
　１２月１４日は、衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国

民審査の投票日です。私たちの代表を国会（衆議院）に送る大

事な選挙です。

　有権者の皆さんは忘れずに投票に行きましょう。

　なお、当日投票所に行けない人は、期日前投票もできます。

（１５ページに関連記事があります。）

写真
投票に行きましょう！

平成２６年１０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５＋人１５－世帯１０,７４５人３０,８５９

世帯８＋人４－世帯　５,３２７人１４,２１６鹿　　島

世帯２＋人８＋世帯　１,１５９人  ３,６９３能　古　見

世帯６＋人３－世帯　１,０３４人  ３,２０４古　　枝

世帯０人２－世帯　１,０５１人  ３,０６６浜

世帯８－人１２－世帯　１,２１７人  ３,６２４北　鹿　島

世帯３－人２－世帯　　　９５７人  ３,０５６七　　浦

人８－人１４,５３７男

人７－人１６,３２２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。
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鹿　島　市　民　憲　章
（昭和５４年４月１日制定）

１２月１４日（日）は投票日です

入場券は

１２月8日までに

　郵送予定

衆議院議員選挙

期日前投票所は
市民会館１階
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　１１月６日、地方自治や教育文化体育、

産業振興、保健衛生、治安維持、その他の

功労部門の６分野で市政に功労のあった

人たちに対する鹿島市表彰式が市庁舎大

会議室で行われ、８人が受賞されました。

－　鹿島市表彰　受賞者の紹介　－

市政功労者を

表彰

自　治
松尾　征子さん

長年にわたり鹿島市議会議員と

して、地方自治の発展と住民福

祉の向上に貢献。

市 産業振興
髙田　孝幸さん

長年にわたり鹿島市土地改良区

等の役員として、地域農業の発

展に貢献。

市

保健衛生
中村　秀三さん

長年にわたり東部中学校の学校

医として、生徒の健康指導と学

校保健の向上に貢献。

市 治安維持
松本　孝二郎さん

長年にわたり鹿島市消防団の役

員として、市民の生命と財産の

保全に貢献。

市

その他の功労
竹下　康雄さん

長年にわたり保護司として、罪

を犯した人の改善更正と地域社

会の安全安心に貢献。

市 その他の功労
堺　泰久さん

長年にわたり自動車整備に従事

し、自動車整備事業の発展と後

継者の育成に貢献。

市

その他の功労
井上　貞男さん

長年にわたり有害鳥獣の駆除に

尽力し、農作物被害の防止と地

域住民の安全安心に貢献。

市

おめでとう

ございます

Ｗ受賞 社会教育 伊東　恒彦さん

長年にわたり鹿島市子ども会連

絡協議会会長として、児童生徒

の健全育成に貢献。

教

市 教育文化体育
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　１０月２２日、市の教育に関する分野に功

績のあった人たちに対する市教育委員会

表彰式が、市庁舎大会議室で行われ、１０

人が受賞されました。

－　市教育委員会表彰　受賞者の紹介　－

市の教育に
関する貢献を
たたえて

社会体育スポーツ 前田　忠宏さん

少年柔道の指導や鹿島市柔道協

会の役員として、鹿島市のス

ポーツの振興発展に貢献。

教芸術文化 栗原　クミエさん

鹿島錦保存会の副代表として、

鹿島市の芸術の振興と文化の向

上に貢献。

教

社会教育 藤永　勝之さん

ヒカルの碁鹿島スクールの指導

者として、鹿島市の社会教育の

振興発展に貢献。

教 社会体育スポーツ 田代　拓海さん

第５７回全国高等学校選抜レスリ

ング大会５０kg級３位。

教

中村　茉那美さん

平成２６年度全国高等学校総合体

育大会柔道競技女子７８kg級ベス

ト８。

教 感　謝　状嶋江　翔也さん

平成２６年度全国高等学校総合体

育大会レスリング競技６０kg級準

優勝。

教 感　謝　状

豊川　瑞さん

第４５回九州中学校ソフトテニス

競技大会男子個人準優勝。

教 感　謝　状感　謝　状 森田　耕輔さん

第３６回JOCジュニアオリンピッ

クカップ春季水泳競技大会男子

２００m平泳ぎ１３・１４歳クラス８位。

教

感　謝　状 武富　敦史さん

第４５回九州中学校ソフトテニス

競技大会男子個人準優勝。

教
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　１０月２５日に開催した『少年の夢発表会（青

少年健全育成大会）』で、各小中学校の代表９人が

自分の夢や体験、思いを発表しました。（敬称略）

ぼぼくくのの夢夢
わたしの夢を　　わたしの夢を発発表表

ぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼぼくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくくのののののののののののののののののののののの夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢
わわわわわわわわわわわわわわわわわわわわわたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたしししししししししししししししししししししののののののののののののののののののののの夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢夢ををををををををををををををををををををを　　わたしの夢を発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表

　私の将来の夢は、介護士です。介

護士になって、おじいちゃん、おば

あちゃんを手厚く介護してあげたい

です。そして、お母さんのような、

誰からも頼りにされる人になりたい

です。私が介護の仕事に興味を持っ

たきっかけは、１年生のときにお母

さんが勤めている介護施設に行った

ときにさかのぼります。お母さんの

仕事が終わり、ようやく帰れると

思ったその時です。急にお母さんが、

「手伝って」と頼まれました。お母

さんは本当はつかれているはずなの

に、きつい顔一つ見せず、つねに笑

顔で優しくおじいちゃんに接してい

ました。幼心に、かっこいいなと思

いました。その時から、お母さんみ

たいな介護士になりたいなと、なん

となく思い始めました。

　最近、お母さんが資格を取るため

の勉強をしている間、そのとなりで

ずっと一緒に宿題をしていました。

私の宿題が終わっても、もくもくと

勉強を続けるお母さんを見て、その

内容に興味を持ちました。お母さん

の勉強が終わって不思議に思ったこ

とをいろいろ質問しました。そした

ら、一つ一つていねいに教えてくれ、

話を聞くうちに介護士の仕事が分

かってきました。

　ある日、学校から帰っている途中、

中学生の人たちがお年寄りをぞんざ

いに扱う話をしているのを聞きまし

た。その笑い顔を見て私はとっても

くやしかったです。私たちの命は、

おじいちゃんやおばあちゃんがいて

くれたおかげで手にできた大切なも

の。なのに、お年よりをバカにする

なんて…と思いました。だから私は、

お年よりをたいせつにします。大切

にしないといけないという言葉だけ

でなく、行動に移すことが必要だと

思います。だから私は介護士になっ

てお年よりを大切にするんだ、とお

母さんに話しました。するとお母さ

んはにこっと笑って言いました。

「ゆうおも多くの人もお年よりだか

ら大切にせんばねとよく言うけどそ

れはちがうよ。お年よりだから大切

にするのではなく、みんなは、おな

じ人間仲間だから、みんなを大切に

しないといけないんだよ。」と教えて

くれたのです。衝撃的な言葉でした。

やっぱりお母さんはすごいなと思い

ました。

　私は今、小学６年生です。介護士

になるためには、中学、高校、専門

学校とまだ勉強していかなければい

けません。ですが、お母さんのよう

に辛くても、いつも笑顔で前向きで、

みんなを大切に思える人になりたい

です。これから、きついときやつら

いときがあると思います。でも私は、

介護士になるという夢を絶対にあき

らめません。いつも隣にいてくれる

お母さんを目標にこの夢を手放さな

いようにします。そして、いつの日

か、この鹿島の人みんなを大切にし

ていきたいと思います。

将来の夢

明倫小学校　６年

稲次　優央

　私の将来の夢は「ファッションデ

ザイナー」になることです。

　ファッションデザイナーになりた

いと思ったのは、４年生の頃です。

それまでは、絵本作家になりたいと

思っていました。

　でも、ある時、テレビで、ファッ

ションをテーマにしたゲームのＣＭ

を見ました。そのゲームは店に来た

お客さんに服を選んであげるもので

した。私はお客さんの雰囲気や表情

に合う服を選んでおすすめすること

に興味を持ちました。

　実際ゲームをしてみると、服だけ

でなく、靴やバッグ、アクセサリー

もコーディネートでき、とても楽し

かったです。

　そのうち、ゲームだけでなく、実

際に服をデザインしてみたいと思う

ようになりました。ファッションデ

ザイナーになったつもりで、服の絵

を描いてみたりしています。ファッ

ションショーに出る人に着てもらえ

たらいいなと思って、可愛いドレス

やかっこいいドレスを描いて、

チェック模様にしたり、色を工夫し

たりしています。

　いろんな服を絵に描くのはとても

楽しく、大好きです。

　ファッションデザイナーになった

ら、自分でも服をつくります。それ

を家族だけでなく、世界中の人に見

てほしいです。

　私は、家庭科の学習の裁縫が好き

です。だから、服を作るために、

もっとミシンの扱いや手縫いの技術

を高めるよう一生懸命勉強します。

　そして、服を作る学科のある高校

に進学してそこでしっかり学び、デ

ザインした服を実際に作ってみたい

です。もし、ファッションデザイン

の大会があったら、そこで優勝した

いです。

　ファッションデザイナーになった

ら、私がデザインした服を見た人が、

選んだり、着たりして楽しんでくれ

たらいいなと思います。服を作る

ファッションデザイナーの私も、服

を選んで着てくれる人たちも楽しく

幸せになる　それが私の夢です。

「将来の夢」

七浦小学校　６年

岡　優依
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　また、当日展示された　こんな鹿島になったらいいなコンクールや俳句の優秀作品を掲載しています。

 　市青少年育成市民会議事務局（生涯学習課内）　緯０９５４（６３）２１２５詳しくは

　「大丈夫だよ」

　５歳のころ、私はイスの上から落

ちて左目の縁を６はり縫う大けがを

しました。あまりの痛さに転げ回っ

ていた私ですが、このお医者さんの

言葉を聞いて、心が落ち着いたこと

を、今でもはっきりと覚えています。

お医者さんの優しい笑顔とまほうの

言葉はすごいなと思い、私はお医者

さんになることを決めました。

　どうすればお医者さんになれるの

だろう？私はお医者さんの仕事をす

べて知っているわけではありません。

私のようにけがをした人をいやすな

ど、するべきことがたくさんあると

思います。そればかりではなく、

もっと大切なことは、人とのコミュ

ニケーションを大切にできる人でな

ければいけないことです。だからこ

そ私は、たくさんのことにチャレン

ジしたり、これからの出会いに感謝

して過ごしたりすることが大切だと

考えています。

　私は、１年生のころから剣道部に

入り、今年は、部長になりました。

　私は、部長として部員に良い手本

を示すという目標を持ち、人一倍大

きな声を出したり，部員たちに動き

を教えたりしています。今までは自

分の事だけを考えて練習をしていま

したが、今年は部員みんなが集中し

て練習に取り組めるように、全体の

動きを考えるようになりました。

　部員をまとめることは、とてもや

りがいがありますが、一つ困ってい

ることがあります。

それは、部員たちへのアドバイスの

仕方です。

　面打ちや、すり足などの動きを教

えるとき，コツを伝えても、上手く

伝わらずに、動きが良くなっていな

い事があります。そのような時、私

は、どのようにポイントを伝えて良

いか分かりません。指導の先生の教

え方を見ながら、上手な伝え方を勉

強していますが、人との上手なコ

ミュニケーションの難しさを感じて

います。

私は、医者になるために、佐賀大学

医学部を卒業して、家族が病気に

なってもすぐに治せるように、佐賀

に病院を建てたいと思っています。

　責任がとても重く大変な仕事だと

思いますが、自分を信じて、夢に向

かって努力していこうと思います。

心にひびいたまほう
の言葉
鹿島小学校　６年

島内　美貴子

　「ただいまー！」

学校から帰ってくると、ユニフォー

ムに着替えて私の夜の時間が始まり

ます。３歳で卓球を始めて９年間、

私はずっとこの生活をしています。

　３歳で卓球を始めた頃の記憶は

はっきりありません。まだ幼稚園に

行っていなかったので、家より広い

体育館に行くことがとても楽しみで

した。卓球は球を打ち合うスポーツ、

ただそれだけの事なのに私が今の気

持ちになるとは想像も出来ませんで

した。

　卓球の面白いところは、子どもも

大人も一緒に試合ができるというこ

とです。すごいと思いませんか？

７０キロの男の人に２０キロの幼稚

園生が勝てるチャンスがあるんです。

　私は、時々近くの高校の卓球の練

習にお世話になっています。高校生

にスマッシュを撃ち込まれたら、ス

ピードが速くて反応できません。で

も練習をくり返すことで反応できる

ようになってきます。私が小学２年

生の時に初めて高校生に勝つことが

できました。その時に試合をしてく

れた高校生は、私が得点したときに

「ナイスボール」と言ってくれまし

た。そのお兄さんは悔しかったはず

なのに私をほめてくれたのです。ス

ポーツは勝つことだけが目標ではな

い、相手をたたえて感謝する気持ち

を持つということを教えてくれたの

です。

　練習してくれる人だけではありま

せん。私の祖父は今年の夏休みに病

気で亡くなりました。建築の仕事を

していたけど、７０歳になったので

仕事を辞めて私のために卓球場を建

ててくれました。私は勉強や卓球を

するために、自分のためだけに時間

を使っているのに祖父は私のために

自分の時間を使ってくれたのです。

病院に入院していた時、お見舞いに

行っても、「今日は練習行かんと

ね？がんばらんぎいかんね。」と言っ

て具合が悪いのに私の心配をしてく

れました。私はたくさんの人に見守

られながら卓球をすることが出来て

いるのです。

　去年の夏ごろ、「先生、子どもが生

まれました。見てください！」と小

さな赤ちゃんを抱っこしたお兄さん

が家に来ました。父は、「おー久し

ぶり、父ちゃんになったか」と嬉し

そうに話していました。父が少しう

らやましく感じました。私の今の目

標は私を「ナイスボール」と言って

くれたお兄さんが通っていた高校に

進学することです。そして今経験し

ていることや感じていることを子ど

も達に伝えることが出来る父のよう

な指導者になりたいと思っています。

卓球と私の家族

能古見小学校　６年

本村　凜子
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「ぼくの夢私の夢を発表」の続き

　私の夢は、警察官になることです。

　みなさんは、警察官について、ど

んなイメージを持っていますか。私

にとって「警察官」は「地域のおま

わりさん」のイメージが強いです。

地域社会の見守り、事件や事故の対

応、迷子のお世話、道を尋ねる人へ

の手助けなどをする大切な仕事だと

思います。それが私の夢なのです。

　夢を実現するために、必要なこと

や努力することを私なりに三つ考え

てみました。

　一つ目は、「笑顔の大切さ。」です。

人と人を結びつけるには、物やお金

等がありますが、私は、笑顔だと思

います。その笑顔は、祖父から教え

てもらいました。私が保育園の頃、

大好きな祖父が亡くなりました。祖

父は、よく遊んでくれました。ボー

ル遊びに折り紙。また、マンガや風

景画を描くのもとても上手でした。

海岸で凧あげ。それに、草取りも祖

父と一緒でした。

　一番の思い出は、正月などの親戚

の集まりの時でした。誰に対しても

いつも祖父が笑顔を見せていたこと

が忘れられません。祖父が亡くなっ

てからは、祖母が笑顔で教えてくれ

ます。だから、その笑顔作りのため、

まずがんばっていることはあいさつ

です。朝は、「おはようございま

す。」昼は、「こんにちは。」校外でも

忘れずにあいさつをするようにして

います。

　二つ目は、両親からの言葉。父が

私に将来の夢のヒントをくれました。

私が５年生のころ、「智帆が大切に

思う地域の人とふれあえるのは警察

官。なってみたらどうかな。」

私の母も、賛成してくれました。

　私の家は、イチゴ農家です。忙し

いのは、冬ですが、ほぼ一年中忙し

いです。４月は、イチゴの苗作り。

５、６月は、イチゴの苗増やし。夏

は、肥料をやって丈夫な苗作り。ハ

ウスの土作り、野外ではビニルはり。

１０月くらいから整った苗床に苗を

植える。１２月に収穫。その苗で、

５月くらいまで。本当に忙しいイチ

ゴ農家では、お互いに助け合って、

計画的に家のビニルはりをお互いに

手伝っています。「地域と協力しあ

う」ことの大切さを、両親から学び

ました。

　夢への三つ目は、体力作り。今は

していませんが、中学校に入ったら、

剣道部などに入って、基礎から体力

作りを頑張っていこうと思います。

心も体も、鍛えていきたいです。

　地域と共に歩む道。今は、警察官

になる夢に向かって、こつこつと頑

張っていこうと思っています。

地域と共に歩む道

北鹿島小学校　６年

唐島　智帆

　ぼくの夢は、円谷英二さんのよう

な映画監督になることです。

　円谷英二さんは、ウルトラマンの

原作者です。ぼくは、保育園の頃か

らずっとウルトラマンを見ています。

ぼくにとってウルトラマンは、夢や

希望、勇気、愛情を与えてくれるも

のです。ウルトラマンは、遠い星か

ら地球にやってきました。人類を倒

そうとする悪い支配者達から地球を

守るためです。身近なことで考えて

みると、ウルトラマンの行動は、

困っている人を助けてあげることと

同じです。

　ゴジラという映画もあります。ゴ

ジラは、何度も繰り返される核実験

の放射線で恐竜が変異した生物と言

われています。人間が戦争に勝ちた

いという欲望を持った結果、ゴジラ

は逆に人間社会をこわしていきます。

ゴジラの映画には、身勝手な人間に

対して、未来を見つめ考えを改める

べきではないかというメッセージが

込められているのではないかと思い

ます。

　現在、映画を作る技術はとても進

んでいます。ＣＧや３Ｄをこえる４

Ｄ映像などもあります。しかし、円

谷英二さんの映画作りは約７０年前

なのでコンピューターを使わず、身

近なもので様々な物を表現してきま

した。すごいと思ったのは、海を寒

天で表したことです。寒天を映画の

セットに取り入れるなんて勇気が

いっただろうと思います。

　ぼくは、円谷英二さんのことから、

映画監督という夢の実現のためには、

三つの心構えが必要だと考えました。

　一つ目は、自分のアイデアを積極

的に表現する勇気です。ぼくは、い

ろいろアイデアを思いつきます。で

も、失敗したらどうしようとか、友

達は受け入れてくれないかもとかマ

イナスの方にばかり考えて、結局ア

イデアが言えません。自分の思いを

思い切って話し、チャレンジしてい

きたいです。

　二つ目は、国語の学習です。話を

読んで人物の心を読み取る力が大切

だと思います。物語だけでなく、人

の心を読み取る想像力を持ちたいで

す。映画を見てくれた人がどんな風

に感じたかを想像することができれ

ば、自分の映画作りに生かしていけ

ると思うからです。

　三つ目は、僕自身が夢や希望を持

つことです。「桂原監督の映画を見

たら元気が出たよ。生きる希望がわ

いてきた。」などと言ってもらえるた

めには、自分自身が未来を明るくす

るエネルギーを持っていなければい

けないと思います。

　僕は、本気でアカデミー賞を取り

たいと思っています。そのために、

三つの心構えを大切にし、夢の実現

へ向けて努力したいと思います。

「ぼくの夢は映画監督」

古枝小学校　６年

桂原　拓輝
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　ぼくの将来の夢は、じいちゃんの

後をついで、農家をすることです。

ぼくも、じいちゃんのように、米、

みかん、大豆や麦などたくさんの農

作物を作って多くの人に食べてもら

いたいと思っています。

　ぼくが農業をしようと思ったわけ

は、二つあります。一つ目は、今、

昔に比べて農家の数が減っているか

らです。社会科の勉強をしていて分

かったのですが、１９７０年から

２００５年の間で農家の数は、およ

そ６０％に減っているのです。この

まま農家が減ると米やみかんなどが

食べられなくなってしまうのではな

いかと、ぼくは、とても心配になり

ました。

　二つ目は、じいちゃんの手伝いを

していると、作った果物や野菜をそ

の場で食べたり、家で料理して食べ

たりしたら、すごくおいしいからで

す。

　ぼくのじいちゃんは、小学1年生

の時から家が貧しくて、毎日家の手

伝いで、朝と夕方に農業をしていた

そうです。農業のために学校を休ん

だり、早退したりすることもめずら

しくなかったそうです。そして、中

学生になってからは、馬車まで引い

て農作業をしていたことを話してく

れました。そのころの写真も見せて

くれました。小さいころのじいちゃ

んの夢は大工になることだったそう

です。でもその夢を捨てて、じい

ちゃんは、農業をしています。

　農業のことを聞くと、じいちゃん

は、なんでも答えてくれます。たと

えば、おいしいみかんの見分け方や、

収かくの時に使うはさみの使い方な

ど分かりやすく教えてくれました。

みかんは、おしりの方がでこぼこし

ていて、全体が黄色に色づいている

ものがあまいそうです。みかんを収

かくするときは、みかんぎりぎりで

切るのではなく、３ミリメートルく

らい上で切ると良いそうです。

　また、まだ早いのに、トラクター

の運転や田植機の使い方を教えてく

れたり、一緒に乗せてくれたりしま

す。ぼくは、じいちゃんと一緒に田

植機に乗ると、自動で苗がきれいに

植えられているのがすごいなぁ、こ

のままずっと、じいちゃんと田植機

に乗っていたいなぁ、という気持ち

になります。

　じいちゃんは、僕にとって日本一

の農業の名人です。だから、ぼくの

将来の夢は、じいちゃんのような、

日本一の農業の名人になることです。

そして、僕の作ったおいしい農作物

を全国の人に食べてもらいたいと

思っています。

ぼくの将来の夢

浜小学校　６年

中島　大輔

寓能古見小学校５年１組

実
行
委
員
長
賞

寓浜小学校５年１組

教

育

長

賞

寓北鹿島小学校６年１組

市

長

賞

寓明倫小学校６年
　森杏菜・中村千尋・徳村あいり・野田愛来

特

別

賞

こんな鹿島になったらいいなコンクーこんな鹿島になったらいいなコンクールル（かべ新聞の部）（かべ新聞の部）　優秀作品優秀作品
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「ぼくの夢私の夢を発表」の続き

　あんなに勢いよく燃えていた炎が、

急速に小さくなっていく。空も暗く

なってきた。

「いい夏だったわね。」

ひとみがそばに来て言った。

「うん。」

炎を見ている英治は、なぜか胸がつ

まってそれしか言えなかった。

　この部分を読み終わった私は、胸

がいっぱいになりました。ああ、私

もこんな夏休みを過ごしてみたい、

そんな気持ちがこみ上げてきました。

　この本は、宗田理さんの「ぼくら

シリーズ」の中の一巻です。私は、

小５のときに初めて、宗田さんの

「ぼくらの七日間戦争」を読み、そ

れからこのシリーズを読み続けてい

ます。

　私は本が大好きです。読む前は、

早く読みたいと思うし、読んでいる

ときは、没頭してしまいご飯の時間

も忘れてしまいます。そして、読み

終わると、なんだか寂しくなり、ま

た次の本を読みたくなるのです。

　私が図書室で初めて借りた本は、

「ふかふかベッドのそらまめくん」

です。大好きで何回も読み、自分も

そのベッドに寝てみたいと思ってい

ました。そのあと、図書館に通い詰

め、小学４年生と５年生で、「学校で

一番本を読んだ人」ということで、

二度表彰されました。６年生では残

念なことに一級下の人が一位となり

私は二位でした。でも、私の学年の

中では、私が６年間で最もたくさん

の本を読みました。

　私が、本を好きな理由、それは、

現実ではあり得ないようなことを体

験できること、そして、そこに自分

もいるかのような気持ちになれるこ

とです。例えば、ぼくらシリーズで

は、私もいつのまにか、主人公の菊

池くん達と一緒に、悪いことをして

いる先生をやっつけていました。そ

して、読み終わったあとすかっと爽

快な気持ちになっているのです。

　小学校の卒業文集に、作家になり

たいという夢を書いた私ですが、実

は、中３の今も、作家になりたいと

こっそり思っています。父にも、母

にも、だれにも言ったことはありま

せん。でも、今も作家になる夢を持

ち続けているのです。

　私は、一人でも多くの人が笑顔に

なれるような本を書いてみたいので

す。わくわくするような学園物や、

はらはらするような冒険物そんな本

を、ぜひ書きたいです。

　今の私は、まだ中学生なので、実

際に小説を書いているわけではあり

ません。でも、将来に向けて、努力

していることがあります。

　ひとつは、勉強をすることです。

なぜなら、本のあらすじを考えるに

は、いろいろなことを知っていない

といけないからです。また、残りの

中学生活でもたくさんの本を読もう

と思っています。私は中学校で、

１,００２冊の本を読んでいます。

これからも、まだまだ読み続けよう

と思っています。もうひとつ、私が

やっていることがあります。それは、

周りの人をよく観察すると言うこと

です。その人の行動、癖、話し方な

どをよく見たり聞いたりするように

しています。小説を書く人は、まず

人間をよく見るべきだと思うからで

す。

　朝の連続ドラマ「花子とアン」の

主人公が、最終回で言っていました。

　「私は、本の力を信じます。」と。

私も、本の持つすばらしい力を信じ

ている一人です。

　作家になりたい。これが私の夢で

す。

作家になりたい

西部中学校　３年

田中　菜々穂

作品募集期間　　６月１７日（火）～９月２６日（金）

投句数（実行委員会に寄せられた俳句）

　　　　　　　総　数　３,５５９句

　煙小学生　　１年生　　,３３２句、

　　　　　　　２年生　　,４０８句、

　　　　　　　３年生　　,４５７句、

　　　　　　　４年生　　,４２４句、

　　　　　　　５年生　　,４１０句、

　　　　　　　６年生　　,５５８句

　煙中学生　　１年生　　,２３６句、

　　　　　　　２年生　　,３３９句、

　　　　　　　３年生　　,３９５句

優秀作品を紹介します。

ばあちゃんが　今年も西瓜　持ってきた
　　　　　　　　古枝小６年　乗田　宇也

おとうとが　うまれたはるに　一ねんせい
　　　　　　　能古見小１年　鶴田　一葉

たくさんの　赤いひげかな　ひがんばな
　　　　　　　能古見小２年　林田　千昇

運動会　転んだひざにも　金メダル
　　　　　　　北鹿島小３年　江島　由菜

栗の実が　いっぱい落ちてる　花頂山
　　　　　　　能古見小４年　井手　竜誠

すいか食べ　さいごの一こは　ぼくのもの
　　　　　　　　　浜小５年　小山　晴輝

俳 句 （優秀作品俳　句　（優秀作品））
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　みなさんには夢がありますか。将

来この職業に就きたい、こんな生活

をしてみたいなど。私には小学生の

時からなりたいと思っていた職業が

あります。それは保育士です。私が

保育士になりたいと思う一番の理由

は、子供のお世話をすることが好き

だからです。子供が好き、そのお世

話が好きということは保育士という

職業にとって必要なことだと思いま

す。

　私たちは、日ごろ当たり前のよう

に中学校生活を送っています。しか

しそれは、これまで様々な場で集団

生活をするうえでのルールや日常生

活でのきまりを学んできたからでき

ることです。保育園生は、そのよう

なルールはもちろん、これから生き

ていくのに必要なことの知識がとて

も少ないです。小さな子供にとって、

保育園という場は、社会と出会う初

めての場所なのです。だからこそ、

保育士の仕事が重要になってきます。

私は保育士は人の基礎を作ってあげ

る仕事だと思っています。だから大

変だと思うけど、その知識を教える

ことはとても大切なので、私にそれ

を教えてくれた先生たちはすごいな

と思いました。

　私が通っていた保育園の先生は私

が保育園生だったときはもちろん優

しく接してくれて、中学生になった

今でも私の名前を憶えていてくれて

声を掛けてくれたりします。

　私が保育園生の時、母の迎えが遅

く先生と二人だけになったことがあ

りました。そのとき迎えが来るまで

ずっと遊んでくれました。とても嬉

しかったことを覚えています。

　私が保育士になろうと思うきっか

けを作ったのは、今でも声を掛けて

くれる先生やずっと一緒に遊んでく

れた先生に憧れたからかもしれませ

ん。私が保育士になったらそんな先

生になりたいです。

　私は中学２年生の時の職場体験で

保育園に行きました。世話をする方

として行ってみると、たくさんの子

供たちとふれあうことができて楽し

かったけど、思っていた以上に大変

な仕事であるということが分かりま

した。元気な子供と一緒に遊ぶには

体力が必要です。それに加えて危な

いことをしている子供がいないか、

ぐあいが悪そうにしている子供がい

ないかなど常に子供たちのことを見

ていないといけません。私がこの職

場体験で学んだ保育士になるために

一番大切だと思ったことは周りを常

に見ることです。子供がけがをしな

いように、ぐあいが悪くならないよ

うに、泣いてしまわないように気に

かけておくことは大切だと思います。

この職場体験で保育士の仕事を少し

だけど知れて体験することができま

した。大変な仕事だと分かった分、

保育士になるためもっと頑張ろうと

思いました。

　私は保育士になるため、その勉強

ができる高校に進学をしたいと思っ

ています。私が保育士になるには子

供の発達や成長についてはもちろん、

ピアノなどの音楽的な分野や絵や工

作などの美術的な分野も勉強してい

かないといけません。保育士が仕事

としていることには私の苦手なこと

もあります。でもそれは頑張って克

服していこうと思います。高校での

勉強は今までより大変になると思う

のでしっかり頑張っていきます。

　私が保育士になったらできれば、

私の生まれ育ったこの町で働きたい

です。この鹿島にはいいところがた

くさんあります。私が保育園生の時、

保育園を出て先生と散歩をしました。

そのとき先生に「これは何？」と聞

くと答えてくれて花や虫など自然に

ついて教えてもらった記憶がありま

す。散歩の時に地域の人たちに会う

と「こんにちは。」とあいさつをしま

した。そのあいさつは今でも登下校

中に交わします。こんなとき私は地

域の人に見守られているなと感じま

す。この暖かい町で私は思いやりを

持った優しい子供たちを育てるお手

伝いをしたいです。

　私が目指す保育士は子供に優しく

人気のある保育士です。保育士は人

と接する仕事です。人と関わってい

るといろいろな難しさが出てくると

思います。それでもなりたいと思っ

たのは子供をかわいいと思う気持ち

があったからです。

　決して楽な仕事ではないけれど、

目指しているような保育士になれる

よう今できることを一生懸命頑張り

たいと思います。

「私の夢」

東部中学校　３年

森田　真由子

稲光り　舞おりてくる　龍のごとく
　　　　　　　　西部中１年　永沼　綾奈

満月が　机の上も　照らしいる
　　　　　　　　西部中２年　溝口　穂乃佳

大花火　うちあげられて　潟光る
　　　　　　　　東部中３年　馬場　菜月

俳 句 （優秀作品俳　句　（優秀作品））
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　ぼくは、将来鹿島市に住み鹿島市

で働きたいです。もし他の県や町で

働いても、後では鹿島に帰って来た

いと思います。

　これからの鹿島市のために、一つ

目はごみのない鹿島市がいいです。

もし川にごみがたくさんあったら川

の水がよごれ有明海でおいしい魚や

のりが取れなくなるからです。だか

らごみは、街や川に絶対に捨てない

ようにします。それに、鹿島市に来

た人が「鹿島市はとてもきれいな町

だ。」と言ってもらえるようにしたい

です。そこに住んでいるぼくたちも

気持ちいいと思います。

　二つ目は、有名な鹿島市になりた

いです。

佐賀県、以外の人も知っている鹿島

市になってほしい。「鹿島市」と言え

ば「あー。九州の佐賀県にあるね。」

とだれでも知っている鹿島市になっ

てほしい。

　鹿島には、祐徳神社や浜宿街道、

七浦の干潟体験、旭ヶ丘の桜など有

名な建物やすばらしい場所がたくさ

んあるので、もっとたくさんありま

す。それに、みかんやのり、おいし

いお米や野菜など鹿島には、おいし

い物もたくさんあるのでもっとたく

さんの人にぜひ来てほしいです。

　８月には、「鹿島おどり」がありま

す。ぼくたちは、去年と今年出場し

ました。今年はなんと、子供部門で

最優秀賞をもらいました。この事は、

きっと一生の思い出になると思いま

す。

　三つ目は、鹿島市にもっと働く場

所の会社を建てると鹿島市もにぎや

かになるし住む人も増えると思いま

す。人口が増えるとレストランやお

店などもたくさん増えるから、また

その店でも人が働けるから、どんど

ん人口が多くなりにぎやかな市にな

ると思います。

　ぼくのお母さんが小学生のころは、

子供の数も、もっと多かったし休日

になると鹿島市内などのお店などに

もっと買い物のお客さんが多くいた

と話していました。ぼくのお母さん

の実家は、塩田だけど休日は、よく

鹿島に行っていたと言っていました。

　でも人口が増えると事故や悪いこ

とをする人も増えるかもしれない。

だから安全、安心な街作りを心がけ

ないといけないと思います。

　ぼくは、自まんできるような鹿島

市であってほしいし、ぼくたちがそ

うしていきたいです。

【教育長賞】

「こんな鹿島になったらいいな」
浜小学校　６年

中島　慈苑

こんな鹿島になったらいいなコンクーこんな鹿島になったらいいなコンクールル（作文の部）（作文の部）　優秀作品優秀作品

　ぼくは、今、思い浮かべている理

想の鹿島があります。そして、その

鹿島が実現すればいいなあと思って

います。その鹿島というのは、観光

客がいっぱい来て、自然豊かなとこ

ろが多い鹿島です。

　まず、「観光客がいっぱい来る町」

にしたいです。それは、有名なもの

がたくさんできて、それを求めて、

多くの人がやってくるということで

す。鹿島で有名といえば、古枝にあ

る、祐徳稲荷神社や、七浦のガタリ

ンピック会場です。また、浜には、

町並保存会もある、浜の町並みが有

名です。でも、全国的には無名です。

宣伝をして、マイクロバスがいつも

観光客をつれてくるようにしていけ

たら人がいっぱい集まると思います。

浜町は、水がきれいなので、お酒も

有名です。「魔界へのいざない」や

「鍋島」「能古見」というように、有

名な酒がたくさんあります。これも、

もっと宣伝していけば、酒好きの人

がたくさん集まってくれると思いま

す。

　次に、「自然豊かな町」にしていき

たいです。鹿島には、緑がたくさん

あります。でも観光客がきたら、ご

みが増えてきたなくなると思う人が

いるかもわかりません。だから、

「ポイステ」をしたら、ばっ金をは

らうといった、決まりを作って規制

すべきだと思います。緑を大切にし

つつ、ごみを増やさないように、み

んなのいしきが変わってくれるよう

によびかけをしていく必要があると

思います。

　また、道のごみ、山のごみ、海の

ごみを拾う活動をもっとひんぱんに

もうけて、ゴミを減らすようにして

いけばいいと思います。

　さらに、鹿島は、ぎび山公園に、

サッカーや野球、陸上競技はできま

すが、大きな体育館がありません。

大きな室内スポーツの大会ができた

り、コンサートやひなん所などにか

われる大きな体育館があると私たち

は、安心して生活ができると思いま

す。大きな体育館や市民会館がある

と、たくさんの人が集まり町も豊か

になっていくと思います。

　さらに、大きな会社や工場が鹿島

に来るといいなあと思います。大き

な会社があると、働く人も必要とな

り、人々も鹿島に集まってきます。

それに、税金を払ってもらえるので

お金が集まり鹿島の町は豊かになっ

ていくと思います。

　ぼくは、大人になったとき鹿島が

活気がなくて小さな町になってほし

くないです。今、ぼくは、鹿島の町

が大好きです。だから、武雄とかに

まけないでほしいです。ビルとかお

店とかを増やすのではなくて、人が

住みやすいきれいな町、そして人の

たくさん集まる町にしていってほし

いなあと思います。

【市長賞】

「こんな鹿島になったらいいな」
浜小学校　６年

有森　慎太朗
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　わたしは遊園地が大好きです。い

ろんな乗り物があってワクワクする

からです。だからわたしが大人に

なった時に、大好きなかしまに東京

ディズニーランドのような遊園地が

あったらいいなと思いました。

　遊園地の名前は、「かしまランド」

です。さくらのトンネルを登ると、

赤門の入り口があります。目の前に

は、かし丸君のおしろがたっていま

す。中に入ると、かし丸君のお部屋

が見れたり、かし丸君といっしょに

写真がとれる場所があります。おみ

やげ屋さんもあって、ぬいぐるみや

おかしがたくさん売っています。レ

ストランでは、みかんやイチゴのパ

フェやトマトのジェラードを食べる

ことができ、とてもおいしいです。

むつごろうのジェットコースターや、

かし丸君のかんらん車には行列がで

きています。夜にはかしまおどりの

パレードや花火があり、朝から夜ま

でにぎやかです。かしまの人は親切

でやさしいので、かしまランドに来

た人は何日もとまりたくなります。

　遊園地がどんどん人気になると、

かしまに住みたい人がふえます。か

しま市は２階だてになっているかも

しれません。１階は畑や田んぼ、山な

どで、２階に住む所やお店がありま

す。エレベーターでつながっている

ので、とてもべんりです。おいしい

やさいやくだものも、今と同じよう

にいつでも食べられてうれしいです。

　こんなかしまなら、外国の人もた

くさん来るようになると思います。

わたしのゆめは、キャビンアテンダ

ントになることです。大好きなかし

まを外国の人にも教えてあげたいで

す。

「みなさまもうすぐこのひこうきは、

かしま空港にとう着します。かしま

の旅を楽しんでください。」

と言っていたら、さい高だなと思い

ます。

【実行委員長賞】

未来の鹿島
北鹿島小学校　３年

江島　由菜

こんな鹿島になったらいいなコンクーこんな鹿島になったらいいなコンクールル（絵画の部）（絵画の部）　優秀作品優秀作品

　わたしがしちょうになったら、か

しまに大きな学校をつくります。

　どれくらい大きな学校かというと、

かしま市の７つの学校のみんながか

よえる大きな大きな学校です。

　きょうしつも大きいですが、たい

いくかんも大きくて、ぜんこうせい

とがめんぶりゅうをおどれるぐらい

大きいです。そしてうんどうじょう

は、ぎびざんのりくじょうきょうぎ

じょうの２ばい分ぐらいの大きなう

んどうじょうです。みんなうんどう

じょうにでても、十分なひろさです。

　しいくごやは、どうぶつえんです。

かしまは、しぜんがいっぱいなので、

そこにそのままどうぶつをかいます。

学校で生きもののけんきゅうができ

ます。

　そして、かしまはほしもきれいに

見えるので、りかしつを、うちゅう

かがくかんにして、ひるでもほしを

かんさつできるしせつにします。

　学校のせつびだけでなく、きゅう

しょくは、かしまのやさいをたくさ

んつかったりょうりで、バイキング

をつくりたいです。

　プールはおんせんでウォータース

ライダーもついています。となりは

ホテルなので、いのこりべんきょう

の人やかぞくもとまれます。としょ

しつは、としょかんのように、よみ

きかせをするへやもあって、とても

本がたくさんあります。

　わたしはこんながっこうをつくり

たいです。そしたら、とっても

ニュースになって、かしましにすみ

たいというひとが、ふえるとおもい

ます。

【特別賞】

こんなかしまになったらいいな
明倫小学校　２年

江島　千颯

寓古枝小学校６年　桂原拓輝

市

長

賞

寓明倫小学校３年　樋口梨々花

特

別

賞

寓明倫小学校２年　大曲陽菜

教

育

長

賞
寓古枝小学校４年　松尾花恋

実
行
委
員
長
賞
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１１２２月のイベント情月のイベント情報報

　１２月８日（月）は、祐徳稲荷神社のお火たき神事が行われます。

　これに併せて７・８日には祐徳稲荷神社周辺でさまざまな催しが開かれます。ご家族やお友達と、出かけてみて

はいかがですか？

建鹿島市特産品まつり
　鹿島市自慢の農水産物や加工品などの物産を即売・展示

する催しを開催し、市内外に鹿島の特産品や観光資源をＰ

Ｒします。

と　　き　１２月７日（日）９時～１７時

　　　　　　　８日（月）９時～２３時

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参集殿

内　　容　潤特産品の即売および展示

　　　　　潤伝統工芸品制作実演

　　　　　潤大当たり抽選会

　　　　　潤干支ふきんプレゼント（数に限りがあります）

　　　　　潤保育園児によるアトラクション　など

主　　催　鹿島市地場産業振興協議会

 　同協議会事務局（市農商工連携推進室内）

　　　　　緯０９５４（６３）３４１１

詳しくは

建鹿島市産業まつり
　もの作り『鹿島』を広く知ってもらい、未来の鹿島を担う子どもたちに、ふるさとのすばらしさを伝えるために

開催します。

怯鹿島の食材でおもてなし

と　　き　１２月７日（日）１１時３０分～１６時

と　こ　ろ　祐徳門前商店街　日の出屋

内　　容　

　鹿島市出身のディズニーア

ンバサダーホテル総料理長　坂

本実継さんによる鹿島の食材

を使った料理を、中学生のお手

伝いで無料試食（限定５００

食）していただけます。

怯産業紹介展

と　　き　１２月７日（日）１０時～１７時

　　　　　　　８日（月）１０時～２２時

と　こ　ろ　祐徳門前商店街　日の出屋

内　　容　

　潤鹿島の産業や工芸品、名所・旧跡などをパネルや

　　サンプル、映像などで紹介

　潤地場産品などがもらえるクイズ

　　・鹿島の農産物重量当てクイズ

　　・会場内クイズラリー

門前商店街でもイベント同時開催
　と　き　１２月８日（月）

YOU竃得！スタンプラリー

　商店街の３店舗で買い物や食事をすると、佐賀牛

　などの賞品が当たる空くじなしの抽選ができます。

　抽選時間　１０時～２１時　賞品がなくなり次第終了

カキ焼き販売　（ところ　ゆうとく庵）

　あたたかいふるまいもあります。

　販売時間　１７時～　なくなり次第終了

自慢の品を取り揃えた『一店逸品運動』開催中

怯企業巡りバスツアー

　小学生を対象に、市内の世界に誇れる事業所や特徴ある事業

所を巡るバスツアーを行います。

 　市農商工連携推進室　緯０９５４（６３）３４１１詳しくは
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情報掲示板ワイド

年末年始の公共施設等の休みと取り扱い業務
お
知
ら
せ

潤杵藤葬斎公園　　　１月１日（祝）

潤市民交流プラザかたらい

　　　　　　　　　　１２月２９日（月）～１月３日（土）

潤子育て支援センター　１２月２９日（月）～１月３日（土）

潤市陸上競技場　　　１２月２８日（日）～１月３日（土）

潤市民球場（芝の養生のため）

　　　　　　　　　　１２月１日（月）～２月２８日（土）

潤蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場

　　　　　　　　　　（年末年始および芝の養生のため）

　　　　　　　　　　１２月２７日（土）～２月２８日（土）

潤各地区公民館　　　１２月２７日（土）～１月４日（日）

潤市内各体育館　　　１２月２８日（日）～１月３日（土）

潤北公園　　　　　　年中無休

潤野犬捕獲　　　　　１２月２７日（土）～１月４日（日）

潤し尿汲み取り　　　１２月２９日（月）～１月４日（日）

　※日程表による計画収集を行っています

　※２２ページもご覧ください

潤ゴミ収集　　　　　１２月３１日（水）～１月４日（日）

　平成２７年１月から７０歳未満の人の医療費の自己負担限度額の区分が変更になります。同じ月内の医療費の自

己負担が高額になったとき、世帯の所得に応じた限度額を超えた金額が高額療養費として支給されます。７０歳か

ら７４歳の限度額は変更ありません。

　平成２６年１２月３１日まで有効の『限度額適用（標準負担額減額）認定証』をお持ちの人には、平成２７年７月

３１日まで有効の、新区分の認定証を今月下旬に郵送します。

 　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

７０歳未満の国民健康保険の人へ　　　　　　　
　高額療養費の自己負担限度額の区分が変わります

お
知
ら
せ

（旧）限度額（新）限度額（新）区　分

１５０,０００円＋（医療費の総額
－５００,０００円）×１％

２５２,６００円＋（医療費の総額
－８４２,０００円）×１％

旧ただし書所得※１９０１万円超ア

１６７,４００円＋（医療費の総額
－５５８,０００円）×１％

旧ただし書所得※１６００万円超
９０１万円以下

イ

８０,１００円＋（医療費の総額
－２６７,０００円）×１％

８０,１００円＋（医療費の総額
－２６７,０００円）×１％

旧ただし書所得※１２１０万円超
６００万円以下

ウ

５７,６００円旧ただし書所得※１２１０万円以下エ

３５,４００円３５,４００円住民税非課税世帯※２オ

旧ただし書所得※１・・・・・総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額

　　　　　　　　　　　（同一世帯のすべての国保被保険者の旧ただし書所得の合計額で限度額が決定されます）

住民税非課税世帯※２・・・同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する人

　市役所の業務のうち、次のものは年末年始の休みの

期間中（１２月２７日～１月４日）も行っています。

恭出生届

　［持参品］出生届出書、印鑑、母子手帳

恭婚姻・離婚届

　［持参品］婚姻・離婚届出書、印鑑、

　　　　　身分証明書（運転免許証、パスポートなど）

恭死亡届

　［持参品］死亡届出書、印鑑、火葬料７,０００円（杵藤広域圏内）

恭各種証明書の予約交付（市民課、税務課関係分）

　［持参品］手数料、身分証明書（免許証・健康保険証など）

　　　　　印鑑証明書のときは、印鑑登録証をお持ち

　　　　　ください。

　［予約方法］１２月２６日（金）１７時までに、本人か同一世帯

　　　　　の人が市民課緯（６３）２１１７に電話で申

　　　　　し込んでください。

　［交付時間］８時３０分～２０時

焔届出および交付する場所　市役所守衛室

　市に関係する公共施設・サービスの年末年始の休みは次のとおりです。
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　福祉事務所と社会福祉協議会では、来春、高校や大学などに進学される人で、学費の支払いが困難な人のために

無利子の修学資金貸付申込の受け付けをしています。どうぞご利用ください。ただし、日本学生支援機構など他の

修学資金貸付との重複利用はできません。

貸　付　内　容

補足説明　煙修学資金は、在学中毎月貸し付けられる資金で、就学支度資金は、入学時に１回だけ貸し付けられる

　　　　　　資金です。資格の欄で複数の要件がある場合は、すべての要件を満たす必要があります。

　　　　　煙貸付金の償還は、返済据置期間が設けられているものもありますので、詳しくはお問い合わせください。

　　　　　煙貸し付けには条件がありますので、希望する人の全員が、貸し付けを受けることができるとは限りませ

　　　　　　ん。また、大学や専門学校の合格内定があまりに早い人については、母子父子寡婦福祉資金で対応で

　　　　　　きない場合があります。

締切申込先・問合先資格償還期間貸付額（円）学校区分貸付の種類

１２月１８日（木）

福祉事務所

　緯（６３）２１１９

煙市内に１年以上在住
煙学業成績優良な人
煙中学校３年時の予約申込のみ

１０年　１２,０００高校
市奨学
資金

修
学
資
金

煙母子・父子家庭世帯

６年

　１８,０００～２３,０００以内高校（公立）

母子父子
寡婦福祉
資金

　３０,０００～３５,０００以内高校（私立）

　４５,０００～６０,０００以内短大

１２年　４５,０００～６４,０００以内大学

３～６年　１８,０００～６０,０００以内専門学校等

社会福祉協議会

　緯（６２）２４４７
煙低所得世帯１０年以内

　３５,０００以内高校
生活福祉
資金

　６０,０００以内高専・短大

　６５,０００以内大学

福祉事務所

　緯（６３）２１１９

煙母子・父子家庭世帯
煙前年度所得税住民税非課税者

５年

　３９,５００以内小学校

母子父子
寡婦福祉
資金

就
学
支
度
資
金

　４６,１００以内中学校

煙母子・父子家庭世帯

１６０,０００以内高校（公立）

４２０,０００以内高校（私立）

３７０,０００～５９０,０００以内大学・短大

１５０,０００～５９０,０００以内専門学校等

社会福祉協議会

　緯（６２）２４４７
煙低所得世帯１０年以内５００,０００以内

高校・高専

大学・短大
生活福祉
資金

ご利用ください「修学資金」
お
知
ら
せ

情報掲示板ワイド

認知症徘徊声かけ訓練
～認知症サポーターフォローアップ研修～

募
　
集

　認知症による『徘徊』での行方不明者は、平成２５

年には全国で１万人を超えています。『徘徊』は目的

もなくさまよい歩いているのではなく、その人なりの

理由があって家を出て、道が分からなくなり、行方不

明になってしまいます。地域で誰かが一声かけていた

ら、早期発見ができたかもしれません。

　困っているような人に、声をかける訓練に参加して

みませんか？

と　　き　１２月３日（水）１３時３０分～１６時

と　こ　ろ　市役所５階大会議室

対　　象　『認知症サポーター養成講座』を受けたこと

　　　　　がある人、関心がある人など、どなたでも

内　　容　講義、訓練、座談会

参　加　費　無料（訓練のみの参加もできます）

　　　　　※訓練は１４時３０分から市役所敷地内で行います

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは
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怯認定新規就農者になりませんか？

　認定新規就農者の認定を受けると、いろいろな支援

を受けることができます。これまでは県での認定でし

たが、平成２６年１０月より市が窓口となりました。

　補助事業や資金活用をお考えの人はご相談ください。

対　　象

　次の項目を満たす人および法人（ただし、農業経営

を開始して５年経過しない人は含みますが、認定農業

者は該当しません）

　①原則１８歳以上４５歳未満の青年

　②特定の知識・技能をもつ４５歳以上６５歳未満の中高年齢者

　③上の２項目の条件を満たす人が役員の過半数を占

　　める法人

狂青年等就農資金のご案内

対　　象　新たに農業を営もうとする青年等であって、

　　　　　市から認定を受けた認定新規就農者

資金使途　煙施設や機械の取得（農地取得を除く）

　　　　　煙長期運転資金（計画期間中を対象）

融資限度額　３,７００万円

償還期間　１２年以内（うち据置５年以内）

利　　率　無利子

※詳しくは、日本政策金融公庫のホームページをご覧ください

 

　【認定新規就農者について】　市農林水産課農政係

　　　　　　　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

　【青年等就農資金について】　日本政策金融公庫佐賀支店

　　　　　　　　　　　緯０９５２（２７）４１２０

詳しくは

青年農業者を応援します
お
知
ら
せ

１２月 １４日（日）は衆院選の投票日
お
知
ら
せ

　１２月１４日（日）は、私たちの代表を国会（衆議院）へ送る大事な衆議院議員総選挙の投票日であり、最高裁判所

裁判官国民審査の投票日です。入場券を持って投票に行きましょう。なお、投票日当日に仕事や旅行などで投票所

へ行けない人は、期日前投票ができますので、ご利用ください。

【当日投票】

　と　き　　１２月１４日（日）７時～２０時

　ところ　　入場券に記載された投票所（市内１４投票所）

　投票方法　　●『小選挙区選出議員選挙』は、候補者の氏名を記載

　　　　　　●『比例代表選出議員選挙』は、政党等の名称を記載

　　　　　　●『最高裁判所裁判所裁判官国民審査』は、罷免すべ

　　　　　　　きと思う裁判官の氏名の上の欄に×印をつける

【期日前投票】

　期　間　　小選挙区選出議員・比例代表選出議員　１２月３日（水）～１２月１３日（土）

　　　　　　最高裁判所裁判官国民審査　　　　　　１２月７日（日）～１２月１３日（土）

　時　間　　８時３０分～２０時

　ところ　　市民会館１階第４会議室

【不在者投票】

　①不在者投票指定施設の病院や老人ホームなどに入院・入所している人は、その施設内で不在者投票ができます。

　　入院・入所している病院・老人ホームなどにお尋ねください。

　②出張などで市外に滞在している人は、滞在地の市町村で不在者投票ができます。

　　投票用紙等の請求手続きが必要です。詳しくは選挙管理委員会事務局までお尋ねください。

　③身体に重度の障がいのある人や要介護認定５の人などは、あらかじめ『郵便等投票証明書』の交付を受けたう

　　えで、郵便による不在者投票ができます。詳しくは選挙管理委員会事務局までお尋ねください。

 　選挙管理委員会事務局　緯０９５４（６３）３４１８詳しくは

入場券は

１２月8日までに

　郵送予定
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四ふるさと鹿島クイズ四　結果発表！
　市制施行６０周年事業として行いました『ふるさと鹿島クイズ』の回答を小学生から最高齢は８５歳の人まで、

８４人の幅広い年齢層の皆さんからいただきました。

　回答者の中から全問正解者の紹介をします。

　潤矢野　正　さん（納富分）　　潤橋村　勉　さん（中浅浦）

　潤山口眞章さん（下古枝）　　潤山口正子さん（下古枝）　　以上４人です。おめでとうございます！

正解発表　煙問１　②　煙問２　③　煙問３　③　煙問４　④　煙問５　②

　　　　　煙問６　①　煙問７　②　煙問８　④　煙問９　②　煙問１０　①

　　　　　煙問１１　④　煙問１２　④　煙問１３　③　煙問１４　④　煙問１５　①

　　　　　煙問１６　③　煙問１７　②　煙問１８　④　煙問１９　③　煙問２０　④

興市ホームページの市制６０周年の情報ページに解説を掲載しています。

 　企画財政課企画係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６００００００００００００００００００００００００００００００年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年のののののののののののののののののののののののののののののの歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩鹿島市６０年の歩みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ
～還暦を迎えるふるさとかしま～

－第９回－

募集締切　１２月１７日（水）必着　※月曜日は休館

選考方法　書類選考後、面接試験　１２月２１日（日）

そ　の　他　エイブル広報誌『エイブルの木』１２月号ま

　　　　　たは、エイブル内に設置の実施要領、エイ

　　　　　ブルホームページをご覧ください

　　　　　（専用履歴書があります）

 

　〒８４９－１３１２

　鹿島市大字納富分２７００番地１（エイブル２階）

　（一財）鹿島市民立生涯学習・文化振興財団事務局

　緯０９５４（６３）２１３８

　http://kashima-able.com/

応募・問合せ先

エイブル事務局の職員を募集します
採
　
用

職　務　内　容勤務時間応　募　資　格採用期間採用予定

一般事務
施設の管理、貸出業務
窓口業務　など

平日遅出勤務
【基本】
火～金曜日
１３時～２２時

・生涯学習や文化振興事業に興味があり、
　接客が好きな人
・普通自動車免許を有する人
・パソコン（ワード、エクセル）ができる人

平成２７年１月～平成２８年３月末
※次年度に継続して雇用する
　場合があります

パート職員
１人

児童扶養手当と公的年金給付金等との
併給制限が見直されます

お
知
ら
せ

　児童扶養手当法が改正され、公的年金給付等※（以下、

公的年金という）を受給中の人でも条件を満たせば児

童扶養手当を受給できるようになりました。（手当額

は個人によって異なります）

　これまで公的年金を受給している場合、年金併給制

限により児童扶養手当は受給できませんでしたが、平

成２６年１２月１日以降、受給されている公的年金の

月額が児童扶養手当の月額を下回る場合は、その差額

を受給できるようになりました。

※公的年金給付等・・・障害年金、遺族年金、老齢年金ほか

対　　象　

　煙ひとり親家庭で障害年金を受給中

　煙ひとり親家庭で遺族年金を受給中

　　（現在ひとり親家庭等医療費助成制度のみ対象の人）

　煙養育者世帯で養育者が老齢年金を受給中　など

手続き等　必ず事前申請が必要ですので、福祉事務所

　　　　　で手続きをしてください。公的年金額によ

　　　　　り受給できない場合もあります。

 　福祉事務所社会福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは
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“Spill the beans” 

今月のキーフレーズ

№１０８

（デイヴ）　サプライズバースデーパーティのこと、

　　　　　もらさないこと分かってるよね。

（クレイグ）　心配しなくて良いよ！言わないよ。

Dave:

Craig:

Remember to not spill the beans about 
the surprise birthday party.
Don't worry. I won't.

　この表現は、「うっかり秘密をもらす（しゃべってしまう）」

という意味で使われます。

　本年度、本校教育の重点は『言葉

で人とつながり、自分の役割を果た

しながら、自分らしい生き方を実現

していく子ども』です。校内研究で

はキャリア教育の視点から『人間関

係形成能力』の育成に取り組んでい

ます。

　１０月３１日は、秋の気配を感じ

ながら蟻尾山公園周辺を使って１年

生から６年生の縦割り班でウォーク

ラリーを行いました。公園内に運

営・集会委員が１０のチェックポイ

ントを設置しました。各班はコース

図を見ながらチェックポイントを探

して回り、各ポイントでの獲得点の

合計で競い合いました。「ストラッ

クアウト」「輪投げ」「みんなでジャ

ンプ」「ジェスチャー」「尻文字」な

ど班のみんなで協力しながら回りま

した。

　優勝するためには、６年生はコー

ス図を見ながら下級生の世話をして

班のみんなをまとめなければいけま

せん。班をまとめるには相手の気持

ちを考え、下学年にも分かるように

話をしなければいけません。下学年

もわがままを言ったり、甘えたりし

てはいられません。異年齢集団の中

で自分の役割と責任を果たさなけれ

ば、うまくいきません。どの班もみ

んなで相談してチェックポイントを

クリアしながら、楽しそうに取り組

んでいました。

　優勝は１１Ａ班でした。６年生の

リードと班のみんなのチームワーク

の勝利でしょう。

縦割り班ウォークラリー
～自分の役割と責任を果たしながら～

ジョリン先生

（クレイグ）　話してよ！君とジョイの間に何が

　　　　　あったの？別れたの？

（デイヴ）　そうだよ。うまくいかなかったんだ…。

Craig:

Dave:

Spill the beans. What happened between 
you and Joy. Did you two break up?
Yes, we did. It just wasn't working out.

能古見小学校

No.２１１

学 校 だ よ り

四Hawaiian　Words四
（ ハ ワ イ の 言 葉 ）

 Maha'oi   :失礼な　　　　　
マハオイ

 Niele  :うるさい
ニエレ

こんなときこのひとこと、学校だより

寓みんなで相談して
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このごみどの袋・人権の輪

No.１１８

たくさんごみが出たときは…

　年末と言えば、大掃除ですね。きれいな環境で心機一転新年を迎えましょう。

　ところで、大掃除などで大量のごみが出たときは、市のごみステーションでは回収しません。

　大掃除などで大量のごみが出たときは、次の運搬許可業者へご相談ください。

　（大掃除以外にも、引っ越し・遺品整理などで大量のごみが発生した場合も同じです）

　　※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。

　ごみ出しマナー

　　潤ごみの種類ごとに１世帯２袋まで

　　潤分別をしっかり　　　　　　　　　　　よろしくお願いします。

【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

　潤歩行者や車両の通行の邪魔になります

　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鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵

圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧

圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧

　１２月は年の瀬らしい話題が飛

び交います。クリスマス、太平洋

戦争など、話題に上るものもいろ

いろですが、赤穂浪士の『忠臣

蔵』もその一つ。

　元禄期、江戸城内で 刃傷沙汰 が
にんじょうざた

あり、喧嘩両成敗のはずが浅野家

だけが 咎 められ 内匠頭 が即日切腹。
とが たくみのかみ

それに納得いかない遺臣が１２月

１４日、吉良邸に討ち入り 上野介 
こうずけのすけ

の首を打ち取った事件です。主君

に対する忠義をたたえ続けた民衆

の意向か、４０数年後歌舞伎演目

になり上演されました。『仮名手

本忠臣蔵』という歌舞伎の人気作

です。

　歌舞伎の発祥当時から芸人、役

者は『 河原乞食 』や『
かわらこじき

 傾 き者』と
かぶ

蔑視され、町奉行は『 卑 しい身分
いや

の役者』に外出時には編み笠をか

ぶることを強要します。今でこそ、

歌舞伎は日本の伝統的文化として

世界で認められていますが、昔は、

芸能人や役者は差別されていまし

た。

　明治に入り新政府が方向転換を

することになったのはパリ万国博

覧会に参加し帰国してから。欧米

列国が芸術文化を大事にすること

を眼の当たりにしてからです。芸

術作品や演劇（オペラ）鑑賞を政府

公式行事としていたのです。欧米

に習い、差別解消を進めるきっか

けとなりました。

　１９４８年１２月１０日、国連

は『世界人権宣言』を採択し、そ

の日を『世界人権デー』と定めて

います。今年も４日から１０日ま

でを『人権週間』として、人権意

識の高揚を呼びかけます。

　職業や学歴などによって人の価

値を決めたり、出身地で人を差別

したり、男女の違いによって不公

平な扱いをしないなど、もう一度、

身の回りの「人権」について点検

してはいかがでしょうか。

人権週間を考える
～　一人ひとりの人権を大切にしよう　～

噛ご意見等をお寄せください

人権・同和対策課　緯０９５４（６３）２１２６

 　環境下水道課環境係

　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
受 賞 者 紹 介

長年にわたり弓道の普及、推

進に尽力された功績により光

冨敦子さんが、文部科学省よ

り生涯スポーツ功労者として

表彰されました。

おめでとうございました。

文部科学省表彰

光冨　敦子さん

市 長 訪 問

七浦保育園の園児さんたちが

勤労感謝の日にちなみ、市役

所を訪れました。

園児さんの「いつもお仕事あり

がとうございます。」と感謝の

言葉とともに花束を市長に手

渡しました。

　地域コミュニティ活動の活性化と宝くじの普及宣伝を目的と

した『宝くじ助成金』を活用して、平成２６年度に常広区の祭

り用太鼓・笛・ちょうちん・リヤカーなどを整備しました。

　 　企画財政課企画係

　　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

千葉県香取市より表敬訪問

　古くは江戸時代の鹿島鍋島藩との縁が

ある千葉県香取市から、宮崎毅教育長と

伊藤勝弘企画政策課長が、１０月２６日

の市制６０周年記念式典にご出席いただ

きました。

　香取市は伊能忠敬の故郷として有名で

あるとともに、同市佐原の地には、かつ

て鹿島鍋島藩の領地があり、鹿島藩初代

藩主忠茂公のお墓がまつられています。　そのような縁もあり、鹿島市でも平成

２４年度に伊能忠敬の来鹿２００年記念事業を行い、香取市と『ふるさとの自然、

歴史、文化を活かしたまちづくり連携に関する協定』を締結して交流を深めてき

ました。

　これからもさらに、さまざまな分野で交流と連携を深めていきたいと思います。

大韓民国 全羅南道 
チョルラナムド

 高興 郡より表敬訪問
コフン

　１０月２６日に行われた市制６０周年

記念式典に、友好血縁都市の大韓民国全

羅南道高興郡から 趙 　
チョ

 丁勲 副郡守をはじ
ジョンフン

めとした４人がご出席いただきました。

　高興郡とは鹿島ガタリンピックでの交

流や、北鹿島小学校と高興郡の 大西 初等
テソ

學校の相互訪問による小学生交流などを

行い友好を深めています。 寓市役所前駐車場内にある友好記念碑
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床　の　間
コーナー

えいぶる講座　募集中講座

に行ってみよう
潤エイブル倶楽部会員、入会要項
　市内外問わず、老若男女どなたでも
いつでも入会できます！
年　会　費　１,０００円
　　　　　（高校生以下５００円）
入会特典　「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。
　　　　　（入会月から１年間有効）
 
　鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
　緯０９５４（６３）２１３８
　姉０９５４（６３）３４２４
　http://kashima-able.com/

詳しくは

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

エイブル倶楽部
会員対象無料講座
（別途材料代必要）

エイブル２階

調理実習室
１２月１１日（木）
１０時～１３時

九州電力株式会社
武雄営業所

ホームアドバイザー
２０人

季節の省エネ講座

＆時短おせち作り

会　員　５００円
一　般１,０００円

（材料費１,２００円程度）

エイブル３階

研修室
１２月２７日（土）
１０時～１２時霜村久子さん２０人お正月飾りづくり教室公

開
講
座 無　料

エイブル２階

和室
１２月２０日（土）
１３時３０分～１５時

ジョリン・ヨネシゲさん

大城サカエさん
２０人

クリスマス工作教室

※小学１～３年生対象

エイブルからのお知らせなど

図書館からのお知らせ市　民
図書館

恭児童文学研究家　二羽史裕さん講演会『絵本は心のミルク』
と　　き　１２月７日（日）１４時～１６時
と　こ　ろ　エイブル３階研修室
定　　員　４０人程度（参加費は無料ですが、申し込みが必要です）
恭クリスマスイベント『人形劇団いちごじゃむがやってくる！』
と　　き　１２月２１日（日）１４時～１５時
と　こ　ろ　エイブル１階いきいきルーム（保健センター内）
対　　象　幼児～小学校低学年（保護者同伴可）
参　加　費　無料（申し込み不要）
恭年末年始の開館について
休館期間　１２月２９日（月）～平成２７年１月３日（土）
年始の開館　平成２７年１月４日（日）１２時～１７時
 　市民図書館 ０９５４（６３）４３４３詳しくは

 菊池 　
き く ち

 義泰 　展
よ し や す

～“ふるさと”と“菊池ブルー”を感じて～

　今回の展示は鹿島市生

まれの洋画家、菊池義泰

さんの描く“ふるさと”と、

菊池さんを象徴する“菊

池ブルー”に焦点を当て、

作品をご紹介します。

菊池義泰画伯の思い出を語る会

と　き　平成２７年１月１１日（日）１０時～

ところ　エイブル２階和室

展　示　１２月２日（火）～平成２７年１月３０日（金）

『ローマの休日』
『紳士は金髪がお好き』

　『えいぶるえいが２０１４』は、同じ１９５３年に制作され

た２大女優の作品です。

　オードリー・ヘプバーンとマリリン・モンロー。２

人とも、登場から６０年が過ぎてもなお輝きを失わな

い『永遠のヒロイン』です。

　あなたはどちらがお好きですか？

と　　き　１２月１４日（日）　

と　こ　ろ　エイブルホール（全席自由）

料金（２本分）発売中！！

　一　　　般　　　　　　　　　　１,０００円

　エイブル倶楽部会員・高校生以下　,５００円

えいぶるえいが
２０１４

第１０回
えいぶる事業

『ローマの休日』
オードリー・ヘプバーン

９時３０分～１１時２８分①ローマの休日

１１時３５分～１３時７分②紳士は金髪がお好き

１４時～１５時５８分③ローマの休日

１６時５分～１７時３７分④紳士は金髪がお好き

『紳士は金髪がお好き』
マリリン・モンロー

怯エイブルホール　開館時間の変更のお知らせ

　１１月１日より土・日のエイブルホールの開館（利用）時間を変更しました。

　※ただし、４０日前の申し込みに限ります

９時～１７時変更前
土曜日・日曜日

９時～２２時変更後

寓写生中の菊池さん
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　市営駅前駐車場の無料時間帯を見

直し、１１月１日より延長しました。

　駅での送迎にご利用ください。

無料時間　２０分間

 　商工観光課商工労政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

　　　

 

恭お正月のしめ飾りはいかがですか。

　しめ縄用としてシルバーで育てた

水稲の青さの残る稲わらで作ります。

　１本１,０００円から販売の予定です。

恭お正月前、各種作業の注文をお受

けします。

　「家事（掃除など）」「襖、障子の張

り替え」「年賀はがき書き」など、お

正月の準備承ります。その他「庭木

の剪定」など、いろいろな作業につ

いてご相談、ご注文ください。

恭会員を募集しています。

対　　象　６０歳以上または来年３月

　　　　　までに６０歳になる人

説　明　会　１２月１８日（木）９時３０分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

恭畑や家庭菜園などにセンターが

作った有機チップの堆肥はいかがで

すか。

恭ストーブ用の「まき」もあります。

恭刃物研ぎいたします。

と　　き　１２月１８日（木）８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
市営駅前駐車場を
ご利用ください

詳しくは

お正月の準備、承ります
シルバー人材センター

詳しくは

 

　人権週間を機に、互いが今一度、

人権について考え、人がお互いに人

を大切にする『思いやりある明るい

社会』を築きましょう。

　市では、次の６人の人権擁護委員

が相談を受け付けますので、人権全

般で困ったことがあったら人権・同

和対策課までご連絡ください。

　　　宮津彰子さん（土井丸）

　　　正寶典子さん（筒　口）

　　　三原治子さん（久保山）

　　　福田節子さん（湯ノ峰）

　　　関　正和さん（納富分）

　　　山田次郎さん（西塩屋）

　また、市内小中学校『人権作文・

標語・ポスター』の優秀作品をエイ

ブル１階エントランスロビーに展示

します。

 　人権・同和対策課

　　　　　緯０９５４（６３）２１２６

１２月４日～１０日は
『人権週間』です

詳しくは

 

 

 

　税務課では、現地調査などを行い

適正な課税に努めていますが、建物

の取り壊しなどの届け出をされてい

ない場合に翌年度以降もそのまま課

税されることがありますので、税務

課への確実な届け出をお願いします。

恭建物を取り壊した場合

　所有していた建物の全部または一

部を取り壊したときは、届け出てく

ださい。

恭登記していない建物(未登記家屋)

　の所有者が変わった場合

　登記していない建物（未登記家屋）

を売買または贈与した場合や所有者

が亡くなって相続した場合は、届け

出てください。

※建物を新・増築した場合もご連絡

ください。

 　税務課課税係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１８

家屋の取り壊し・未登記家屋の
所有者変更は届け出をお願いします

詳しくは

　平成２６年１０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・件数区　分
酒５本（囲碁サミットへ特産品提供）８,５１０円１０月１日接　遇
五ノ宮神社獅子舞３,０００円１０月１７日祝　儀
供花１件１０,８００円１０月３１日弔　慰
酒３６本（佐賀県観光説明会ＰＲ用）４１,８６５円１０月９日

その他 酒５本（九州市長会での地酒ＰＲ用）１６,００７円１０月１４日
酒１本（九州市長会での地酒ＰＲ用）２,４９９円１０月１７日
（４月からの累計　２３４,４９９円）　８２,６８１円合　計

平成２６年１０月　市長交際費支出状況

情報掲示板　愚　お知らせ

２日（火）　　　　　　　開会、会議録署名議員の指名、会期の決定、

　　　　　　　　　　　議案の一括上程（市長提案理由説明）

３日（水）～８日（月）　　休会

９日（火）　　　　　　　委員長報告、議案審議、質疑、討論、採決

１０日（水）　　　　　　　議案審議、質疑、討論、採決

１１日（木）　　　　　　　休会

１２日（金）　　　　　　　常任委員会

１３日（土）～１５日（月）　　休会

１６日（火）～１８日（木）　　一般質問

１９日（金）　　　　　　　調整日（一般質問）

２０日（土）～２１日（日）　　休会

２２日（月）　　　　　　　委員長報告、議案審議、質疑・討論・採決、閉会

開　　議　１０時

 　議会事務局　緯０９５４（６３）２１０４詳しくは

市議会１２月定例会会期日程（案）
～あなたも傍聴してみませんか～

※一般質問の数などにより議事日程
　を変更する場合があります。
※一般質問などの内容は鹿島市ＨＰ
　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
　で議会中継を放送します。

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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　市内３事業社ともに次の期間は休

みになりますので、休み前に確認を

お願いします。

　また、年末の１２月２７日と２８

日は臨時で、し尿汲取りを行います。

休業期間　

　１２月２９日（月）～平成２７年１月４日（日）

各社連絡先

　藤津清掃社　緯（６３）４０６４

　有明清掃社　緯（６２）４３２４

　鹿島清掃社　緯（６３）３９９４

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

 

　１２月１５日（月）から２４日（水）

まで、冬の交通安全県民運動が実施

されます。

　１２月は忘年会などで飲酒の機会

が多くなる時期です。飲酒運転は自

分だけでなく家庭の崩壊につながり

ます。絶対にやめましょう。

「飲酒運転四（し）ない運動の推進」

　胸運転するなら酒を飲まない

　胸酒を飲んだら運転しない

　胸運転する人に酒をすすめない

　胸酒を飲んだ人に運転をさせない

 　総務課防災係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１３

 

　工業統計調査は、製造業を営む事

業所を対象に１２月３１日時点で実

施します。調査結果は、行政施策の

重要な基礎資料として、また小・中・

高等学校の教材などとして広く利用

されています。

　調査の実施にあたっては、１２月中

旬から来年１月にかけて調査員が伺

いますので、ご協力をお願いします。

　皆さんから提出していただく調査

票については、統計法に基づき調査

内容の秘密は厳守されますので、調

査の趣旨をご理解いただき記入をお

願いします。

 　企画財政課秘書広報係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１４

年末年始の
し尿汲取りのお知らせ

詳しくは

冬の交通安全県民運動
～守ろう交通ルール　高めよう交通マナー～

詳しくは

工業統計調査に
ご協力ください

詳しくは

 

 

　鹿島商工会議所、佐賀県農業協同

組合、佐賀県有明海漁業協同組合で

は、平成２７年の新年を迎え、鹿島市

の発展を祈念する『新年賀詞交換会』

を開催します。

　どなたでも参加できます。皆さん

お誘いあわせの上ご参加ください。

と　　き　平成２７年１月５日（月）

　　　　　１２時～１３時３０分

と　こ　ろ　割烹清川（西牟田）

申込期限　１２月１０日（水）

参　加　費　３,０００円／１人

申　　込　申込用紙（鹿島商工会議所

　　　　　と商工会議所のホームペー

　　　　　ジ）に必要事項を記入し、参

　　　　　加費を添えて鹿島商工会議

　　　　　所へお申し込みください。

※参加者名簿を作成し、参加申込をいた

　だいた皆さんにのみお渡しします

　（申し込みのない人には提供できません）

 　鹿島商工会議所

　　　　　緯０９５４（６３）３２３１

 

と　　き　１２月１２日（金）１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　エイブル２階和室

対　　象　介護をしている人、

　　　　　介護に関心のある人など

内　　容　おいしいお茶の入れ方

講　　師　三根由紀子さん

参　加　費　無料

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

 

対　　象　求職者

募集科名　電気制御技術科（デュアル訓練）

定　　員　１５人

申込期間　１２月２２日（月）～

　　　　　平成２７年２月３日（火）

受　講　料　無　料

試　験　日　平成２７年２月１０日（火）

訓練期間　６カ月（実習１カ月含む）

申　込　先　ハローワーク鹿島

 　ポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

募募 集集
平成２７年

新年賀詞交換会

詳しくは

 快互 のつどい
かいご

詳しくは

平成２７年３月生
職業訓練受講生募集

詳しくは

 

　首都圏で学ぶ佐賀県ゆかりの男子

大学生（平成２７年度新入生に限る）

を対象に入舎学生を募集します。

場　　所　東京都小金井市前原町

学舎環境　全室個室、冷暖房完備など

募集人員　２０人程度（収容定員４８人）

資　　格　出身高等学校長から推薦

　　　　　を受けた者　など

申込受付　１月１６日（金）～２月６日（金）

　　　　　（出身高校を通して提出）

選考方法　面接などにより総合的に判定

寮費等（月額）　

　　寮費４０,０００円、食費２１,０００円

 　佐賀育英会松濤学舎

　　　　　緯０４２（３８１）３６７６

　　　　　http://www.shoutou.com/

 

　スポーツライフ・鹿島では、１年

間の家族の健康と安全を祈願して、の

んびり歩く新春ウォーキングを開催し

ます。家族そろってご参加ください。

と　　き　平成２７年１月４日（日）　

　　　　　※少雨決行

集合場所　蟻尾山公園　市民球場前

　　　　　８時２０分集合

コ　ー　ス　蟻尾山公園閣松蔭神社閣

　　　　　琴路神社閣幸姫酒造閣

　　　　　祐徳稲荷神社閣蟻尾山公園

　　　　　※約１２ｋｍ（約３時間）

参　加　費　１人３００円（保険料を含む）

　　　　　（スポーツライフ・鹿島会員は２００円）

　　　　　※当日受付でお支払いください。

そ　の　他　終了後にビンゴゲームや

　　　　　お汁粉のサービスあり。

申込方法　１２月２６日（金）

　　　　　１７時までに電話でお申し

　　　　　込みください。

 

　　スポーツライフ・鹿島事務局

　　（市体育協会内）

　　緯０９５４（６２）３３７９

佐賀育英会・松濤学舎
入舎生募集

詳しくは

新春！三社参りウォーキング
参加者募集

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ・募集

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７期の口座振替日は

１　２月２　６日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）
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　健康が気になる人、血糖値が気に

なる人などを対象にした料理教室を

開催します。（血圧、血糖値測定あり）

と　　き　平成２７年１月１６日（金）

　　　　　１１時～１４時　受付１０時３０分

と　こ　ろ　エイブル２階調理室

定　　員　２５人程度

参　加　費　６００円

申込締切　平成２７年１月９日（金）

 　祐愛会織田病院内科外来　川島

　　　　　緯０９５４（６３）３２７５

　　　　　（平日にご連絡ください）

 

　放送大学では、平成２７年度第１学期

（４月入学）の学生を募集しています。

　放送大学はテレビなどの放送やイ

ンターネットを利用して授業を行う

通信制の大学です。

　心理学・福祉・経済・歴史・文学・

自然科学など、幅広い分野を学んでい

ます。

出願期限　平成２７年３月２０日（金）

※資料を無料で差し上げています

 　放送大学佐賀学習センター

　　　　　緯０９５２（２２）３３０８

　　　　　http://www.ouj.ac.jp/

 

　 日本語 が 分 からなく 困 っている
にほんご わ こま

 外国 の 人 が、より 快適 な 生活 を 送 れ
がいこく ひと かいてき せいかつ おく

るように 講座 を 開催 します。
こうざ かいさい

と　　き

　 平成 ２７ 年 １ 月 １７～１９
へいせい ねん がつ

 日 
にち

 （土～月） 、
どようび　げつようび

　 平成 ２７ 年 １ 月 ２３～２５
へいせい ねん がつ

 日 
にち

 （金～日） 
きんようび　にちようび

と　こ　ろ　 市民交流 プラザかたらい
しみんこうりゅう

対 　　   象      　
たいしょう

 来日直後 で 日本語 
らいにちちょくご にほんご

を 体系的 
たいけいてき

　　　　　に 学習 していない 人 など
がくしゅう ひと

定 　　   員      　
ていいん

１０ 人 
にん

 受　講　料 　
じゅこうりょう

 無料 （
むりょう

 資料代 ５００ 円 が 必要 ）
しりょうだい えん ひつよう

 

　 佐賀県日本語学習支援 カスタネット　 有瀬 
さがけんにほんごがくしゅうしえん ありせ

　緯０８０（６４０３）９８７０

講講習習会会・・教教室室
料理教室を開催します
～身体を温め代謝ＵＰ～

詳しくは

放送大学
４月生募集のお知らせ

詳しくは

初級  日本語     集中講座           
しょきゅうにほんごしゅうちゅうこうざ

詳しくは

 

　平成２７年４月に全面施行となる

改正次世代育成支援対策推進法の説

明も併せて行います。

と　　き　１２月１０日（水）１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　武雄市文化会館

講　　師　佐賀労働局職員

※終了後、個別相談会を行います

 　佐賀労働局雇用均等室

　　　　　緯０９５２（３２）７２１８

 

 

　生徒たちの日ごろの学習成果や各

種イベントを用意しています。ぜひ、

お越しください。

と　こ　ろ　鹿島実業高等学校

とき・内容

【１２月５日（金）９時４０分～１２時４０分】

　潤ステージ発表

　潤山口光貴さんコンサート

　潤各種展示

【１２月６日（土）１０時～１４時３０分】

　潤地域特産品店、模擬店

　潤高校生レストラン

　潤学習成果発表

　潤各種展示

　潤もちつき、宝さがし、抽選会　など

 　鹿島実業高等学校

　　　　　緯０９５４（６３）３１２６

改正パートタイム労働法等
に関する説明会の開催

詳しくは

イイベベンントト

鹿実フェアの開催

詳しくは

 

　市内外の小中高生を中心に作りあ

げた、明るく楽しい、華やかな歌と

ダンスのミュージカル公演です。笑

いあり、涙ありの内容です。

と　　き　１２月２３日（祝）１３時３０分～

と　こ　ろ　エイブルホール

入　場　料　無料

内　　容　

　ミュージカル『ダンシング・ロマンチカ』

 　劇団ヤマト事務局　野崎

　　　　　緯０９０（２５０８）８３７４

 

　古枝地区振興会各部門から、盛り

だくさんの催しものがいっぱい！

　ぜひお越しください。

と　　き　１２月７日（日）

　　　　　８時３０分～１５時３０分

と　こ　ろ　古枝公民館、林業体育館、

　　　　　祐徳グラウンド

内　　容毅若草保育園和太鼓

　　　　毅古枝小学習発表会

　　　　毅かし丸くんとじゃんけん大会

　　　　毅舞台発表（踊り、カラオケほか）

　　　　毅グラウンド・ゴルフ大会

　　　　毅農産物展示販売

　　　　毅豚汁、おにぎり振る舞い

　　　　毅ひとき餅　毅バザー

　　　　毅おたのしみ抽選会（２回）　など

 　古枝公民館

　　　　　緯０９５４（６２）２７４９

劇団ヤマト
ミュージカル公演のご案内

詳しくは

古枝ふれあいまつり

詳しくは

情報掲示板　愚　募集・講習会・相談

　アニメ『サザエさん』でおなじみの、加藤みどりさんによる講演や、ゆ

うあい一座による『佐賀にわか』、大抽選会、出店、絵本の読み聞かせ、

豚汁のふるまいなど、たくさんの催しがあります。ぜひご来場ください。

 　同実行委員会（市社協内）　緯０９５４（６２）２４４７詳しくは

福祉のつどい　加藤　みどり　講演会

と　　き　１月１７日（土）１２時４５分

　　　　　受付　１２時１５分

と　こ　ろ　市民会館ホール

入　場　料　無料

講　演　会　

　テーマ　『楽しく、美しく年齢をとろう』

　講　師　加藤みどりさん（女優・声優）

※大抽選会には入場整理券が必要

　です

【入場整理券配布場所】

１２月８日（月）配布開始！

（数に限りがありますのでお早めに）

　胸社協（市民交流プラザかたらい３階）

　胸５地区公民館（鹿島を除く）

　胸市民図書館

　胸エイブル２階

　胸高津原公民館かんらん
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 　鹿島市保健センター

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　　インフルエンザの感染予防に努めましょインフルエンザの感染予防に努めましょうう

　インフルエンザは感染力が強いため、日ごろから一人ひとりが感染予

防に努めましょう。

　潤こまめな手洗いを心がけましょう。

　潤咳エチケットを実行しましょう。

　潤発熱・咳・くしゃみなどの症状がある場合はマスクを着用しましょう。

　潤十分な栄養と休養を心がけましょう。

　潤室内の換気をこまめにしましょう。

　潤流行時にはできるだけ人混みや外出は控えましょう。

　県内のインフルエンザ予防接種実施医療機関で受けることができます。希望する人は、接種を希望する日の１週

間前までに直接医療機関へお申し込みください。

対　象　者　６５歳以上で希望する人

期　　限　１２月３１日

　　　　　※医療機関によって異なる場合があります

接種回数　１回

自己負担金　１,３００円（医療機関の窓口でお支払ください）

　　　　　※生活保護世帯の人は無料（要受給証明書）

持　参　品　毅健康保険証（住所などの確認用）

　　　　　毅健康手帳またはおくすりノート（済証を貼ります）

６５歳以上の人のインフ６５歳以上の人のインフルルエンザ予防接種エンザ予防接種

中学３年生までのインフ中学３年生までのインフルルエンザ予防接種エンザ予防接種

　市では次のようにインフルエンザ予防接種の費用助成を行います。希望する人は直接医療機関へお申し込みください。

対　象　者　中学３年生までの子どもで希望する人

期　　限　１２月３１日

　　　　　※医療機関によって異なる場合があります

接種回数　１３歳未満：２回、　１３歳以上：１回

助　成　額　１,０００円／回

自己負担金　接種費用から助成額（１,０００円）を引いた金額

　　　　　※医療機関の窓口でお支払いください

接種場所　市内の実施医療機関と谷口医院（嬉野市）

　　　　　※上記以外で接種希望の場合はお問い合わせください。

持　参　品　母子健康手帳・健康保険証（住所などの確認用）
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恭子宮頸がん・乳がん検診日程

対　象　区月　日

 乙丸・中村・森・土井丸・井手・大宮田尾・ 母ヶ浦・西葉・矢答・

 伏原・下浅浦　　　　　　　　　　（受付時間　１３時３０分～１４時３０分）
１２月３日（水）

 高津原１２月５日（金）

 若殿分・新方・湯ノ峰・庄金・南舟津・中町・ 貝瀬・土穴・本城・

 中木庭・川内・山浦・白鳥尾・平仁田開拓
１２月８日（月）

 本町・三部・新籠・常広・野畠・北舟津・音成１２月１２日（金）

 夜間　　　　　　　　　　　　　　　（受付時間　１８時～１９時）予約制１２月１２日（金）

子宮頸 子宮頸 がん・乳がん検診を受けましょがん・乳がん検診を受けましょうう
しきゅうけい

　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していただいています。

　参加を希望する人は保健センターまでお申し込

みください。

と　　き　１２月１８日（木）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

食改さんの料理教食改さんの料理教室室

受　付　保健センター（エイブル１階）　９時～１０時

　　　　※１２月３日（水）、１２月１２日（金）夜間を除く

対象者　子宮頸がん検診：２０歳以上で昨年度未受診の女性

　　　　乳　が　ん検診：４０歳以上で昨年度未受診の女性

※国の方針で２年に１回の検診となります。

料　金　子宮頸がん検診：７００円

　　　　乳　が　ん検診：４０歳代１,５００円、５０歳以上１,０００円

その他　潤乳がん検診は毎回先着５５人で締め切ります。

　　　　潤検診申込調査などで申し込んだ人には受診

　　　　　票を郵送しています。

　　　　潤区ごとに受診日を定めていますが、都合が　

　　　　　悪いときは別の日に受診できます。（連絡不要）

　　　　潤新たに希望する人はご連絡ください。

　佐賀県は全国でも肝臓がんによる死亡が多く、その肝

臓がんの原因の約９割がB型・C型肝炎ウイルスによる

肝炎と言われています。

　次の日程で肝炎ウイルス検査を実施します。希望す

る人は、保健センターへお申し込みください。

対　象　者　３０歳以上で、これまで肝炎ウイルス検査を

　　　　　受けたことがない人

と　　き　平成２７年２月１日（日）受付８時３０分～１０時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

料　　金　Ｂ型＋Ｃ型　７００円

　　　　　Ｂ型のみ　　３００円

　　　　　Ｃ型のみ　　４００円

　　　　　※市民税非課税世帯・生活保護世帯の人、

　　　　　　後期高齢者医療制度被保険者は無料

日曜日曜日日に肝炎ウイルス検査を実施しまに肝炎ウイルス検査を実施しますす
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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）

１２月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成２３年５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ヵ月健診
対　象　平成２５年５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ヵ月健診　　　
対　象　平成２６年８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）

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

怯予防接種 ・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。

麻しん・風しん
１歳になったらすぐ、麻しんワクチンを接種しましょう！

対象者　第１期：１歳～２歳未満の子ども

　　　　第２期：平成２０年４月２日～平成２１年４月１日

　　　　　　　　に生まれた子ども

接種期限　第２期は平成２７年３月３１日までです。

日本脳炎
対　象　者　１期：３歳～７歳６カ月未満の子ども

　　　　　２期：９歳～１３歳未満の子ども

接種回数　１期初回　２回接種

　　　　　１期追加　１回接種

　　　　　２期　　　１回接種

水痘（水ぼうそう）予防接種
対象者　生後１２カ月～３６カ月未満の子ども

　　　　（今年度に限り、生後３６カ月～６０カ月未満の

　　　　子どもも対象とし、１回接種できます）

接種回数　煙初回　１回接種

　　　　煙追加　１回接種

子宮頸がん予防ワクチン
　対　象　者　平成１０年４月２日～平成１５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。

二種混合［ジフテリア・破傷風］
対象者　１１歳～１３歳未満の子ども
　　　　（小学校６年生には通知しています）

接種回数　１回

四種混合［ポリオ＋三種混合］
　ポリオと三種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風）を

合わせたワクチンです。

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

接種回数　煙１期初回　３回接種

　　　　煙１期追加　１回接種

ＢＣＧ
　対象者　生後3カ月から１歳未満の子ども

　接種回数　１回

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

接種回数　煙１期初回　３回接種

　　　　煙１期追加　１回接種

　平成１７～２１年度の間に接種できなかった人へ

　次の対象者は、不足分の接種を受けることができます。

（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歳未満

ポリオ
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３回、追加接種１回、

　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２回、

　追加接種１回、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。
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

　接種回数　接種開始年齢で回数が異なります
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　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（１２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）１１４８嬉野市　嬉野町太田医院２日（火）

０９５４（４３）１６５２嬉野市　嬉野町樋口医院９日（火）

０９５４（６６）３５６８嬉野市　塩田町谷口医院１６日（火）

０９５４（６３）３２７５鹿島市　中牟田織田病院２３日（祝）

０９５４（６３）１１５８鹿島市　西牟田村山小児科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・祝日および１月１日～３日）

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・・１１７７・２・２４４日（水日（水））

場所・問合せ先　エイブル１階　保健センター　緯（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

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１月２１日（水）です。

１１７７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２６年１０月生まれ

１１８８日（木日（木））
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　【後期】８～１０カ月児の保護者
　　　【前期】５・６カ月児の保護者

【後期】【後期】２２日（火）日（火）
【前期】【前期】９９日（火）日（火）

子育てサークル 子育てひろば　『わ・わ・わ　ぽっと』

開館時間　火曜日、祝日および年末年始を除く
　　　　　１０時～１７時
と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階
　　　　　子育て支援センター
対　　象　就学前児と保護者

※兄弟児が小学生の場合は、利用できます

マタニティスクーマタニティスクールル

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

４４日（木日（木））

のびのびサークル　『もうすぐ楽しいクリスマス四』
　対　象１歳７ヵ月児～就学前児と保護者

２２日（月）市民交流プラザかたらい３階
　　　　１０時～１２時　（材料費１００円/ケーキ１個）

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（市民交流プラザ『かたらい』４階）　緯（６３）０８７４

よちよちサークル　『今日は楽しいクリスマス会四』
　対　象５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

２５日（木）市民交流プラザかたらい３階
　　　　１０時～１２時　（材料費１００円/ケーキ１個）

※どちらも先着１５組です
　（かたらい４階にて申込用紙にご記入ください）

育 児 相育 児 相 談談
気軽にご相談ください気軽にご相談ください。。

受付受付　休館日を除休館日を除くく
　　　１０１０～～１７１７時時
対象対象　子育て中の子育て中の人人
場所場所　市民交流プラ市民交流プラザザ『かたらい』４『かたらい』４階階
　　　子育て支援セ子育て支援センンターター
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広報かしま原稿締切日

２７年２月号２７年１月号
１２月２６日１１月２８日

７日（日）　６５歳　盛年の集い
エイブルホール　１３時３０分～１６時３０分

７（日）～８（月）　鹿島市特産品まつり・産業まつり・・［１２ページ参照］
８日（月）　お火たき　　　祐徳稲荷神社　２０時ごろ点火
１４日（日）　えいぶるえいが２０１４・・・［２０ページ参照］

エイブルホール
２４日（水）　市内小中学校第２学期終業式
２５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
２８～３０日　消防団年末警戒　　市内一円　２０時～翌５時

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館２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２階和室
　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２階第５会議室
　２４日（水）　１３時３０分～１６時３０分
愚消費生活相談　市役所３階第３会議室
　１・８・１５・２２日（月）、５・１２・１９・２６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）
　１０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
　１６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
愚厚生年金・国民年金相談　市役所５階第６会議室
　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　市民交流プラザかたらい３階
　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

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
植松建設　　　　　　緯（６２）３５２６
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

　６日（土）
　７日（日）
１３日（土）
１４日（日）
２０日（土）
２１日（日）
２３日（祝）
２７日（土）
２８日（日）
２９日（月）
３０日（火）
３１日（水）
　１日（祝）

６・１３・２０・２７日（土）、
７・１４・２１日（日）、２３日（祝）、
２８日（日）～１月４日（日）

市役所
保健センター

１・８・１５・２２日（月）、
２４日（水）、２５日（木）、
２９日（月）～１月３日（土）

市民図書館
※１月４日は１２時～１７時開館

１・８・１５・２２日（月）、２４日（水）、
２９日（月）～１月３日（土）

生涯学習センター
（エイブル）

２・９・１６日（火）、２４日（水）
２８日（日）～１月３日（土）

陸上競技場・市民球
場・社会体育館

１・８・１５・２２日（月）、
２９日（月）～１月３日（土）

産業活性化施設
（海道しるべ）

※市民球場は、芝の養生のため１２/１～２/２８まで休場。
※蟻尾山グラウンド・ゴルフ場は、年末年始および芝の養
　生のため１２/２７～２/２８まで休場。
※市民交流プラザかたらいなど詳しくは１３ページへ。

（１２月分）

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２７ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日
アルナ浜町店薬師寺医院　緯（６３）５２８１７日（日）
アルナ鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７１４日（日）
おおぞら薬局森田医院　緯（６３）３９５６２１日（日）
ミズ西牟田店別府整形外科　緯（６３）３０６３２３日（祝）
ミズ北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６２８日（日）
ミズスカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５１日（祝）


