緯（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６

　１日（土）
　２日（日）
　８日（土）
　９日（日）
１１日（祝）
１５日（土）
１６日（日）
２２日（土）
２３日（日）

（２月分）

１・８・１５・２２日（土）、１１日（祝）、
２・９・１６・２３日（日）

市役所
保健センター

３・１０・１７・２４日（月）、
１２日（水）、２７日（木）

市民図書館

３・１０・１７・２４日（月）、
１２日（水）

生涯学習センター
（エイブル）

４・１８・２５日（火）、１２日（水）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。

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）３２０３２日（日）
アルナ鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７９日（日）
ミズ北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６１１日（祝）
ミズスカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５１６日（日）
アルナ浜店薬師寺医院　緯（６３）５２８１２３日（日）




