
　３月の鹿島は、市内の6つの酒蔵による同時蔵開き

や、『肥前浜宿花と酒まつり』『祐徳門前春まつり』『鹿

島城下 街なか桜まつり』など、さまざまなイベントが

開催されます。　（２ページからのイベント情報参照）

鹿島 酒蔵 ツーリズム２０１４開催！
さかぐら

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２６年１月３１日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯４＋人３５－世帯１０,７２５人３１,１１９

世帯２－人３－世帯　５,３２４人１４,３５８鹿　　島

世帯２＋人７－世帯　１,１６３人  ３,７１５能　古　見

世帯３＋人５－世帯　１,０１８人  ３,１８８古　　枝

世帯０人２＋世帯　１,０５０人  ３,１１１浜

世帯０人１２－世帯　１,２１８人  ３,６７５北　鹿　島

世帯１＋人１０－世帯　　　９５２人  ３,０７２七　　浦

人１７－人１４,６４７男

人１８－人１６,４７２女

一、花と緑を愛し、伝統をいかして美しいまちにしましょう。

一、知識と教養を深め、清新な文化のまちにしましょう。

一、感謝と思いやりの心で、うるおいのあるまちにしましょう。

一、明るく元気に働き、活力のあるまちにしましょう。

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

　過去２回『鹿島酒蔵ツーリズム』を開催し、昨年は県内外よりおよ

そ５万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２９日（土）、３０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蔵のスタンプがそろえば、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！

酒蔵手形予約受付中！　今年は有田焼のオリジナルおちょこ付き
　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３００枚）を５００円で販売しています。

　　胸鹿島酒蔵ツーリズムオリジナル有田焼おちょこ・おちょこ入れ付き。

　　胸６蔵のスタンプがそろえば、景品が当たる抽選会あり。

　　胸『面浮立』がデザインされた木製手形

　数に限りがありますので、お早めに予約をお願いします。

　酒蔵手形はＷｅｂ・電話・ＦＡＸにてお申し込みできます。

　手形はイベント当日に現金と引き換えになります。また、手形がなくてもイベントには参加できます。

 

　鹿島市観光協会（ＪＲ肥前浜駅構内）・・・平日１０時～１６時

　緯０９５４（６２）７８５８　姉０９５４（６９）８０２２　ホームページ　http://sakagura-tourism.com

販売・問合せ先

建鹿島 酒蔵 ツーリズム遺２０１４
さかぐら

①矢野酒造

　酒の試飲（一部有料）・販売、ミニ美術館、喜多窯

　（唐津市）の展示、甘酒のふるまい（２９日、１２時～）、

　酒まんじゅうふるまい（３０日、１２時～）

　サックスミニコンサート（３０日）

②馬場酒造場

　酒の試飲・販売、地元直売所による物産販売、

　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（無料・有料）試飲・販売、鍋島グッズ販売、

　日本酒ＢＡＲ（３０日）、利き酒大会（３０日）、

　フラメンコ（３０日）、喫茶、

　漬物・かまぼこ・粕漬け・菓子の販売

⑤光武酒造場

　酒・焼酎の試飲・販売、瓶詰め実演（２９日）、

　今朝搾り実演・販売（３０日）、餅つき、

　軽食・酒蔵スイーツ・酒蔵バーガーなどの販売、

　抽選会、足湯、日本酒・焼酎カクテルＢＡＲ

⑥峰松酒造場

　酒の試飲・販売、ミニはねぎ搾りによる実演販売、

　甘酒アイスの販売、酒蒸しパンの販売、

　粕漬け・漬物類の販売、酒蔵・昭和の部屋見学
※各蔵のイベント内容は変更になる場合があります。

『鹿島の酒で乾杯！』

　『鹿島市日本酒で乾杯を

推進する条例』を応援する

ため、オリジナルポス

ターとステッカーを配布

しています。

　さまざまな機会にご活

用ください。
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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）７８５８

詳しくは

６蔵巡り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
　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。

　①～⑥の酒蔵で蔵開きが開催されます。

　※お酒のイベントですので、できる限り循環バスもしくは公共交通機関をご利用ください。

循環バスルート（バス乗り場）

鹿島バスセンター　嚇　矢野酒造入口　嚇　旭ヶ岡公園前　嚇　馬場酒造場前
　　　　　（スカイロード）　　　　　　　　　　       

　肥前浜駅前　嚇　肥前浜宿（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（（ＰＰ４参照４参照））
３３月月２９日～３０２９日～３０日日
祐徳門前商店祐徳門前商店街街

桜まつ桜まつりり（Ｐ５参照（Ｐ５参照））
３３月月２６日２６日～～４月６４月６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（Ｐ５参照）（Ｐ５参照）
３３月月２１日～３０２１日～３０日日
中心市街中心市街地地

鹿島城下街なか桜まつ鹿島城下街なか桜まつりり
（Ｐ４参照（Ｐ４参照））

３３月月２９日２９日～～３０３０日日
スカイロースカイロードド

花と花と酒酒（咲け（咲け））まつりまつり（（Ｐ４参Ｐ４参照照））
３３月月２９日～３０２９日～３０日日
肥前浜肥前浜宿宿

無料循環バス路線図

寓ツーリズムオリジナルの６蔵酒セット（写真はイメージです）

※イベント当日３カ所の案内所で販売します。（販売者　観光協会）

嚇嚇

案内案内所所

案内案内所所

案内案内所所
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怯大お花見会場

　美しい桜並木の下、風情

ある参道でお花見しません

か？抹茶もお楽しみいただ

けます。

と　　き　３月２９日（土）１０時～１６時

内容（予定）　

　潤餅つき・餅ふるまい　　１０時３０分～、１４時～

　潤不知火太鼓　　　　　　１１時～、１４時３０分～

　潤働く車の展示・ミニＳＬの運行など

酒処肥前浜宿で新酒の香りと春の桜に酔いしれませんか？

と　　き　３月２９日（土）、３０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　自転車パフォーマンス『Dig-It』

　　　　　『ななつ星』写真展（浜駅待合室）

　　　　　野畠面浮立、大村方獅子舞、酒造り唄、

　　　　　茶会、鹿島日本舞踊協会、ほとめき会、

　　　　　日本伝統工芸展、県内精鋭酒器５人展、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 　満開の桜並木・お食事・お土産がそろう、祐徳門前商店街へ

出かけませんか？

怯なつかし ＣＡＲ にばる
カー

　クラシックカーファン必

見！懐 か し か ～ 車 が 約

１００台！参道を埋め尽く

します。

　『昔の発動機』運動会も開催

と　　き　３月３０日（日）１０時～１５時

 　ゆうとく庵

　　　　　緯０５０（３４３２）９７５８

　　　　　http://monzen.sagafan.jp/

詳しくは

　桜満開。旭ヶ岡公園のほど近く鹿島中心商店街で発

酵食品やお酒を味わい、イベントで春のひとときを楽

しんでみませんか？

　と　　き　３月２９日（土）、３０日（日）１０時～１７時

　と　こ　ろ　スカイロード周辺

怯かしま発酵まつり　［ナチュル］

　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

　胸大吟醸酒粕と地元農産物を

　　使った『発酵COBOたん汁』

　　などの限定販売

怯にぎわいステージ　［モードビル横］

　胸カラオケ大会（２９日）

　胸鹿島の新鮮野菜・特産品・本・鹿島城下殿様弁当

　　などの販売

怯ゆ～ゆんさがん酒呑みくらべ　［親和銀行駐車場］

　胸県内約２０種の地酒が飲めます。（有料）

 　鹿島商工会議所

　　　　　緯０９５４（６３）３２３１

詳しくは

建鹿島城下　 街 なか桜まつり
まち

寓２日間限定“春らんまん祐徳弁当”

寓発酵 COBO たん
コ　ボ
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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　９:００1５・１６・2１・２２

ふれあい楽習館体育館県西部地区高校剣道大会　８:３０１６日（日）

陸上競技場サブグラウンド県観桜少年サッカー大会　９:００２３日（日）

北公園４地区鹿島観桜テニス大会　９:００２３日（日）

市民体育館ほか県下少女バレーボール観桜大会　８:００３０日（日）

西部中学校観桜中学女子ソフトボール　８:３０３０日（日）

横田公民館桜まつりチャリティ茶会１０:００３０日（日）

大手門会館旭ヶ岡観桜俳句大会１０:００３０日（日）

市民球場鹿島市近接中学軟式野球大会　８:００２９日・４月５日

ところ行事名
開始
時間

開催日

松陰神社境内桜まつり県下民踊大会１０:３０４日（金）

鹿島高校柔剣道場観桜少年柔道大会　９:００６日（日）

中川グラウンド観桜ゲートボール大会　８:００６日（日）

市民体育館観桜卓球大会　８:３０６日（日）

市民武道館観桜弓道大会　９:００６日（日）

西部中学校桜まつり少年剣道大会　９:００６日（日）

福祉会館観桜福祉囲碁大会　９:００７日（月）

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
　旭ヶ岡公園に九州初の夜桜電飾が設置されてから１００周

年記念の今年は、大手門から鹿島高校に至る『花のトンネル』

に夜桜ボンボリが復活します。

期　　間　３月２６日（水）～４月６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

四点灯セレモニー四　３月２６日（水）１７時４５分～

 　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２０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２２日（土）～３０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２２日～３０日）

　　モードビル１Ｆ

　胸岩永京吉遺作展（３月１７日～２３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２４日～３０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２４日～２８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
～桜・酒蔵・文化・歴史の町　鹿島の春ウォーキング～

　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２９日（土）

受付時間　８時～１１時

スタート駅　肥前鹿島駅

ゴール駅　肥前浜駅（１５時まで）

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（土）（土）～～７７日（金日（金））　－－

　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。さらにこの時季

は山火事も多く発生するため、全国山火事予防運動も同時に実施されています。野焼きやたき火の際は十分注意し

ましょう。また、タバコの吸い殻は必ず消すとともに、投げ捨てないようにしましょう。

 　鹿島消防署

　　　　　緯０９５４（６３）１１１９

詳しくは

全国統一防火標語
『消すまでは 心の警報 ONのまま』

山火事防止の標語
『守りたい 森の輝き 防火の心』

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。

春季全国火災予防運動

恐

況

挟

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

狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂

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ました。

　住宅用火災警報器が作動し、火災に至らなかったという事例が多く報告されています。まだ設置されていないご

家庭は、火災を未然に防ぐためにも一日も早い設置をお願いします。

住宅用火災警報器や消火器の悪質な訪問販　住宅用火災警報器や消火器の悪質な訪問販売売

が発生しています。被害に遭わないためにもが発生しています。被害に遭わないためにも次次

のことに注意しましょうのことに注意しましょう。。

潤潤消防職員が住宅用火災警報器や消火器の販消防職員が住宅用火災警報器や消火器の販売売

を行うことはありません　を行うことはありません。。

潤潤少しでも怪しいと思ったらハッキリ断り少しでも怪しいと思ったらハッキリ断りまま

しょう　しょう。。

潤潤書書類類（契約書（契約書））には押印やサインをしないよには押印やサインをしないようう

にしましょう　にしましょう。。

潤潤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。。

潤潤相手が脅迫的な行動に出た場合は警察に通相手が脅迫的な行動に出た場合は警察に通報報

しましょう　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～～

　鹿島市と交流のある千葉県香取市では、市内各地の魅

力を広く紹介し、香取市のファンの皆さんと交流を深め

ていくため、『香取ファンクラブ』を設立されました。

　多くの人たちへ香取市の魅力を伝え、愛着を深めても

らう趣旨にご賛同いただける人であれば、どなたでも入

会できます。

入会費および年会費　無料

会員特典　・香取市内施設の割引

　　　　　・香取市からの定期的な観光情報

　　　　　・その他イベントの優待など

※３月末までに申し込まれた人の中から抽選で香取

　市特産の味噌かごま油の引換券をプレゼント！

 　香取ファンクラブページ

　　　　　http://www.suigo-sawara.ne.jp/

詳しくは

香取ファンクラブ会員募集中！　－　千葉県香取市　－
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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２９日（土）・３０日（日）、

　　　　　４月５日（土）・６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

　　　　　税務課納税係　　　緯０９５４（６３）２１１８

詳しくは

怯消費税率（国・地方）が引き上げられます

消費税率（国・地方）の引き上げ
お
知
ら
せ

※地方消費税とは、国税である消費税と同様に、事業とし
　て行った商品の販売、サービスの提供等の国内取引や外
　国貨物の引き取りに対して課税される都道府県税です。
※消費税率１０％（消費税７.８％・地方消費税２.２％）への
　引き上げについては、改めて経済状況等を総合的に勘案
　した検討を行います。

消費税４％

地方消費税１％

消費税６．３％

地方消費税１．７％

４月１日～

閣
怯引上げ分の消費税収はすべて社会保障財源化されます

　社会保障の充実（待機児童の解消や医療介護サービスの充実など）や安定化（後の時代への年金の負担付回しの軽

減など）のための財源とすることで、財政健全化への一定の寄与を図ります。

怯円滑かつ適正な転嫁にご理解とご協力をお願いします

　消費税率（国・地方）の引き上げにあたって事業者が円滑か

つ適正に転嫁できるよう、転嫁、広告・宣伝、価格表示、便

乗値上げなどに関する相談窓口を設置しています。

 　県税務課（総括窓口）

　　　　　緯０９５２（２５）７０２１

詳しくは

消費税価格転嫁等総合相談センター

　専用ダイヤル　緯０５７０（２００）１２３

　http://www.tenkasoudan.go.jp

受付時間　月～金曜日　９時～１７時

　　　　　（３～４月は土曜日も受付可）

４月２０日（日）は投票日です！
　４月２０日は、鹿島市長選挙と鹿島市議会議員補欠選挙の投票日です。私たちの意見を市政に反映させるため

の大切な選挙です。投票には忘れずに出かけましょう。　　 　選挙管理委員会　緯０９５４（６３）３４１８詳しくは

選　挙　名

　潤鹿島市長選挙

　潤鹿島市議会議員補欠選挙

立候補受付日（告示日）　４月１３日（日）

投開票日（執行日）　　　４月２０日（日）

期日前投票期間　　　　４月１４日（月）～１９日（土）

５％ ８％
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　市では、経済的な理由で就学困難な児童生徒へ、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２０日（木）までに

申請をしてください。

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　申請の受け付けは、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２５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

　お持ちの有効なパスポートの氏名や本籍の都道府県名に変更があった場合、３月２０日以降は、『記載事項変更旅

券』または新しいパスポートを申請する必要があります。

　パスポートにスタンプとタイプ印字による訂正を行う制度は、３月１９日の申請受付までです。

怯記載事項変更旅券の場合

　対　　象　有効中の旅券をお持ちの人

　有効期間　変更前のパスポートの残存有効期間

　手　数　料　６,０００円（収入印紙４,０００円、県収入証紙２,０００円）

　※旅券冊子が新しくなります

　　（旅券番号・写真・サインが変わります）

怯新しいパスポートを申請される場合

　１０年用（未成年者除く）または５年用のいずれかを

　申請してください。

 　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

パスポートの氏名・本籍に変更があった人へ
お
知
ら
せ

【旅券法一部改正のポイント】

　改姓などによりパスポートの氏名などが変わっ

た人の海外渡航が円滑になるように、旅券法の一部

が改正されました。

　これにより、パスポートに訂正をする制度が廃止

され、新たに『記載事項変更旅券』の発給が始まり

ます。すでにパスポートに訂正をした訂正旅券を

お持ちの人は、３月２０日以降もお使いいただくこ

とができます。

募集人員　若干名

雇用期間　平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日

　※勤務成績良好と認められる場合は、上記期間を含

　　め３年を限度に延長することもあります。

勤務内容　土木設計、監理業務のほか一般事務

勤務時間等　９時～１７時（休憩あり）　月～金曜日（祝日を除く）

応募資格　土木設計および現場監督の経験を有する人

選考方法　面接

応募方法　市のホームページからダウンロードするか

　　　　　総務課職員係に備え付けの採用試験申込書

　　　　　に必要事項を記入して、提出してください。

募集期間　３月３日（月）～１４日（金）（土・日を除く）

　　　　　（郵送可※３月１４日（金）消印有効）

 　

　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３－１

　鹿島市役所総務課職員係

　緯０９５４（６３）２１１３

申込・問合せ先

お
知
ら
せ
市嘱託職員［土木設計業務］を募集します

お
知
ら
せ
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お
知
ら
せ

海の森　植樹祭にご参加ください！
募
　
集

　市と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『海の森　植樹祭』を開催しています。

　今年は矢答区の市有林内に、ヤマザクラ、ケヤキ、モミジなど、約１,５００本の広葉樹を植樹します。

　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１５日（土）　９時～１２時３０分（予定）

　　　　　※荒天時は３月２１日（祝）に順延、態度決定は１４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　柳坂市有林内（矢答区）　※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　　※前うち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７日（金）

 　農林水産課農山漁村係　緯０９５４（６３）３４１３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　姉０９５４（６３）２３１３

申込・問合せ先

　人権問題に対する正しい理解と認識を深めてもらうために、市民の皆さんを対象とした地区別の人権学習会を開

催します。（今回は、鹿島・能古見地区で開催します。）

テ　ー　マ　ケータイに潜む危険

　　　　　（子どもをケータイから守るために）

講　　師　市社会教育指導員

参　加　費　無料

 　人権・同和対策課　緯０９５４（６３）２１２６詳しくは

地区別人権学習会開催
お
知
ら
せ

会　場日　程地区名

鹿島公民館　大会議室

緯０９５４（６３）２１０９

３月１４日（金）

１９時～２０時
鹿　島

能古見公民館　和室

緯０９５４（６２）３３７３

３月１８日（火）

２０時～２１時
能古見

　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。
 　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

怯原動機付自転車（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。

怯軽自動車・自動二輪（１２５㏄以上）など

　手続き場所　佐賀県自家用車協会　鹿島・白石支部

　　　　　　　緯０９５４（６２）３４９７

　　　　　　　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。
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怯木が線路に倒れこむと

　潤線路をふさいで、列車が通れなくなります。

　潤電車線には２万ボルトの電気が流れていて、電線

　　に引っかかった場合、感電事故や信号トラブルの

　　原因となります。

　潤列車に衝突して、乗車されているお客さまが怪我

　　をされることがあります。

怯倒木災害防止のために

　潤ＪＲ九州でも、倒れ込みそうな木がないかを点検

　　時に見ていますが、地権者様でも、所有地に線路

　　へ倒れ込みそうな木がないか、ご注意をお願いし

　　ます。

　潤線路に倒れ込みそうな木は、佐賀鉄道部へ相談の

　　うえ伐採などの対策をお願いします。

　潤緊急の場合は、ＪＲ九州で伐採することもあります。

※線路近くで木を伐採される際、切った木が線路内へ

　倒れ込んだり、のり面上部より落ちそうな作業をす

　る際は、事前にＪＲ九州へご相談ください。

※危ない状態で放置されていた木が原因で事故になっ

　た場合は、損害賠償を請求することがあります。

　列車の安全運行のため、ご理解とご協力をお願いし

ます。

倒木災害の防止を！　－ＪＲ九州からのお願い－
お
知
ら
せ

情報掲示板ワイド

 　ＪＲ九州佐賀鉄道部　緯０９５２（２３）２９３９詳しくは

３月は自殺対策強化月間です
お
知
ら
せ

　平成２５年中に全国で２７,１９５人、佐賀県では１８２人の人が自ら命を絶っています。

（前年比は佐賀県では３１人の減、鹿島市は６人の増です。）

　このような状況の中、ゲートキーパー（命の門番）とい

う役割が求められています。ゲートキーパーとは悩んでい

る人に気づき、声をかけ、話を聞いて、必要な支援につな

げ、見守る人のことです。専門の資格は必要でなく、誰で

もできます。

※市では月に１回臨床心理士による『こころの健康相談』

　を実施しています。（２２ページ参照）

※自殺対策事業（ゲートキーパー研修会）を実施しています。

　希望される団体は福祉事務所にご相談ください。

～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）

怯ゲートキーパーの４つの役割

気づき　家族や仲間の変化に気づいて、声をかける

　　　　※食欲がない、口数が少ない・・　

傾　聴　本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける

　　　　※否定をせず、聞く・・

つなぎ　早めに専門家などに相談するよう促す

　　　　※病院、行政などに相談・・

見守り　寄り添いながら、じっくりと見守る

　　　　※孤立を防ぎ、安心を与えます

郭
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受給要件

　国民年金加入中に、病気やけがで障がい者になった

とき、または６０歳から６５歳になるまでの間に障がい者

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。

障がいの認定と年金支給

　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

　『買え買え詐欺』など悪質な商取引に巻き込まれて、

実際に困った体験をされたことはありませんか？

　お困りでしたら次の窓口にお電話、または直接お越

しください。

恭相談日時

　受付時間　　９時３０分～１２時、１３時～１６時

※土・日・祝祭日の相談は佐賀県消費生活センター

　（緯０９５２（２４）０９９９）へ

 　商工観光課商工労政係　緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

お
知
ら
せ

消費者相談窓口のご案内
～『みんなが住みやすく暮らしやすいまち』を目指して～

お
知
ら
せ

消費者行政について市長メッセージ

　皆様を取り巻く環境が大きく変化していく中で、悪質

商法の巧妙化・複雑化も進んでおり、新たな手口による消

費者トラブルのご相談も毎年のように寄せられています。

　こうした状況の中で、鹿島市は、『みんなが住みやすく

暮らしやすいまち』を目指して、消費者行政におきまして

は、今後とも消費生活相談体制の維持・強化、消費者啓発

等の推進に努めてまいりたいと考えております。

　また、今年度からは、嬉野市、太良町とともに、県内唯

一の広域的な消費者保護行政の取り組みとなる佐賀県南

西部消費者行政連携協議会を設立いたしました。

７０歳から７４歳の国保加入者の皆さんへ

高齢受給者証の更新のお知らせ

お
知
ら
せ

潤７０歳から７４歳の国保加入者が現在お持ちの高齢

　受給者証は、有効期限が平成２６年３月３１日と

　なっていますので、３月末までに新しい高齢受給者

　証を郵送します。

※新しい高齢受給者証の有効期限は平成２６年７月

　３１日となります。

潤４月になったら現在お持ちの高齢受給者証は使用で

　きませんので、処分するか市役所保険健康課へ返却

　をお願いします。

 　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

電　話　番　号相　談　日市町名

０９５４（６３）３４１２毎週　月・金曜日鹿島市

０９５４（４２）３３１０毎週　火・木曜日嬉野市

０９５４（６７）０３１２毎週　水曜日太良町
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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（火）　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２６年５月

土金木水火月日

３２１

１０９８７６５４

１７１６１５１４１３１２１１

２４２３２２２１２０１９１８

３１３０２９２８２７２６２５

平成２６年６月

土金木水火月日

７６５４３２１

１４１３１２１１１０９８

２１２０１９１８１７１６１５

２８２７２６２５２４２３２２

３０２９

平成２６年８月

土金木水火月日

２１

９８７６５４３

１６１５１４１３１２１１１０

２３２２２１２０１９１８１７

３０２９２８２７２６２５２４

３１

平成２６年９月

土金木水火月日

６５４３２１

１３１２１１１０９８７

２０１９１８１７１６１５１４

２７２６２５２４２３２２２１

３０２９２８

平成２６年７月

土金木水火月日

５４３２１

１２１１１０９８７６

１９１８１７１６１５１４１３

２６２５２４２３２２２１２０

３１３０２９２８２７

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

（６２）３３７３能古見公民館のごみふれあい楽習館体育館

（６２）２７４９古枝公民館林業体育館

（６２）２５３４浜公民館臥竜ヶ岡体育館

（６２）２０１４北鹿島公民館北鹿島体育館

（６３）１７６８道の駅鹿島事務所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２６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（土）

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。

 　生涯学習課文化・スポーツ係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは
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に行ってみよう

納富　進　展
～鹿島市コレクション～

床　の　間
コーナー

　２月にひきつづき、

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

作品を紹介します。

　市所蔵品の中から、

３月はふるさと鹿島の風景画を展示します。

今回初めて市役所３階の応接室に飾ってあ

る『旧道』も展示します。どうぞ足をお運

びください。

展　　示　３月３０日（日）１６時まで

おはなし会のご案内市　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

　例年開催の『フリーマーケット』を今回、規模やジャンルを拡大して『マル

シェ・フリーマーケット』として広く出店者を募集します。手づくりの雑貨、

アート作品などを販売するギャラリーとして、お店を出してみませんか？

と　　き　５月１７日（土）９時～１６時　※小雨決行、雨天中止

と　こ　ろ　エイブル駐車場　噛１団体１区画（車１.５台分）　噛出店無料

申込締切　４月１８日（金）　※先着順で定員になり次第締め切ります。

申込方法　エイブルに設置している申込用紙に、必要事項をご記入のうえ、

　　　　　楽修大学（エイブル２階）にお持ちいただくか、ＦＡＸでお申し込

　　　　　みください。申込用紙はホームページからダウンロードできます。

 　かしま市民立楽修大学申込・問合せ先

エイブル祭りマルシェ・フリーマーケット
出店者募集

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://kashima-able.com/

詳しくは

募集期間　　３月２日（日）～４月２日（水）　※必着

試験（面接）　４月６日（日）

※詳しくはホームページ、または担当（藤井）へお問い合わせください。

エイブルからのお知らせなど

かしま市民立楽修大学の学長を募集します

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３階

研修室

３月６日～７月１７日
［月３回　木曜日］
１９時～２０時３０分

 陳 　 蘭 さん
ちん らん

２０人中国語教室②

５００円/１回

材料代：実費

エイブル３階

研修室

４月開講予定
［月２回　金曜日］
１３時３０分～１５時３０分

 樋渡 　眞知子さん
ひわたり

２０人手編み教室

５００円/１回
エイブル３階

研修室

４月１１日～８月２２日
［月２回　金曜日］
１０時３０分～１２時

松尾　なおみさん２０人
ヨガ教室

※女性限定講座

　寓『旧道』

　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。

※申込不要

※読み聞かせのボランティア募集中！

　興味のある人は図書館までお尋ね

　ください。

 　市民図書館

　　　　　緯０９５４（６３）４３４３

詳しくは

３歳以上０～３歳０～１歳対　象

毎週土曜日
１４時～

第１・３水曜日
１４時３０分～

毎週火曜日
１４時～

と　き

図書館内
おはなしの部屋

図書館内
おはなしの部屋

エイブル２階
幼児室

ところ

ホームページアドレスが変わりました　　http://kashima-able.com/
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“call it a day”

今月のキーフレーズ

№９９

この表現は、『（今日の仕事を）やめる』

という意味で使われます。

こんなときこのひとこと、学校だより

タイラー先生

四Filipino Words四
（フィリピンの言葉（タガログ語））

 Sono ? :だれ？　　　
ソノ

 Ano ?　:なに？　　　
アノ

 Kailan ?　:いつ？
カイラン

 Saan ? :どこ？　　　
サッアン

 Bakit ?　:なぜ？
バキト

（　モ　　モ　）　私、朝７時からずっと仕事のプロ

　　　　　ジェクトをやってるの。とても疲れ

　　　　　たから、今日はやめようかな。

（タイラー）　うん、それはいいね。

Momo:

Tyler:

I've been working on this project for my work 
since 7:00 in the morning. I'm so tired. I think 
I'm going to call it a day.
Yeah, that's probably a good idea.

クリーンアップ活動

寓地域への感謝の気持ちを込めて清

掃活動を行う生徒たち（昨年度の様子）

鹿島高等学校

校学 だ よ り

No.２０２ 　鹿島高校では毎年３学期に学校周辺

を中心としたクリーンアップ活動（地

域清掃活動）を行っています。地域の

皆さんへの感謝の気持ちを込めて、今

年は２月２６日に実施します。

【生徒会長の意気込み】

　鹿島高校最大の行事である赤門祭。

今年は台風で１日順延になりましたが、

活気にあふれ大成功のうちに終わりま

した。これも地域の方々のご協力が

あったからです。他にも耐寒訓練やマ

ラソン大会、吹奏楽部の『赤門コン

サート』など、地域の方々に支えられ

た行事がいくつもあります。また、私

たちが日ごろ安全に登下校できるのも

地域の皆さんの支えがあるからです。

そのような中、私たちは感謝の気持ち

を表す活動として今年もクリーンアッ

プ活動を行います。

　昨年この活動に取り組んだときには、

通学路や草むらで見つけるゴミ以外に、

実はよく見るとあまり目につかないと

ころ（植え込みの中など）にもゴミがあ

ることを知りました。鹿島高生全員で

頑張って、全てとは言えませんが多く

のゴミを拾うことができました。

　この活動を通して、自分たちは決し

てゴミを散らさないということはもち

ろんですが、地域の役に少しでも立ち

たいという気持ちを大切にしたいと考

えています。地域の方々に「鹿島高校

が近くにあってよかった」と思っても

らえるような学校にしたいと思います。

　今年も寒い季節がやってきました。

そんな中でも勉強と部活動とともに、

感謝と奉仕の精神を忘れず充実した学

校生活を送りたいと思います。よろし

くお願いします。

〔１月３１日寄稿〕

（トリシア）　私たち一日中ニューヨークをあちらこ

　　　　　ちら歩いてるけど、まだレストランを

　　　　　見つけられないよ。あなたは自分の方

　　　　　向感覚は当てになると言ってたよね？

（ティム）　なんて失礼なの。でも、このまま歩き続

　　　　　ければきっと見つかると思うわ。もしダ

　　　　　メだったら諦めてピザでも食べようか。

Tricia:

Helen:

We've been walking up and down New York City 
all day and we still can't find the restaurant!
I thought you said you had a good sense of 
direction?
First of all, rude. Second, I'm sure if we just keep 
walking, we'll find it eventually. If not, we'll call 
it a day and go get pizza.



広報かしま　Ｈ２６(２０１４).３.115

SOi SOiソースのオムライス

Ｎｏ．７

アレルゲン情報：大豆、りんご、鶏肉

１人前　　５８８kcal
～作 り方～

【チキンライス】

①フライパンに油をひき、鶏肉と玉ネギ・にんじん・

　ピーマンを炒め、ブイヨン・ケチャップを加える。

②①にご飯を加え炒める。

③塩コショウで味を整え皿に盛りつける。

【生地】

④ボールに皮を取ったかぼちゃをつぶし、SOi SOi・

　米粉・豆乳を混ぜ、フライパンに油をひき、2回に

　分けて焼き【チキンライス】にのせる。

【ソース】

⑤ボールにSOi SOi・豆乳を混ぜ合わせ、フライパン

　に入れチキンブイヨンを溶かす。

⑥塩コショウで味を整え、片栗粉でとろみをつける。

 　農商工連携推進室

　　　　　緯０９５４（６３）３４１１

詳しくは

材料（２人分）

【チキンライス】

・鶏もも肉（一口大）

・玉ネギ（みじん切り）

・にんじん（みじん切り）

・ピーマン（みじん切り）

・チキンブイヨン（顆粒）

・ケチャップ

・ご飯

・塩コショウ

【生地】

・かぼちゃ（ゆで）

・SOi SOi

・米粉

・油

・豆乳

【ソース】

・SOi SOi

・豆乳

・片栗粉（水１０ｇで溶く）

・塩コショウ

・チキンブイヨン（顆粒）

　

５０ｇ

１／４個

１／４本

１／２個

３．５ｇ

大さじ２

２杯

少々

　

４０ｇ

大さじ１

大さじ２

少々

１００ml

　

１０ｇ

３５０ml

５ｇ

少々

３．５ｇ

　『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

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

　２月７日（金）、スーパーモリナガ様、ＪＡ

青森様が鹿島市を訪問されました。

　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。

　これらの施設を代表して、贈呈式を行っ

た能古見保育園では、お礼に太鼓と獅子舞

が披露されました。

毎年の寄贈ありがとうございます

　２月５日（水）に佐賀県有明海漁業協同組

合　鹿島市支所　中村直明　運営委員長様か

ら今季有明海で収穫された『おいしい新の

り』約３,０００袋が市内の全小中学校に贈

呈されました。

　２月１３日（木）鹿島小学校で行われた贈

呈式では、代表で同支所鹿島第一海苔部会

様から児童へ贈られ、児童代表から感謝の

ことばをいただきました。

寓スーパーモリナガ店内にて

寓鹿島小学校での寄贈式

力走！クロカン

１月２５日・２６日

クロカンフェスタinかしまが

陸上競技場・クロスカントリー

コースで開催されました。

２５日の学童の部は、男子　安

武走友クラブ（久留米市）、女

子　立石ランナーズ（小郡市）が、

中学の部は男子　西部中、女子

　曽根中（北九州市）がそれぞれ

優勝しました。また、２６日の

一般の部では嬉野・太良駅伝

チームが優勝しました。

コース周辺は力走する選手に

声援を送ろうとたくさんの家

族や仲間の姿が見られました。

クロカンフェスタinかしま
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このごみどの袋・人権の輪

No.１１２

たくさんごみが出たときは…

　３月は引っ越しが多い時期です。大量のごみも発生しますよね。

大掃除や引っ越し、遺品整理などで一度に大量のごみが出た場合は、

ごみステーションでは回収できません。次の『ごみ収集運搬業務許可業者』

へご相談ください。

※有料になります。ごみの指定袋に入れる必要はありません。

恭壊れた家電製品などを違法な不用品回収業者で処分していませんか？

　よく見かけるトラックや空き地での不用品回収。実はほとんどが無許可で回収営業をしている違法業者です。

　ご家庭からの廃棄物を回収するには『一般廃棄物収集運搬業許可』が必要です。

　また、許可のない業者が処分費用として料金を請求するのは違法です。

　必ず、許可業者に依頼しましょう。

 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

【許可業者】

　馬場商会　緯０９５４（６２）１１３７

　野口商会　緯０９５４（６３）１２５８

恐

況

挟

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

狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂

教
教
教
教
教

橋
橋
橋
橋
橋

～　一度に大量のごみが出せない理由　～

　潤他の人が通常出されるごみを置けなくな

　　ります。

　潤収集業務や通行に支障がでます。

芦

斡

梓

扱

鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵

鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵

圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧

圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧

　人権・同和問題については、法
務省が平成２５年度の啓発活動年
間強調事項を定め、その解決をめ
ざしてきました。子どもの人権、
女性の人権など１７項目がありま
す。昨年、これに『東日本大震災
に起因する人権問題に取組もう』
という項目が付加されました。
　平成２３年３月１１日、東日本
大震災が発生しました。このこと
で、今なお多くの人が仮設住宅で
くらし、放射能被害で自宅に戻れ
ない人もいます。

　３年経った現在でも、不自由な
生活を余儀なくされている人のこ
とを考えると心が痛みます。
　震災当時、日本中が協力の意志
を示し、ボランティアや支援活動
を行いました。『困っている人が
いたら助け合う』精神が芽生え、
行動となりました。人と人との結
びつきの重要性が再認識され、
『絆』の大切さを国民が体感しま
した。支援やボランティア活動は
世界中から称賛を受けたところで
す。

　ところが、１年２年経過するに
つれ、大震災の記憶は薄れ福島へ
の風評被害が出てきました。米や
野菜、魚は売れなくなり、他地域
へ避難した人も『福島出身』と言
うだけで偏見やいじめを受けまし
た。このような理由から、法務省
は、東日本大震災に起因する人権
問題を、啓発強調事項に付け加え
たのです。
　今後、私たちは日常生活の中で
人権課題解決に向けて努力する必
要があります。まずは、身近な問
題に目を向け、小さなことから解
決することに取り組みたいもので
す。『困っている人がいたら、や
さしく接する』これが東日本大震
災から得た教訓であり、私たちが
風化させてはならないことではな
いでしょうか。

忘れまい東日本大震災の教訓
～人と人との絆の大切さ～

噛ご意見などをお寄せください　人権・同和対策課　緯（６３）２１２６
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　このガイドラインは保証契約時の

対応や保証債務整理の際の対応など

を規定しています。詳細は金融庁

ホームページ（http://www.fsa.go.jp/）

の新着情報（Ｈ２５．１２．９）をご確認の

うえ、各金融機関へご相談ください。

 

　金融庁監督局総務課監督調査室

　緯０３（３５０６）６０００（内線３３７９）

 

　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・果樹園などに剪定枝葉

のチップはいかがですか。

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。

　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　３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。

恭会員を常時募集しています。

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　３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

おお知知ららせせ
経営者保証に関する

ガイドラインが公表されました

詳しくは

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

３月３日（月）　　　　　　開会、会議録署名議員の指名、会期の決定、

　　　　　　　　　　　　議案の一括上程（提案理由説明）

３月４日（火）　　　　　　休会（議案研究）※発言内容通告締切（正午）

３月５日（水）～６日（木）　議案審議、質疑、討論、採決

３月７日（金）　　　　　　調整日（議案審議）

３月８日（土）～９日（日）　休会

３月１０日（月）　　　　　　常任委員会（議案・請願）

３月１１日（火）　　　　　　新年度予算審査特別委員会（現地調査）１３時～

３月１２日（水）～１３日（木）　新年度予算審査特別委員会

３月１４日（金）　　　　　　新年度予算審査特別委員会　１３時～

３月１５日（土）～１６日（日）　休会

３月１７日（月）　　　　　　新年度予算審査特別委員会

３月１８日（火）　　　　　　新年度予算審査特別委員会　１３時～

３月１９日（水）～２０日（木）　一般質問

３月２１日（祝）～２３日（日）　休会

３月２４日（月）　　　　　　一般質問

３月２５日（火）　　　　　　調整日（一般質問）

３月２６日（水）　　　　　　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２６年１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

勝守（プロ野球日本ハム稲葉選手らへ贈呈）４,２００円１月１０日接　遇

稲荷ようかん、稲荷駒、かし丸くんバッチ
（福岡市佐賀県人会へ提供）

１８,４２５円１月１７日接　遇

お茶（プロ野球選手自主トレキャンプ激励）９,０００円１月２９日接　遇

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２４日祝　儀

名刺代９,４５０円１月７日その他

（４月からの累計　３７８,４３０円）４６,０７５円合　計

市長交際費の支出状況

不動不動産産競売物競売物件件についてについて　～裁判所からのお知らせ～裁判所からのお知らせ～～

　地方裁判所では、債務の支払いができなくなった人などの所有する不動

産を売却し、この売却代金を支払いに充てる、不動産競売という手続きを

行っています。

　売りに出される不動産の情報は各地方裁判所および地方裁判所支部やイ

ンターネットで見ることができます。（http://bit.sikkou.jp/）

　具体的な競売手続きなどは、各地方裁判所までお問い合わせください。

 　佐賀地方裁判所民事部不動産競売係　緯０９５２（２３）３１６１詳しくは

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１０期の口座振替日は

３月３１日（月）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）
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情報掲示板　愚　募集・教室・イベント

 

 

　申し込み方法など詳しくはお問い

合わせください。

内　　容　山菜摘みとタケノコ掘り、

　　　　　クラフト活動、黒髪山登山

と　　き　４月５日（土）～６日（日）

対　　象　幼・小・中学生とその家族

募集人数　６０人（２０家族）程度

参　加　費　有料

申込締切　３月２４日（月）

 　黒髪少年自然の家

　　　　　緯０９５４（４５）２１７０

 

　厚生労働省では、『ポジティブ・ア

クションを推進している企業』や

『ファミリー・フレンドリーな企業』

を表彰しています。各賞候補を募集

しますので、ぜひご応募ください。

『均等推進企業』部門

　女性の能力発揮を促進するための積

極的な取り組みを実施している企業

『ファミリー・フレンドリー企業』部門

　仕事と育児・介護との両立支援の

ための取り組みを実施している企業

応募期限　３月３１日（月）

※応募方法などはお問い合わせください。

 　佐賀労働局雇用均等室

　　　　　緯０９５２（３２）７２１８

 

 

　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

募募 集集
春満喫！山菜摘みと
親子トレッキング

詳しくは

均等・両立推進企業表彰

詳しくは

講講習習会会・・教教室室
高齢者のための
陶芸教室受講生募集

詳しくは

 

　酒蔵ツーリズムの今後の可能性に

ついて市民の皆さんと一緒に考える

シンポジウムを開催します。

と　　き　３月２日（日）１３時３０分～１７時

と　こ　ろ　呉竹酒造『東蔵』

内　　容　

　潤観光庁事業モニターツアーの報告

　潤基調講演（講師　平出淑恵さん）

　潤パネルディスカッション

　潤新酒試飲会

参　加　費　無料

 　商工観光課観光振興係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

 

　健康が気になる人、糖尿病治療中

の人、血糖値が気になる人など、ぜ

ひ参加ください。（先着３０人）

と　　き　３月２８日（金）１４時集合

※雨天時は室内でできる運動をします。

集合場所　和泉式部公園下駐車場付近

　　　　　（嬉野市塩田町）

コ　ー　ス　嬉野市塩田町周辺（約６km）

参　加　費　４００円（保険料）

申込締切　３月２０日（木）

持　参　物　運動できる服装・タオル

　　　　　（飲み物は用意します。）

※鹿島ケーブルテレビの撮影あり。

 　

　織田病院健康管理センター　牛島

　緯０９５４（６３）３３３２

 

　時間、コースを次の中から選んで

ください。パソコンはこちらで準備

できます。（要申込）

日　　程　毎週火曜日（３カ月以上）

時　　間　①１０時～１２時

　　　　　②１３時３０分～１５時３０分

と　こ　ろ　あすとプラザ

受　講　料　４,０００円／月

テキスト代　１,８００円程度

申込受付　月・火・木曜日の

　　　　　９時３０分～１５時３０分

 

　ＮＰＯ法人フロンティア

　緯０９５４（６３）４５７１

鹿島酒蔵ツーリズム
シンポジウム開催

詳しくは

春を歩こう
ウォーキング教室

申込・問合せ先

パソコン教室

申込・問合せ先

 

　地域の介護・医療・福祉の従事者

を対象に、『発達障害』の特性や支

援のありかたについて考える研修会

を開催します。家族や雇用主など、

どなたでも参加できます。

と　　き　３月４日（火）

　　　　　１８時３０分～２０時３０分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

講　　師　嬉野温泉病院

　精神科医師　冨松　眞之　さん

　臨床心理士　金城　絵里香さん

 　福祉事務所障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

 

 

　皆さんぜひご来場ください。

と　　き　３月２３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　東京オリンピックマーチ　ほか

　衛部　アフリカンシンフォニー　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）

　胸ララベル鹿島店胸スーパーモリナガ鹿島店

 　鹿島高等学校　西岡

　　　　　緯０９５４（６２）４１３６

 

と　　き　３月１５日（土）※雨天中止

　　　　　９時集合　９時３０分出発

集合場所　中木庭ダムやまびこ広場

コ　ー　ス　のごみ珍名所めぐり（１５km程度）

定　　員　５０人（先着順）

　　　　　※最低催行人数１０人

参　加　費　５００円（軽食付き）

 

　鹿島公民館

　緯０９５４（６３）２１０９

　能古見公民館

　緯０９５４（６２）３３７３

発達障害研修会

詳しくは

イイベベンントト
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

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
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　鹿島市保健センター

　　　　　緯０９５４（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２７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２４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。

２２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

　平成２５年１０月１日から平成２５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２６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

　まだ接種が終わっていない予防接種はありませんか？今一度、母子健康手帳を確

認し、まだ受けていない予防接種があれば、接種漏れがないように気をつけましょう。

　２０ページも参考にご確認ください。子どもの予防接種は県内の予防接種実施医

療機関での個別接種です。

　特に、４月からの入学・入園に備えて、必要な予防接種を済ませ、病気を未然に防

ぎましょう。

３３月月 １１日～７日は 『子ども予防接種週間』で日～７日は 『子ども予防接種週間』ですす

　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（水）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。

献血にご協力くださ献血にご協力くださいい
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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）

３月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成２２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

１３日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２４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）

２７日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２５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 

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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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

合同サークル　　　　　　１０時～１２時

　対　象５カ月児～就学前児と保護者

７日（金）　エイブル

　　　　　『サークル♪フリーマーケット四』

１４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４日（火）

七 浦 公 民 館七　浦１１日（火）

鹿島小わんぱくクラブ鹿島赤ちゃん１８日（火）

古 枝 公 民 館古　枝２５日（火）

対　象　就学前児と保護者　ただし、『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 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

怯子育て支援

場所・問合せ先　エイブル１階　保健センター　緯０９５４（６３）３３７３
子育てメルマガ配信中！kosodate@city.saga-kashima.lg.jpへ空メール送信で登録

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

　建おくすりノートを持っていきましょう

　診療時間　１９時～２１時

　診療場所　（１）月・木・金・土・日および１月１日～１月３日

　　　　　　　　南部地区小児時間外診療センター（武雄地区休日急患センター）

　　　　　　　　武雄市武雄町大字昭和３００　緯０９５４（２２）５５９９

　　　　　　（２）火曜日の小児救急在宅医（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　※１月１日～３日を除く

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

電　話　番　号所　在　地在　宅　医日　付

０９５４（４３）１６５２嬉野市　嬉野町樋口医院４日（火）

０９５４（４２）１２１１嬉野市　嬉野町うれしのふくだクリニック１１日（火）

０９５４（４３）０５５０嬉野市　嬉野町福田医院１８日（火）

０９５４（６３）９２３４鹿島市　古枝中村医院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・祝日）

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１６日（水）です。

１１９９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ヵ月児の保護者

１１日（火１１日（火））

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２６年１月生まれ

１１８８日（火日（火））

マタニティスクマタニティスクーールル

受付　１３：１５～１３：３０
内容　赤ちゃんのお風呂・
　　　歯科医による歯の話他
対象　妊婦

６６日（木日（木））

幼児食教幼児食教室室

受付　１０：００～１０：３０
内容　おやつ作り・個別相談
対象　子どもと保護者
　　　（先着１５組）
締切　３月２０日（木）

２５日（火２５日（火））

母子健康手帳

子
母

母子手帳交母子手帳交付付

受付　１０：００～１０：３０
内容　手帳交付・説明会
対象　市内在住の妊婦

５５・１２・１９・２・１２・１９・２６６日日（水）（水）
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３月

 弥生 
やよい

２日（日）　鹿島市消防団春季訓練　　　　　市内６カ所

１４日（金）　市内中学校卒業式

１６日（日）　『影絵と童話のおくりもの』　

エイブルホール　１３時３０分～１５時

１８日（火）　市内小学校卒業式

２１（祝）～３０（日）　まちなか博物館・・・・・・・・・・・・［５ページ参照］

２４日（月）　市内小中学校修了式

２６日（水）～４月６日（日）　旭ヶ岡公園桜まつり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　［５ページ参照］

２７日（木）　肥前浜宿まちなみ活用委員会

　　　　　　　　　　　　　　継場（八宿）　１９時３０分～

２９（土）～３０（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］

　　　　　鹿島城下　街なか桜まつり・・・［４ページ参照］

　　　　　祐徳門前春まつり・・・・・・・・・・［４ページ参照］

　　　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）２１１４（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

５月号４月号
４月２日３月３日

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

愚成人健康相談　保健センター

　５日（水）　９時３０分～１０時３０分

愚認知症サポーター養成講座＆介護相談　のごみふれあい楽習館

　１４日（金）　１９時～２０時３０分

愚土地・建物に関する無料相談　市民会館２階第５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・３１日（月）、７・１４・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）

　１２日（水）　　９時３０分～１２時　市民会館第４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２階第５会議室

　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

（３月分）
１・８・１５・２２・２９日（土）、
２・９・１６・２３・３０日（日）、２１日（祝）

市役所
保健センター

３・１０・１７・２４・３１日（月）、
２７日（木）

市民図書館

３・１０・１７・２４・３１日（月）
生涯学習センター
（エイブル）

４・１１・１８・２５日（火）
陸上競技場、
社会体育館

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
佐賀庭苑　　　　　　緯（６２）８８１６
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

　１日（土）
　２日（日）
　８日（土）
　９日（日）
１５日（土）
１６日（日）
２１日（祝）
２２日（土）
２３日（日）
２９日（土）
３０日（日）

在宅当番医・当番薬局
受付時間　９時～１７時
※受診の際は事前に在宅当番医へ電話で確認してください。
建おくすりノートを持っていきましょう

夜　　間　杵藤地区消防本部救急医療情報案内
　　　　　緯０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は２１ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日

アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８２日（日）

祐信堂薬局吉田病院　緯（６２）３２０３９日（日）

前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０１６日（日）

ミズ西牟田店別府整形外科　緯（６３）３０６３２１日（祝）

北鹿島薬局森田医院　緯（６３）３９５６２３日（日）

オダ薬局田中医院　緯（６３）４０８０３０日（日）


