
新年明けましておめでとうございます。

昨年は、皆さんにとってどのような年でしたか。

平成２７年が皆さんにとって健やかで穏やかな年で

ありますように・・・

写真は昨年９月に祐徳稲荷神社で行われた伝承芸能

フェスティバルで披露された悠久の舞です。

悠久の舞　－祐徳稲荷神社－

平成２６年１１月３０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

～目　次～
愚新年のごあいさつ・・・・・・・・・・・・・・・・・・２～３
愚平成２７年度市嘱託職員等を募集・・・・・・４～５
愚市の人事行政の運営等を公表します・・６～９
愚情報掲示板ワイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０～１２
愚トピックス　ほか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３
愚エイブルに行ってみよう・・・・・・・・・・・・・・・・１４
愚今すぐやろう温暖化対策　ほか・・・・・・・・・・・１５
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愚情報掲示板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７～１９
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対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯１＋人２１－世帯１０,７４６人３０,８３８

世帯１＋人２－世帯　５,３２８人１４,２１４鹿　　島

世帯０人１－世帯　１,１５９人  ３,６９２能　古　見

世帯０人２－世帯　１,０３４人  ３,２０２古　　枝

世帯１－人２－世帯　１,０５０人  ３,０６４浜

世帯０人５－世帯　１,２１７人  ３,６１９北　鹿　島

世帯１＋人９－世帯　　　９５８人  ３,０４７七　　浦

人１２－人１４,５２５男

人９－人１６,３１３女

佐賀県知事選挙は、私たちの意見を県政に反映させるための

大切な選挙です。

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。

（１３ページに関連記事があります。）
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投票に行きましょう！
～１月１１日（日）は佐賀県知事選挙の投票日です～

№１０５３
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新年のごあいさ　新年のごあいさつつ
　

先人たちが守り、育ててくれた７つの資源を生かして

　新年明けましておめでとうございます。健やかな新年をお迎えのこととお慶び申し上げま

す。昨年は、鹿島市が誕生をしまして６０周年という節目の年でございました。記念式典を

はじめ、さまざまな記念事業を展開し、多くの方々に鹿島市へお越しいただきました。６０

年の歩みを振り返り、先人たちの努力に感謝をし、さらにこれからの鹿島市を市民の皆さま

と共に創り上げていきたいと考えているところでございます。

　さて、鹿島市は、７つの顔、資源をもっていると思います。「歴史」、「自然」、「技術」、「交

通」、「祈り」、「教育」、「文化」の７つです。お城や神社、酒蔵などの歴史や技術、文化など

さまざまな資源があります。

　現状は、これらすべてを生かし切っていないと思いますが、いくつかを活用することに

よって大きな力を生むのだと思っています。特に私たちのまちは「ものづくりが得意技」で

あります。世界に誇る「機械・金属工業の技術」、長年の練磨を重ねて造り上げられた技術が

今に脈々と受け継がれている「伝統工芸」、豊かな自然に育まれたおいしい水と米を使った、

蔵人による卓越した酒づくりの技術などがあります。

　このように、鹿島市が持ち合わせている色々な資源や技術を生かし、そして繋ぎ合わせて

横へ広げていく取り組みをこれからはしていかなければならないと思います。

　また昨年は「市民交流プラザ（愛称　かたらい）」が１０月２３日にオープンをしました。

市民アンケートで要望の多かったトレーニングルームや浴室、小さい子ども向けのプレイ

ルームも備え、会議室やギャラリー、飲食ができるスペースなどがあります。

　赤ちゃんからお年寄りまで幅広い世代が交流できる場として、生活を支える場として、ま

た憩いの場として、多くの方に利用していただきたいと思っています。

　オープンから１ケ月間で約７,０００人の方にお越しいただき、一日当たりの平均は約

２３０人にのぼります。特に子育て支援センターは、このような施設を待ち望んでいたとい

う声を多くいただいており、特徴としてリピーターの方が多く、これは施設を気に入ってく

ださっているということの表れではないかと思っております。

　今年は、これまで続けてきたものに工夫と努力を重ね、更なるステップへと挑戦していく

年でもあると思っています。これからも市民の皆さまと共に歩き、新たな気持ちで市の発展

に全力で邁進するつもりです。皆さまのご協力をお願い申し上げます。

　本年が皆さまにとりまして、健康で幸多き年となりますように祈念し、年頭のご挨拶とさ

せていただきます。

鹿島市長　　口　久俊
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住みよい、豊かな地域創造による活力ある鹿島をめざして

　新年明けましておめでとうございます。

　希望に満ちた平成２７年の新春を迎えるにあたり、鹿島市議会を代表して心よりお慶びを

申し上げます。

　昨年を振り返ってみますと、ソチ冬季オリンピックの日本勢の活躍など明るいニュースも

ありましたが、長野・御嶽山の噴煙・噴石被害をはじめ、全国で暴風、豪雨が発生するなど

国民の｢安全・安心｣を改めて痛感させられた年でもありました。鹿島市におきましては、

「市制６０周年記念事業」が市や各団体の手で様々な催し物が展開され、市民の記憶に残る

立派なものになりました。鹿島市議会も｢議会報告会｣、｢議場開放ステ－ジ・作品展示｣を開

催し、多くの皆様にご参加・ご来場をいただきました。また、「開かれた議会」を目指して

平成２２年に「議会基本条例」を制定してから４年が経ちますが、映像を使った｢一般質

問」等にも取り組みました。このような議会改革を評価していただき、福井県 鯖江 市議会、
さばえ

茨城県 鉾田 市議会など全国１２の市町から行政視察に来られ、お互いに意見交換することが
ほこた

できました。今後もさらに議会の改革に努めてまいります。

　さて、平成２４年６月策定された「鹿島ニューディール構想」を、私たち鹿島市議会も最

重要課題と捉え、平成２５年３月に全議員による「鹿島ニューディール構想調査特別委員

会」を設置し、現在に至っており、今年は「市民交流プラザ(かたらい)」のさらなる利活用

をはじめ「新世紀センタ－」の建設等の議論を深めてまいります。また、少子高齢化などの

社会情勢や経済情勢の変化に伴い、魅力ある地方を創生しようとする国の「地方創生」への

対応など地方独自の行政運営を図るためにも迅速かつ的確に、これまでの施策や事業の再整

備等が求められています。

　このような中、平成２８年度から始まる｢第６次鹿島市総合計画｣の策定に向けた議論に

入っていきますが、市民、行政、議会の関係をしっかり構築して、鹿島市がますます住みよ

い、豊かな地域創造による活力ある街になるように、多くの方々のご協力をいただきながら

議会活動に取り組んでまいります。

　市民の皆様にとりまして、本年が素晴らしい年になりますよう心からお祈り申し上げます。

鹿島市議会議長　松尾　勝利
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市役所や学校などで働いてみませんか市役所や学校などで働いてみませんか？？
平成　２　７　年度市嘱託職員等を募集します

市役所や学校などで働いてみませんか市役所や学校などで働いてみませんか？？

応募方法　市のホームページからダウンロードした専用履歴書または各提出先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※①～⑥は１月３０日（金）、⑦～⑪は１月２１日（水）の消印有効となります。）

　　　　　郵送先　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３－１　鹿島市役所○○課○○係　宛

そ　の　他　詳しくは採用試験実施要領または募集要領をご覧ください。（市のホームページにも掲載します。）

恭募集期間　１月５日（月）～１月３０日（金）　（土・日曜日および祝日を除く）・・・募集区分③④⑤⑥

　募集要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先
・・・福祉事務所（市役所１階）　緯０９５４（６３）２１１９

※④⑤⑥は市民交流プラザ４階でも受け付けます　　

月～金曜日の放課後
（１４時～１８時）、

長期休業中の４～８時間
程度、土曜日（月１回程度）

市内全校区の小学校各
クラブにおける学童保
育

平成２７年４月１日
　～平成２８年３月３１日

３０　人
程　度

③放課後児童
　クラブ指導員

保育士または看
護師などの免許
を持つ人

月・水～日曜日（祝日を除く）
週４日、１日７時間程度
（９～１８時のうち）

子育てひろば、育児
サークルの運営、子育
て相談業務

平成２７年４月１日
　～平成２８年３月３１日
※次年度に継続して雇用
することがあります

若干名
④子育て支援
　　　センター
　嘱託職員

月・水～日曜日（祝日を除く）
週３日、１日７時間程度
（９～１８時のうち）

子育てひろば、育児
サークルの運営補助

平成２７年４月１日
　～平成２８年３月３１日

若干名
⑤子育て支援
　　　センター
　補助指導員

保育士免許を持
つ人

毅月～金曜日の日勤
毅週３日程度の日勤
※ともに９時～１６時

すこやか教室での療育
訓練や保育等

若干名
⑥すこやか教室
　指導員

※子育て支援センタ－、すこやか教室は市民交流プラザかたらい４階にあります。

恭募集期間　１月５日（月）～１月３０日（金）　（土・日曜日および祝日を除く）・・・募集区分①②

　採用試験実施要領、募集要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先
・・・総務課職員係（市役所３階）　緯０９５４（６３）２１１３

応　募
資　格

勤務時間・形態勤務内容雇用期間
募　集
人　員

募集区分

８時３０分～１７時１５分
（休憩あり）

月～金曜日（祝日を除く）

パソコン等を使った一
般事務、市民窓口業務

平成２７年４月１日

　～平成２７年９月３０日

※勤務成績良好と認めら

れる場合は、平成２８年３

月３１日まで更新します。

若干名

①
鹿島市役所
臨時的任用職員
［一般事務］

土木設計および
現場監督の経験
を有する人

９時～１７時
（休憩あり）

月～金曜日（祝日を除く）

土木設計、監理業務の
ほか一般事務

平成２７年４月１日

　～平成２８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。

若干名

②
鹿島市役所
嘱託職員
［土木設計業務］
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【選考方法】　・①⑦⑧⑨は作文および面接試験（⑦のみ国語・数学の学科試験も行います。）

　　　　　　・上記以外は面接による選考を行います。

恭募集期間　１月５日（月）～１月２１日（水）　（土・日曜日および祝日を除く）・・・募集区分⑦⑧⑨⑩⑪

恭試験日時　１次試験　２月８日（日）９時集合（エイブル３階研修室）・・・・・・・・・・募集区分⑦⑧⑨

　採用試験実施要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先
・・・教育総務課管理係（市役所２階）　緯０９５４（６３）２１０３

応　募
資　格

勤務時間・形態勤務内容雇用期間
募　集
人　員

募集区分
（市教育委員会）

・自動車の普通免許
　所有者

・その他採用試験実
　施要領に定める要
　件を満たしている
　者

１日６時間程度
（週３０時間程度）

学校図書館事務など

平成２７年４月１日
　～平成２８年３月３１日
※次年度以降、継続して
雇用する場合があります。

３人
程度

⑦
学校図書館事
務補助

嘱
　
　
託
　
　
職
　
　
員

学校用務員業務など
２人
程度

⑧
学校用務員

週２４時間程度
幼児・小中学生・高齢
者・女性に関する各種
施策の取り組み

１人
⑨
社会教育指導員
（生涯学習担当）

１日７時間程度
（週３５時間程度）

市内小中学校で、軽度
発達障がいなどの児童
生徒の学校生活や学習
活動の支援を行う業務
など

平成２７年４月１日
　～平成２８年３月３１日
※春・夏・冬休みは勤務
がありません。

若干名
⑩
特別支援教育
支援員

日

日

雇

用

職

員
１日４時間程度
（週２０時間程度）

不登校などの問題を抱
える児童生徒への対応、
学校における児童生徒
の生活を教師と協同で
支援する業務など

若干名
⑪
学校生活支援員

勤　務　地　鹿島市大字中村９１７番地２

　　　　　杵藤地区広域市町村圏組合　介護保険事務所

勤務時間　８時３０分～１７時１５分

応募方法

　履歴書（写真付き）および資格証の写し各１通を応募

　先まで持参または郵送してください。

募集期間　１月１３日（火）～２月１３日（金）当日消印有効

選考方法　面接試験

応募先

　　〒８４３－００２３

　　武雄市武雄町大字昭和１番地２

　　杵藤地区広域市町村圏組合事務局総務課

　　緯０９５４（２３）５１４２

 　

　　杵藤地区広域市町村圏組合介護保険事務所

　　緯０９５４（６９）８２２７

詳しくは

職　務　内　容採　用　期　間応　募　資　格募集人員

介護保険認定事務、

認定調査など

平成２７年４月１日

　～平成２８年３月３１日
※勤務状況により５年を限

　度として更新あり

・保健師、看護師、介護支援専門員のいずれかの資格
　を有し、資格取得後３年以上の実務経験がある人
・杵藤地区広域圏構成市町に居住している人
・パソコンが実務レベルでできる人
・普通自動車運転免許を有する人

介護認定調査員

２人

恭杵藤地区広域市町村圏組合　介護保険事務所　嘱託職員募集

その他の採用情報
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１．職員の任免および職員数に関する状況

（５）　特別休暇等の状況
有給・無給の別付与日数・期間等休暇の種類

有給必要と認める期間①公民権行使のための休暇

有給必要と認める期間
②裁判員、証人、鑑定人、参考人等とし
　て官公署に出頭するための休暇

有給必要と認める期間③骨髄提供のための休暇

有給７日④結婚休暇

有給７日の範囲内で必要と認める期間⑤妊産婦のつわり休暇

有給必要と認める期間⑥妊産婦の健康診査等のための休暇

有給
出産予定日前８週間（多胎妊娠の場合は１４週間）に当たる
日から出産の日後８週間目に当たる日までの範囲内の期間

⑦出産休暇

有給３日の範囲内で必要と認める期間⑧妻の出産に伴う休暇

有給１日２回（１回につき４５分）⑨生後満１歳に達しない子を育てるための休暇

有給１年に５日の範囲内で必要と認める期間⑩子の看護のための休暇

有給１年に５日の範囲内で必要と認める期間⑪短期の介護休暇

有給２日の範囲内で必要とする期間⑫生理休暇

有給死亡者の区分に応じ１日から１０日の範囲内⑬忌引

有給３日の範囲内の期間⑭夏季休暇

有給必要と認める期間⑮災害または交通機関の事故等による休暇

有給１年に５日の範囲内で必要と認める期間⑯ボランティア休暇

無給
介護を必要とする一の継続する状態ごとに連続する６月の
期間内において必要と認められる期間

⑰介護休暇

（３）　時間外勤務および休日勤務等の状況
職員１人当たりの時間外・
休日勤務月平均時間数

時間外・休日勤務総時間数

１４.４時間３８,４７９時間

※総時間数には振替時間含む

（２）　年次有給休暇の取得状況（平成２５年１月１日～平成２５年１２月３１日）
消化率（Ｂ）／（Ａ）平均取得日数（Ｂ）／（Ｃ）全対象職員数（Ｃ）総取得日数（Ｂ）総付与日数（Ａ）

２８.３％１０.７日２４７人２,６５４日９,３７２日

２．職員の勤務時間その他の
　　勤務条件の状況

（１）　勤務時間（標準的なもの）
休憩時間終了時刻開始時刻１日の正規の労働時間１週間の正規の労働時間

１２時～１３時１７時１５分８時３０分７時間４５分３８時間４５分

最終合格者数受験者数申込者数区分

　４人２８人　３５人一般事務Ａ

　０人　６人　　７人一般事務Ｂ

　０人　１人　　２人土　木　Ｃ

　１人　１人　　１人土　木　Ｄ

　０人　０人　　０人建　築　Ｅ

　１人　３人　　３人保　健　師　Ｆ

　２人　３人　　３人建築（追加募集）

　８人４２人　５１人合　　計

（１）　職員の競争試験の状況

（４）　育児休業の状況
女性職員男性職員区　分

６０育児休業の承認件数

１０育児休業期間延長の承認件数

選考試験競争試験
区分

計女性男性計女性男性

０人０人０人４人０人４人一般事務

職種
０人０人０人０人０人０人土　　木

０人０人０人２人０人２人建　　築

０人０人０人１人１人０人保　健　師

０人０人０人７人１人６人合　　計

（２）　職員の採用の状況

 　総務課職員係　緯０９５４（６３）２１１３詳しくは

平成２５年度　市の人事行政の運営等を公表します

計女性男性区分

　９人　２人　７人定年退職

　３人　３人　０人勧奨退職

　１人　０人　１人そ　の　他

１３人　５人　８人合　　計

（３）　職員の退職の状況
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４．職員の服務の状況

５．職員の研修および勤務成績の評定の状況

受講者数研修内容区分
１,０３３人　接遇研修、パソコン研修、ハラスメント防止研修、メンタルヘルス研修など市独自研修

２人　市町村職員中央研修所および国際文化研修所研修
派遣研修

１０９人　佐賀県市町村振興協会主催研修
３６人　実務研修（民間等主催研修会参加など）自主研修

１,１８０人　合計

全職員評定対象職員
課長、部長、副市長評定者
勤務概評の総合評定をＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの５段階評価評定方法
普通昇給、昇任者の決定、新規採用職員の正式採用勤務評定の活用方法

６．職員の福祉および利益の保護の状況

受診者数健康診断の種類
１０９人基本検診

定期健康診断
１０８人胸部Ｘ線
　４２人胃検診
　　５人肝炎ウィルス検診
１３３人　人間ドック
　１０人　特殊業務従事職員検診
　１０人　婦人（子宮がん）検診
　　７人　婦人（乳がん）検診
　６１人　ＶＤＴ健診

（５）　不利益処分に関する不服申し立ての状況

（４）　勤務条件に関する措置の要求の状況

該当なし

（２）　公務員災害補償

（１）　健康診断の実績

合
計

降
給

休
職

免
職

降
任

処分の種類
処分事由

００勤務実績がよくない場合

１人０１人００心身の故障の場合

００職に必要な適格性を欠く場合

００
職制、定数の改廃、予算の減少に
より廃職、過員を生じた場合

００刑事事件に関し起訴された場合

００条例で定める事由による場合

１人０１人００合計

３．職員の分限および懲戒処分の状況
（１）　分限処分者数 （２）　懲戒処分者数

（２）　営利企業等の従事許可の状況（１）　公益法人等への一般職の地方公務員の
　　　派遣等に関する法律に基づく派遣の状況

該当なし

（１）　研修の状況

（２）　勤務成績の評定の状況

該当なし

通勤災害公務災害区　　分
０１申請件数
０１認定件数
００不認定件数

公費負担額決算額実施主体事業名称

２,１６０千円６,６１６千円
鹿島市職員

互助会
職員互助会
福利厚生事業

（３）　福利厚生事業

該当なし

該当なし
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　一般職員の給与などは、地方公務員法に基づき決定されます。具体的には、人事院勧告を基本に、国や他の地方公

共団体、民間企業との均衡を図りながら、市議会の議決を経て定められます。

　特別職の給与や報酬は、市内の公共的団体の代表者や住民によって構成される特別職報酬等審議会の答申をもと

に、市議会の議決を経て定められます。

７．市の給与・定員管理等について

（１）総括

①　人件費の状況（一般会計決算）

（参考）平成２４年度
の人件費率

人件費率
Ｂ／Ａ

人件費
Ｂ

実質収支
歳出額
Ａ

住民基本台帳人口
（平成２６年３月３１日現在）

区分

１６.４％１６.９％２,１９６,０７６千円２９６,２８３千円１３,０２３,９２５千円３０,９４６人平成２５年度

（注）１.職員手当に、退職手当は含みません。
　　　２.職員数は、平成２５年４月１日現在の人数です。

１人当たり給与費　Ｂ／Ａ給与費計　Ｂ給与費区分職員数　Ａ区分

５,８９１千円１,２２５,２６４千円
　７８９,７３２千円
　１３９,４２１千円
　２９６,１１１千円

給料
職員手当
期末・勤勉手当

２０８人平成２５年度

②　職員給与費の状況（一般会計決算）

国鹿島市
区分

平均給与月額平均給料月額平均年齢平均給与月額平均給料月額平均年齢

４０８,４７２円３３５,０００円４３.５歳
３８９,７９０円

３２８,５９１円４３.２歳一般行政職
３４７,９４０円

（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況

①　職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（平成２６年４月１日現在）

（注）１.『平均給料月額』とは、職員の基本給を平均したものです。
　　　２.『平均給与月額』とは、給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです。このうち、上段はす
　　　　　べての諸手当込みのものであり、下段は国家公務員の平均給与月額と比較するために手当の種類を限定
　　　　　して算出したものです。

国鹿島市区分

１７４,２００円
１４２,１００円

１７４,２００円
１４２,１００円

大学卒
高校卒

一般行政職

②　職員の初任給の状況（平成２６年４月１日現在）

２０年１５年１０年区分

３６０,９００円
２９９,８５０円

２９３,３６７円
２５１,３８０円

２５０,４００円
２１２,７００円

大学卒
高校卒

一般行政職

③　職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成２６年４月１日現在）

７級６級５級４級３級２級１級区分

部長課長・参事課長補佐
係長・主査・
主任

主任

高度の知識ま
たは経験を必
要とする職員
の職務

定型的な
職務等

標準的な
職務内容

　４人
　２．１％

１６人
８．６％

２３人
１２．４％

６６人
３５．５％

５３人
２８．５％

１６人
８．６％

　　８人
　　４．３％

職員数
構成比

（３）一般行政職の級別職員数の状況　（平成２６年４月１日現在）
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支給職員１人当たり
平均支給年額

支給実績区分

３５０千円７４,９０３千円２４年度

４００千円８３,２４８千円２５年度

給料月額等区分

市　長　７００,２００円
副市長　５６７,９００円

給　　料

議　長　４１６,０００円
副議長　３５０,０００円
議　員　３３１,０００円

報　　酬

市長・副市長・議長・副議長・議員
平成２５年度支給割合　２.９５月分
加算措置の状況　役職加算１５％

期末手当

市長・副市長とも一般職と同じ通勤手当

市長　給料月額×在職月数×５０／１００
副市長　給料月額×在職月数×３３／１００
　　　※いずれも任期毎に支給

退職手当

対前年
増減数

職員数（人）
部門

平成２６年平成２５年

　　０
　　０
　△１
　　０
　　２
　　１
　　０
　　１
　　１

　　　４
　　５６
　　１６
　　　２
　　２５
　　１０
　　２２
　　３０
　　１９

　　　４
　　５６
　　１７
　　　２
　　２３
　　　９
　　２２
　　２９
　　１８

議　　会
総　　務
税　　務
労　　働
農林水産
商　　工
土　　木
民　　生
衛　　生

一
般
行
政

　　４　１８４　１８０小　計

　△９　　２３　　３２教　　育特
別

行
政 　△９　　２３　　３２小　計

　　０
　　０
　△１

　　１０
　　　９
　　１５

　　１０
　　　９
　　１６

水　　道
下　水　道
そ　の　他

 公
営
企
業

等
会
計 　△１　　３４　　３５小　計

　△６
　２４１
[３１２]

　２４７
[３１２]

合　　計

（注）１職員数は一般職（教育長を除く）に属する職員

　　数です。

　　２[　]内は、条例定数の合計です。

（６）職員数の状況

部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

（５）特別職の報酬等の状況

（平成２６年４月１日現在）

支給職員１人
あたりの

平均支給年額
（平成２５年度）

支給実績
（平成２５年度）

国の制度
との比較
（相違点）

手当名

２２６千円２７,７５５千円同じ扶養手当

２６９千円９,９５４千円同じ住居手当

６３千円７,５２０千円
（交通用具利用者
の通勤距離区分）

通勤手当

５２１千円１１,９７２千円（役職区分）管理職手当

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

⑤その他の手当（平成２６年４月１日現在）

５１千円支 給 実 績

６千円支給職員１人当たりの平均支給年額

３.４％職員全体に占める手当支給職員の割合

３種類手 当 の 種 類 （ 数 ）

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

③特殊勤務手当（平成２５年度）

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

④時間外勤務手当

（４）職員の手当の状況

国鹿島市

－

－

１人当たり平均支給額

期末手当　　９２４千円

勤勉手当　　４６９千円

（支給割合）

同左

（支給割合）

期末手当　２.６月分

勤勉手当　１.３５月分
（加算措置の状況）

噛役職加算　５～２０％

噛管理職加算　１０～２５％

（加算措置の状況）

噛役職加算　５～１５％

国鹿島市区分

勧奨・定年自己都合支給率

同左

２７.０２５　月分
３６.５７　　月分
５２.４４　月分
５２.４４　月分

２１.６２月分
３０.８２月分
４３.７０月分
５２.４４月分

勤続２０年
勤続２５年
勤続３５年
最高限度額

定年前早期退職特例措置その他の
加算措置 ３～４５％加算２～２０％加算

－２４,１７６千円
１人当たり
平均支給額

※１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種
に係る平均支給額です。

②退職手当（平成２６年４月１日現在）①期末手当・勤勉手当（平成２５年度）

※１人当たり平均支給額は、公営企業職員を除いた全
職種に係る平均支給額です。
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　２月１６日（月）から３月１６日（月）まで、平成２６年分所得税の確定申告および平成２７年度市県民税申告の受

け付けを行います。日程や会場などの詳細は、広報かしま２月号でお知らせします。

２月から確定申告・市県民税申告が始まります
お
知
ら
せ

　申告内容によっては、さまざまな書類、領収書また

は証明書が必要になりますので、紛失しないように大

切に保管しておいてください。

　なお、事業などをされている人は、『収支内訳書』

の記載ならびに帳簿などの準備を、医療費控除を受け

られる人は、個人ごと・病院ごとに領収書を集計して

おいてください。（不備があればその分時間がかかり

ます。）

　スムーズな申告、確実な申告をするため“ご自身で

の準備”をお願いします。

　 　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

怯申告に必要な証明書を送付します

　社会保険料控除用に次の証明書を送付します。

潤国民健康保険税納税証明書（世帯主あて）

　送付時期　１月下旬

　 　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８

潤後期高齢者医療保険料納付証明書（加入者あて）

　送付時期　１月下旬

　 　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０

潤国民年金保険料控除証明書（加入者あて）

　送付時期　平成２６年１１月上旬

　※平成２６年１０月以降にはじめて納付された人には、

　　２月上旬に郵送されます。

　 　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２３

詳しくは

詳しくは

詳しくは

意見をできる者

　市民、市内への通勤・通学者、市内に事務所などを

　有する法人・団体

意見を求めるための公表資料および資料取得方法

　胸計画（案）の概要

　　市のホームページに掲載します

　　また、市役所１階福祉事務所でも閲覧ができます

意見の記載・提出方法

　胸記載の仕方については、形式などは問いません　

　　ただし、住所、氏名（法人・団体は、所在地、名

　　称、代表者）を明記してください

　胸提出方法は、福祉事務所へ直接提出するか、ＦＡＸ、

　　郵便、電子メールで送付してください

意見募集期間　１月８日（木）～２月６日（金）

提　出　先

　〒８４９－１３１２

　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　鹿島市役所　福祉事務所　社会福祉係または障がい福祉係

　姉０９５４（６３）２１２８

　糸fukushi@city.saga-kashima.lg.jp

 　福祉事務所　緯０９５４（６３）２１１９

　【鹿島市子ども子育て支援事業計画】については

　社会福祉係

　【第４期鹿島市障害福祉計画】については

　障がい福祉係

詳しくは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　に関する意見を募集します
募
　
　
集

鹿島市子ども子育て支援事業計画（案）
第４期鹿島市障害福祉計画（案）

　市では、鹿島市子ども子育て支援事業計画と第４期鹿島市障害福祉計画の策定を予定しています。

　そこで、鹿島市パブリックコメント手続実施要綱に基づき、皆さんの意見を参考とするため、意見を募集します。

節電へのご協力のお願い　【期間：３月末まで】
　今冬の電力安定供給のため、最大限の努力を行っ

ていますが、依然として電力需給は厳しい見通しで

す。ご不便とご迷惑をおかけし、申し訳ありませんが、

節電へのご協力をお願いします。

お願い　年末年始を除く、１月５日～３月３１日の平

　　　　日８時～２１時、生活・健康や生産・経済活

　　　　動に支障のない範囲で、節電にご協力をお

　　　　願いします

 　九州電力（株）武雄営業所　緯０１２０（９８６）３０４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２７年４月～平成２９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　市民交流プラザかたらい

入　学　金　１０,２８５円

受　講　料　３６,０００円（年額、消費税を含む）

申込方法　ゆめさが大学鹿島校（かたらい３階）、市保

　　　　　険健康課、各地区公民館にある入学案内の

　　　　　中の入学願書をゆめさが大学へ提出してく

　　　　　ださい（郵送可）

 　ゆめさが大学事務局（佐賀県長寿社会振興財団）

　　　　　緯０９５２（３１）４１６５

　　　　　ゆめさが大学鹿島校（市民交流プラザかたらい３階）

　　　　　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２７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

と　き　１月１９日（月）　早朝

ところ　浜町酒蔵通り　６時～１２時［交通規制有］

関連イベント

　恭浜町酒蔵通り（１９日６時～）

　　煙もちまき　煙ふなんこぐい試食

　　煙海童保育園児によるマーチング

　　煙共生保育園児による一声浮立

　　煙うどん販売

　　煙大抽選会（チケット１枚２００円）

　　 　浜公民館

　　　　　　　緯０９５４（６２）２５３４

　　　または　鹿島商工会議所

　　　　　　　緯０９５４（６３）３２３１

詳しくは

　ふな市が１月　１　９　日に開催されます
イ
ベ
ン
ト

　ふな市は､二十日正月に出す郷土料理『ふなんこぐ

い』の材料『鮒』を売る市のことです。昔、二十日正月

には商家や醸造元、網元などが奉公人や蔵男達の労をね

ぎらうためにごちそうを振舞う習わしでした。この時、

普通は鯛料理が出されるのですが､有明海ではあまり捕

れず高価だったので、鯛に似た鮒を代用していたようで

す。このため、佐賀平野のクリークなどで捕れた鮒を売

る市がその前日の１９日に始まったと言われています。

　２月１日を基準日として、全国一斉に『農林業の国勢調査』といわれる

『農林業センサス』が行われます。

　この調査は今後の農林業の政策に役立てるために５年ごとに行われる重要

な調査で、農家や林家をはじめ、すべての農林業関係者が対象となります。

　なお、調査の内容を他に漏らしたり、統計調査の目的以外に使用したりす

ることは法律で固く禁じられていますので、安心してご協力ください。

 　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

　１月下旬に、農林業を営んでいる皆さんのところに調査員が

訪問して、調査票に農林業の経営状況などの記入をお願いしま

すので、ご協力をお願いします。

『農林業センサス』にご協力ください
お
知
ら
せ

マスコットキャラクター『つっちー』
恐

況

挟

狭

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
教 橋
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　国民年金などの公的年金は、やがて必ず訪れる長い

老後の収入を国が約束してくれる年金制度です。

　日本国内に住所を有する２０歳から６０歳までの人は、

国民年金に加入して保険料を納付する義務があり、老

後等に年金を受け取る権利があります。

被保険者区分

潤第１号被保険者岳自営業者、学生など

潤第２号被保険者岳サラリーマン、公務員

潤第３号被保険者岳第２号被保険者に扶養されている

　　　　　　　　　配偶者

『万一』もサポート

　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、

障害年金や遺族年金もあります。障害年金は病気や事

故で障がいが残ったときに受け取れます。また遺族年

金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計

を維持されていた遺族（子のある配偶者や子）が受け取

れます。国民年金は、思いがけない人生の『万一』も

サポートします。

加入手続

潤第１号被保険者岳市区町村役場

潤第２号被保険者岳厚生年金保険などの加入手続きに

　　　　　　　　　合わせて行いますので、個別の手

　　　　　　　　　続きは必要ありません。

潤第３号被保険者岳配偶者の勤め先などを経由して行

　　　　　　　　　います。

保険料の猶予・免除

　学生である場合など、収入が少ないために国民年金

保険料の納付ができない場合は、申請により保険料の

納付が猶予・免除となる『学生納付特例制度』『若年者

納付猶予制度』『保険料免除・一部納付（免除）制度』が

あります。この申請を行わないまま保険料が未納と

なっていると、年金が受け取れない場合がありますの

で、ご注意ください。詳しくはお問い合わせください。

 　武雄年金事務所

　　　　　緯０９５４（２３）０１２３

詳しくは

新成人の皆さん　国民年金の加入手続きをしましょう
－国民年金は、国が責任を持って運営する公的年金制度です－

お
知
ら
せ

健康づくり教室参加者募集！　～ロコトレでロコモ予防～
　『立つ』『歩く』などの動きをコントロールする骨、

関節、筋肉などの運動器の動きが低下することをロコ

モティブシンドローム（運動器症候群）、略して『ロコ

モ』と言います。放っておくと日常生活に支障をきた

してしまうこともあります。

　これを機会に運動しませんか？参加無料です。

と　　き　１月１６日～３月２０日　毎週金曜日　全１０回
　　　　　１３時３０分～１５時
と こ ろ　のごみふれあい楽習館体育館
対　　象　概ね４０歳以上
内　　容　ストレッチ・リズムダンスなど
 
　　地域包括支援センター　緯０９５４（６３）２１６０
申込・問合せ先

恭クロカンフェスタinかしま

　愛好会や職場の仲間を誘ってみんなで参加しません

か！

と　　き　１月２４日（土）：小学生駅伝

　　　　　１月２５日（日）：中学生・一般駅伝

と　こ　ろ　蟻尾山公園（陸上競技場、クロカンコース）

締　　切　１月１５日（木）必着

恭公認鹿島祐徳ロードレース

　今年も箱根駅伝で有名な関東学連の大学から選手が

参加予定です。

　気軽に参加できる２㎞ジョギングは参加費無料です。

　早春の肥前路を走ってみませんか！

と　　き　２月２２日（日）

　　　　　林業体育館前スタート

種　　目　ハーフマラソン、１０㎞、３㎞（中学生）、

　　　　　２㎞（小学生）、２㎞ジョギング

締　　切　１月１５日（木）必着

 　鹿島市体育協会　緯０９５４（６２）３３７９

　　　　　http://www.asunet.ne.jp/~taikyou/

申　込　先

お
知
ら
せ

　　　『クロカンフェスタ inかしま』
　　　『公認鹿島祐徳ロードレース』
募
　
集 参加者募集！
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
善 行 紹 介

１２月１１日

株式会社スーパーモリナガ様

からご寄附をいただきました。

『自社の営業上、避けては通

れない廃棄物や環境への負荷

の課題に対し、少しでも役立

てて欲しい』というお気持ちか

ら始まったご寄附ですが、今

回で１７回目になります。

市では、今回のご寄附を環境

保全対策に活用させていただ

きます。

期日前投票期間投開票日告示日選　挙　名

１２月２６日（金）～１月１０日（土）１月１１日（日）１２月２５日（木）佐 賀 県 知 事 選 挙

恭選挙日程（予定）

　この選挙は、私たちの意見を県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

１月１１日は
投票に　　　
行きましょう

県知事選挙

恭投票のご案内

　投票日当日は、７時から２０時まで投票ができます。

　　送られてきた入場券に記載されている投票所に

『入場券』を持ってお越しください。

恭開票のご案内

　開票作業は『のごみふれあい楽習館』で行います。

開票作業　選挙当日１月１１日（日）の２０時４０分～

開票速報　２２時から３０分おきの各候補者の得票数を発

　　　　　表します。
恭期日前投票のご利用を！

　投票日に仕事や旅行などで投票所へ行けない人のた

めに『期日前投票』制度があります。

日　　程　１２月２６日（金）～１月１０日（土）

時　　間　８時３０分～２０時

と　こ　ろ　市民会館１階第４会議室

持　参　品　入場券

※入場券の裏面に期日前投票宣誓書を印刷しています。

　期日前投票を利用する人は、事前に記入して来ると

　手続きがスムーズになります。

開票速報は鹿島市ホームページで！
http://www.city.saga-kashima.lg.jp/

お火たき神事・鹿島市特産品まつり・鹿島市産業まつりが開催

　１２月８日、祐徳稲荷神社で毎年恒例の秋季

大祭（お火たき）が行われ、来る年の幸を願う多く

の人たちが訪れていました。

　また、７・８日には神社周辺で『鹿島市特産

品まつり』と『鹿島市産業まつり』が開催され、

特産品まつりでは、鹿島市自慢の農水産物や加

工品・伝統工芸品などの展示・即売、産業まつ

りでは、クイズイベントや鹿島の食材を使った料理の試食などで賑わいました。

東部中学校の新校舎完成

　２カ年をかけて新築した東部中学校南校

舎が、このほど完成しました。

　完成に伴い１２月１２日に『鍵渡し式』、

１２月２１日に『落成式』を行いました。生

徒の皆さんも『鍵渡し式』の後から、新校舎

で授業を受けています。

（主な施設概要　太陽光発電施設・自家発電

施設・備蓄倉庫・オストメイト　など）
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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１３カ月間有効）
 
　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

５００円/１回

材料代　５００円

エイブル２階

調理実習室

２月４日～６月１７日
［月２回　水曜日］
１０時～１２時３０分

米田　俊憲さん２０人男の料理教室

５００円/１回
エイブル３階

研修室

２月開講決定
［月２回　火曜日］
１０時～１２時

林　禎史郎さん２０人書道教室②

５００円/１回
エイブル２階

音楽スタジオ
２月開講予定永野間　由美子さん１５人フルート教室②

会　員　５００円
一　般１,０００円
材料費　５００円

エイブル２階

調理実習室

１月１７日（土）

１０時～１２時
福田　雅子さん２０人

紅茶教室
～フルーツと花を使った
アレンジティーを楽しむ～

公
開
講
座

エイブルからのお知らせなど

　アニソンBIG3、水木一郎、堀江美都子、影山ヒロノブが歌いまくる!

と　　き　１月２５日（日）

　　　　　開場１３時１５分　開演１４時

と　こ　ろ　市民会館（全席自由）

前売券発売中！（当日は５００円増し）

　一般　２,０００円　高校生以下　１,０００円

※前売券完売の場合、当日券はありません

※この公演の入場料は、宝くじの助成により、特別料金になっています

アニソン　BIG３　スーパーライブ
第１１回

えいぶる事業
［宝くじ文化公演］

 菊池 　 義泰 　展
き く ち  よ し や す床　の　間

コーナー

～“ふるさと”と“菊池ブルー”を感じて～

　今回の展示は洋画家、

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、鹿島の

風景作品を紹介してい

ます。

菊池義泰画伯の思い出を語る会

　と　き　１月１１日（日）１０時～

　ところ　エイブル２階和室

展　　示　１月３０日（金）まで

行事のお知らせ市　民
図書館

恭冬の特大おはなし会　（参加無料、申込不要）

　いなばゆうこさんの『虹すだれ』もあります！

と　　き　１月３１日（土）１４時～１５時３０分

と　こ　ろ　エイブル２階和室

対　　象　幼児～小学生と保護者

恭親子で楽しむことば遊びと工作教室　（参加無料、要申込）

と　　き　２月８日（日）１４時～１６時

と　こ　ろ　エイブル１階いきいきルーム

対　　象　３歳～小学校低学年のお子さんと保護者

定　　員　２0組（先着）

申込開始　１月６日（火）

 　市民図書館 緯０９５４（６３）４３４３申込・問合せ先

年始の開館日のお知らせ

　エイブル（図書館、保健センターを除く）　１月３日（土）まで休館、４日（日）から通常通り開館

　鹿島市民図書館　　　　　　　１月３日（土）まで休館、４日（日）は１２時～１７時開館、６日（火）から通常通り開館

寓晩年の菊池画伯

出張！週末朗読inエイブル
NHK丹沢アナウンサーによる朗読のススメ

第１２回

えいぶる事業

と　　き　２月１日（日）開場１３時３０分　開演１４時

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

定　　員　１２０人　　料　　金　無料（要整理券、１人２枚まで）

※エイブル事務局、図書館で整理券配布（定員になり次第締め切り）
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暖房を上手に使って地球温暖化対策

　エアコンは夏場の冷房より、冬場の暖房が電気を多く使うと言われています。

そこで、冬場の必需品であるエアコンを上手に使って節電し、地球温暖化対策に一役買いましょう。

潤室内温度は２０℃を目安に・・・・・・・・・・・１℃違うだけでも約１０％の電気代節約になります。

潤風向きは下向きに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・暖かい空気は天井近くにたまります。足元が寒いと温度設定が高くなり

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がちです。併せてサーキュレーターも併用すればさらに効果的です。

潤暑いときは運転停止より温度設定を・・・・エアコンは運転を開始したときに一番電気を使います。

潤カーテンでひと工夫・・・・・・・・・・・・・・・・・・昼間はカーテンを開け、お部屋を暖めましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　夜間はカーテンを閉め、お部屋の熱が逃げないように保温をしっかりと。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　カーテンを長くし窓の上部や床との隙間を無くしたり、厚手の生地にす

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るだけで保温効果が高まります。

潤フィルターはこまめにお掃除を・・・・・・・・２週間に一度のお手入れで最大２５％の電気代カット。

潤室外機の周りにモノを置かない・・・・・・・・吸い込み口・吹き出し口の近くに障害物があると、暖房効果が弱まり電気

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の無駄遣いに。

エアコンの節電を紹介しましたが、ファンヒーター等でも応用が利きます。

簡単に出来ますので、今すぐ取り組んでみてはいかがでしょうか。

 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

温暖化対策、人権の輪

今今すすぐぐややろろうう温温暖暖化化対対策策

　輝かしい２０１５年のスタート

です。『人権の世紀』といわれる

２１世紀に入って１５年目を迎え

ます。この間、人権擁護諸機関は、

人権尊重思想の普及高揚のため人

権擁護活動に取り組んできました。

しかし、いまだに物質的な豊かさ

の追求に価値を置き、心の豊かさ

が大切にされない風潮があります。

また、他人への思いやりの心が希

薄で、自己の権利のみを主張する

傾向があり、このような状況がさ

まざまな人権侵害を発生させる大

きな要因の一つとなっています。

特に最近では、いじめや体罰、児

童虐待などといった子どもに関す

る人権問題、インターネット上の

誹謗中傷、プライバシー侵害と

いった人権問題に加え、同和問題

や高齢者、障がい者の問題をはじ

めさまざまな人権問題が発生して

います。

　そこで今年も２１世紀が『人権

の世紀』であることを再度思い起

こし、現在、私たちの身の回りで

起きている人権侵害の問題から取

り組んではいかがでしょう。まず

は、家族の中で、そして職場や地

域の中で一人ひとりの人権が大事

にされることにつながる『小さな

取り組み』をはじめてはいかがで

しょうか。例えば、気持ちを伝え

る言葉遣いで相手を思いやる人権

意識は、高まるかもしれません。

　これは、１２月の人権週間に、

ある小学校の掲示板に書かれた詩

です。

『言葉は心を変える魔法です』

嬉しいことを言われたら

なんだか心がほっとする

悲しいことを言われたら

なんだか心がつんとくる

嫌なことを言われたら

なんだか心がずきんとする

言葉は心を変える魔法です

　言葉の使い方で相手を思いやる

人権感覚が磨かれそうですね。

みんなで築こう　人権の世紀
～考えよう　相手の気持ち　育てよう　思いやりの心～

噛ご意見等をお寄せください

人権・同和対策課　緯０９５４（６３）２１２６
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№１０９

　今月のキーフレーズ
　　“Time flies when you're having fun.”
　この表現は「楽しんでいる間に、時間が早く経つ」という意味です。

祝　陸上部

３年ぶり全国高等学校駅伝競走大会出場

校学 だ よ り

No.１６３

寓全国大会出場の切符を手にし歓喜の笑顔

　１１月２日（日）に行われた第５２

回佐賀県高等学校総合体育大会女子

駅伝において本校の陸上部が見事な

走りを見せて、３年ぶりに京都都大

路で行われる全国高校駅伝大会出場

の切符を手にしました。チームは、

ここ２年続けて都大路を逃しながら

も、県総体３０００ｍ優勝の中原幸

来や、鹿島西部中で中原とともに全

国大会を経験した主将の坂本晴菜ら

実力者がそろいました。

　鶴田紘子や４区を走り区間２位と

粘りの走りを見せた筒井亜美ら１年

生の成長も「追い風」に王座奪還を

見据えて強化に取り組んできました。

水田監督は、「地元の人たちや卒業

生の熱いエールとサポートに全国大

会では少しでも長くテレビ画面に

映って応えたい。」と語っています。

　３年ぶりの「都大路切符」獲得を

エネルギーに選手たちはもう一段の

チーム力アップを図りたいと思いま

す。

【大会成績】　１時間１５分２６秒

第１区（区間２位）

　中原　幸来（西部中出身３年）

第２区（区間賞）

　鶴田　紘子（西部中出身１年）

第３区（区間賞）

　古田　千尋（白石中出身３年）

第４区（区間２位）

　筒井　亜美（西部中出身１年）

第５区（区間賞）

　坂本　晴菜（西部中出身３年）

【今後の予定】

　１２月２１日　全国大会（京都府）

［１２月初旬寄稿］

鹿島実業高等学校

校学 だ よ り

No.２１２

タイラー先生

四Filipino Words四
（フィリピンの言葉（タガログ語））

 Maligayang   Pasko ! :メリークリスマス!　　　
マリガヤン パスコ

 Manigong   bagong   taon !　:あけましておめでとう！
マニゴン バゴン タッオン

（アレックス）　あら、もう１１時半だわ！楽しんでいる

　　　　　間に、時間が早く経つね。

（タイラー）　明日は仕事がないから、遅くまで遊ぼう

　　　　　よ。じゃあ、ラーメンを食べよう！ぼく

　　　　　がおごるよ。

Alex:

Tyler:

Wow, it's already 11:30! Time flies when 
you're having fun.
We don't have work tomorrow, so let's 
stay out late. Let's get ramen, my treat!

（ジェイ）　カラオケの残り時間はあと１５分だよ。

　　　　　何を歌おうか？

（エレイン）　楽しんでいる間に、時間が早く経つね。宇多

　　　　　田ヒカルの曲を入れて、私が歌うわ。

Jay:

Elaine:

We only have fifteen minutes left of 
karaoke time. What should we sing?
Time flies when you're having fun, I 
guess. Put on a Hikaru Utada song and 
I'll sing it.

こんなときこのひとこと、学校だより
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　会社や農業・漁業・商工業を営ん

でいる人が、その事業のために使用

している機械・器具・備品などを償

却資産といいます。この償却資産は

固定資産税の課税対象となり、市に

申告していただく必要があります。

　平成２７年１月１日現在、所有し

ている資産（耐用年数を過ぎて使用

されている資産も含む）の名称や金

額などを記入の上、期限内に申告し

ていただくようお願いします。

提　出　先　税務課課税係

提出期限　２月２日（月）

怯 eLTAX による申告
エルタックス

　申告はeLTAXによる電子申告も

可能ですのでご利用ください。

　詳しくは、市HPにて『市税の電

子申告』を検索ください。

 　税務課課税係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１８

 

　広報かしま１２月号に掲載した修

学資金のうち、母子父子寡婦福祉資

金は申請締め切りを延長します。

申請締切　３月１６日（月）

対　　象　

　母子家庭の母および父子家庭の父

で２０歳未満の児童を扶養している人

※一部資金は児童本人が貸し付け対象です

 

　福祉事務所社会福祉係

　緯０９５４（６３）２１１９

　杵藤保健福祉事務所

　緯０９５４（２３）３１７４

おお知知ららせせ
償却資産の申告は

２月２日までにお願いします

詳しくは

新年度入学者への母子父子寡婦
福祉資金の貸付について

詳しくは

 

恭元気で有能なあなたを募集

　今年もいろいろな仕事を請け負い

ます。そこで、あなたも知識と経験

を役立てながら、仲間とともに楽し

く仕事をしてみませんか。

　定例の入会説明会は毎月第３木曜

日９時３０分から当センターで行っ

ていますが、随時入会できます。

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　１月１５日（木）９時３０分～

ところ　シルバー人材センター

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』など。

恭刃物研ぎいたします

と　き　１月１５日（木）８時３０分～

恭畑や家庭菜園などにセンターが作ったＥＭ

　入り有機チップの堆肥はいかがですか

恭ストーブ用の「まき」あります

　「予約」が必要です

 

　　鹿島市シルバー人材センター

　　緯０９５４（６３）０９７０

あけましておめでとうございます
鹿島市シルバー人材センター

詳しくは

 

　１・２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　１月１５日（木）１４時～

と　こ　ろ　市民会館２階　第５会議室

 　介護保険事務所

　　　　　緯０９５４（６９）８２２２

 

　長崎税関では、皆さんからの『密

輸に関する情報』の提供を常時お願

いしており、密輸摘発の貴重な手掛

かりとなっています。

　『不審な話』や『うわさ』を耳にし

たら税関へご連絡ください。

 

　密輸ダイヤル（フリーダイヤル）

　緯０１２０（４６１）９６１

　税関ホームページ

　http://www.customs.go.jp/nagasaki/

介護保険制度説明会を
開催します

詳しくは

密輸情報は税関へ！

詳しくは

　平成２６年１１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
供花１件１０,０００円１１月１１日

弔　慰
供花１件１０,８００円１１月２８日
（酒３本）関西鹿城会へ特産品提供７,２６０円１１月１３日接　遇
名刺印刷代３,４４０円１１月６日

その他
名刺印刷代７,１２８円１１月１１日
（４月からの累計　２７３,１２７円）３８,６２８円合　計

平成２６年１１月　市長交際費支出状況

　近年、農作物に甚大な被害を与えているイノシシ駆除に、日々取り組んで

いる『猟友会鹿島支部（支部長　森田義春さん）』の駆除実績を報告します。

　また、昨年度から年間を通してイノシシ駆除に従事されていますので、皆

さんのご理解とご協力をお願いします。

怯平成２６年４月～１０月の実績

 　　農林水産課農政係　緯０９５４（６３）３４１３詳しくは

通報による
出動

サギ類カラスなど
タヌキなど
の小動物

イノシシ

２４件１０６羽１１２羽７５頭５２８頭

猟友会鹿島支部による『イノシシなど』の駆除実績

情報掲示板　愚　お知らせ
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情報掲示板　愚　お知らせ・募集

 

 

　出願手続などの詳細はお問い合わ

せください。

試験区分　後期入試

入試区分　①一般入試　②社会人入試

　　　　　③施設推薦入試

募集人員　①～③合わせて１５人程度

受験資格

　①中学校卒業（見込み）以上の者

　②高等学校を平成2５年3月以前

　　に卒業の者

　③医療・福祉施設に継続勤務１年

　　以上で施設長の推薦がある高校

　　卒業（見込み）の者

出願期間　１月１５日（木）～２９日（木）

入　試　日　２月３日（火）

合格発表　２月６日（金）

試験科目

　①　国語、数学、集団面接・討議

　②③一般常識問題、作文、集団面接・討議

願書請求　直接、郵送、ホームペー

　　　　　ジより請求ください

 

　　〒８４９－１３１１

　　鹿島市大字高津原８１３

　　鹿島看護学校

　　緯０９５４（６３）３９６９

　　　　滑携帯電話から簡単アクセス

 

　将来の水産業を担う後継者育成のた

め、平成２７年度の研修生を募集します。

対　象　者　満１８歳以上

募集人員　２０人程度

研修期間　４月から１年間

研修科目　水産の基礎・専門研修、

　　　　　各種免許取得講習など

願書受付　１月１４日（水）～２月２０日（金）

願書請求先　佐賀県高等水産講習所

　　　　　または漁協本所、支所

試　験　日　３月５日（木）、６日（金）

　　　　　簡単な筆記試験と面接有

 　佐賀県高等水産講習所

　　　　　緯０９５５（７２）２５６５

募募 集集
鹿島看護学校

平成２７年度生徒募集

請求・問合せ先

佐賀県高等水産講習所
研修生募集

詳しくは

 

　詳細は七浦公民館発行の公民館だ

より１２月号の職員募集特集号をご覧

ください。

募集人数　職員（主事）１人

募集期間　１月９日（金）～１月２８日（水）

条　　件　募集要項に定める要件を

　　　　　満たす人

勤務時間　週４０時間勤務

　　　　　※通常は８時３０分～１７時３０分

事業内容　地域振興・生涯学習推進

　　　　　のほか、公民館の維持管

　　　　　理、各種団体の事務など

給　与　等　月額　２０３,０００円

　　　　　※社会保険等を含む。昇給・賞与なし

雇用期間　平成２７年４月１日～

　　　　　平成３０年３月３１日

 　七浦公民館

　　　　　緯０９５４（６２）８３２５

 

　イベントを通していろいろな人と

出会い、触れ合いながら、一緒に心

身を磨いてみませんか？

対　　象　

　子どもや鹿島が大好きな人、イベ

ントやその企画が大好きな人を募集

します

主な活動　

　サンタの幸せ宅配便、ハウスキャンプ、

　祐徳ロードレースコーヒーサービスなど

 　鹿島市連合青年団　竹下

　　　　　緯０８０（５２７４）４２９９

七浦公民館　職員募集

詳しくは

鹿島市連合青年団の
団員を募集しています

詳しくは

 

　『さわやかクラブ武雄』と合同で、

交流・親睦を目的としたボウリング

大会を開催します。

と　　き　１月１７日（土）

　　　　　現地集合　９時３０分

　　　　　競　　技　１０時～１２時

と　こ　ろ　メリーランドタケオボウル

内　　容　２ゲーム（個人戦）

対　　象　どなたでも参加できます

参　加　料　１,０００円

　　　　　（プレイ料、貸靴、保険料含む）

申込締切　１月１２日（祝）

 

　鹿島市体育協会事務局

　緯０９５４（６２）３３７９

 

　ご家庭で介護されている日ごろの

悩みを話しながら、心と体のリフ

レッシュをしてみませんか？

　今回は、地域包括支援センターと

の合同開催です。地域包括支援セン

ター職員のお話もあります。

と　　き　２月１３日（金）９時～１７時

行　き　先　雲仙みかどホテル

　　　　　（集合　市役所駐車場）

内　　容　ランチバイキング、温泉、観劇

対　　象　在宅で介護をしている人

定　　員　先着２０人

参　加　費　５００円

 

　鹿島市社会福祉協議会

　緯０９５４（６２）２４４７

『スポーツライフ・鹿島』
ボウリング交流大会

申込・問合せ先

在宅介護者交流事業
バスハイクの開催

申込・問合せ先

　地域における犬・猫などの動物愛護推進を図るため推進員を募集します。

対　　象　

　潤動物の愛護と飼育の取り組みに意欲のある２０歳以上の県民

　潤動物の愛護及び管理に関する法律など動物関係法令に反する行為によ

　　り指導、勧告、命令を受けたことのない人

主な活動　

　潤動物愛護と適正飼育の普及啓発

　潤犬・猫などの譲渡のあっせんと支援や、みだりな繁殖防止に関する助言

　潤行政が行う動物愛護管理施策への協力

 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６申込・問合せ先

佐賀県動物愛護推進員の募集
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　３月２８日・２９日に開催予定の

『鹿島酒蔵ツーリズム２０１５』では、

市内６蔵の同時蔵開きのほか、市内

各所でさまざまなイベントを計画し

ています。このイベントで配布する

パンフレットに広告を掲載して支援

していただける飲食店、小売店など

の事業所を募集します。詳しくはお

問い合わせください。

 　鹿島市観光協会

　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

 

 

　交通事故専門の無料法律相談を

行っています。（要予約）

と　　き　毎週火曜日（祝日を除く）

　　　　　１３時３０分～１６時

と　こ　ろ　佐賀県弁護士会館（佐賀市）

※１回の相談あたり３０分程度です

 

　佐賀県弁護士会

　緯０９５２（２４）３４１１

 

 

　当会の創立８０周年を記念した全

国巡回の写真展を九州では唯一、鹿

島で開催します。ぜひご覧ください。

と　　き　１月１５日（木）～３１日（土）

　　　　　９時～１７時

と　こ　ろ　鹿島市干潟展望館

入　場　料　無料

 　鹿島市干潟展望館

　　　　　緯０９５４（６３）１７２３

鹿島酒蔵ツーリズムの開催へ
企業主さんの支援のお願い

詳しくは

相相 談談
弁護士会による

交通事故無料相談のご案内

予約・問合せ先

イイベベンントト
日本野鳥の会

創立８０周年記念写真展

詳しくは

 

　新年のイベントとして定着してき

た『新春岩屋路ハイキング』、家族や

友人、知人などを誘って、今年も１

年健康でありますように体力づくり、

健康づくりに参加しませんか。

と　　き　１月１２日（祝）

集　　合　１０時までに能古見貝瀬バ

　　　　　ス停前に集合

参　加　費　５００円／１人（保険料含む）

持　参　品　弁当、水筒など

※トイレはありませんので、済ませて

　から１０時までにお集まりください。

 　井上

　　　　　緯０９５４（６２）５８０２

 

 

　市内で出る生ごみを堆肥化して、

循環型社会をつくろう。

と　　き　２月８日（日）１３時３０分～

と　こ　ろ　エイブルホール

入　場　料　無料

講　　演　

①演題　生ごみに学ぶいのちのつながり

　　　　～元気野菜づくりと元気人間作り～

　講師　NPO法人大地といのちの会理事長

　　　　吉田俊道さん

②演題　（仮）EM菌で環境保全

　講師　琉球大学　比嘉照夫名誉教授

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

 

　成年後見制度は、認知症や知的・

精神障がいなどで判断能力が不十分

な人の権利や財産を守るための制度

です。老後を安心して暮らすために

制度について学んでみませんか？

と　　き　１月２１日（水）１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階

参　加　費　無料

定　　員　５０人

申込締切　１月１６日（金）

 

　地域包括支援センター

　緯０９５４（６３）２１６０

新春岩屋路ハイキング
に参加しませんか

詳しくは

講講習習会会・・教教室室
鹿島市環境衛生推進協議会
講演会のお知らせ

詳しくは

成年後見セミナー
～老後を安心して暮らすために～

申込・問合せ先

 

　鹿島史談会では郷土の歴史につい

て、会員や外部講師により毎月発表

や見学を行っています。

　どなたでも参加できます。一緒に

ふるさとの歴史を楽しみましょう。

時　　間　１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　田澤記念館（城内）

資　料　代　２００円（入場無料）

潤１月８日（木）

演　題　『肥前狛犬の分類と年代変化』

講　師　加田隆志さん（市生涯学習課）

潤２月５日（木）

演　題　『金銭台帳からみた鹿島鍋島家の近代』

講　師　高橋研一さん（市図書館学芸員）

潤３月５日（木）

研修先　鹿島城跡・鍋島直朝の事績・

　　　　蓮厳院・普明寺（鹿島鍋島家

　　　　の菩提寺）など

集　合　市役所前１３時出発

定　員　２２人

 　鹿島史談会事務局　杉谷

　　　　　緯０９５４（６３）２４８７

　平成２６年１２月１日～平成２７

年２月２７日は冬季公衆感電事故防

止月間です。

　たこなどが電線に引っ掛かったり、

切れて垂れ下がった電線を見つけた

場合は、絶対に近づかず九州電力に

お電話ください。

 　九州電力（株）武雄営業所

　　　　　緯０１２０（９８６）３０４

　　　　　（通話料無料）

鹿島史談会
鹿島の歴史講座

詳しくは

連　絡　先

情報掲示板　愚　募集・イベント・教室・相談

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８期の口座振替日は

１　月３　０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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 　鹿島市保健センター

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　感染性胃腸炎は、多種多様な病原体（細菌、ウイルス、

原虫など）による病気のことです。冬季に集中して発

生がみられるものの多くはノロウイルスやロタウイル

スなどが原因と考えられます。

症状

①ノロウイルスに感染もしくはノロウイルスを含んだ

　食品を摂取すると１～２日後に吐き気、嘔吐、下痢、

　腹痛、発熱などの症状が見られます。

②主な症状は３日間程度で回復しますが、高齢者や乳

　幼児では脱水症状などから症状が重くなる場合があ

　りますので注意が必要です。

感染防止のポイント

①手洗いは予防の基本です。

②下痢・嘔吐のある患者に接する注意点

　胸こまめに手を洗いましょう。（特に用便後）

　胸患者が嘔吐した部屋には、立ち入る人を最小限に

　　し、窓があれば換気をしてください。

　胸嘔吐物、糞便などを処理する際は、使い捨て手袋、

　　マスク、エプロンを着用して処理しましょう。

　胸汚物の付着した床などは、汚物を十分に取り去っ

　　てから、塩素系漂白剤で消毒しましょう。

③二枚貝については、なるべく生食を避け、加熱して

　食べましょう。

④食品を加熱する際は、食品の中心部まで十分に加熱

　調理しましょう。

子宮頸がん・乳がん検診の無料クーポン券をお持ちの皆さ子宮頸がん・乳がん検診の無料クーポン券をお持ちの皆さんんへへ
～無料クーポン券はご使用になりましたか？～無料クーポン券はご使用になりましたか？～～

　平成２６年４月２０日現在、鹿島市に住民登録している下記の対象者へ、昨年７月初めに「無料クーポン券」を

送付しています。

　まだ使用されてない人で受診される場合は、使用期限が平成２７年２月２８日までですので、早めに指定医療機

関で受診しましょう。

　詳しくは送付している案内をご覧ください。

子宮頸がん検診

潤平成５年４月２日～平成６年４月１日生まれ

潤次の中で平成２１～２５年度の間に市が行った子宮

　頸がん検診を受診したことがない人

　　昭和６３年４月２日～平成４年４月１日生まれ

　　昭和５８年４月２日～昭和６２年４月１日生まれ

　　昭和５３年４月２日～昭和５７年４月１日生まれ

　　昭和４８年４月２日～昭和５２年４月１日生まれ

乳がん検診

潤昭和４８年４月２日～昭和４９年４月１日生まれ

潤次の中で平成２１～２５年度の間に市が行った乳

　がん検診を受診したことがない人

　　昭和４３年４月２日～昭和４７年４月１日生まれ

　　昭和３８年４月２日～昭和４２年４月１日生まれ

　　昭和３３年４月２日～昭和３７年４月１日生まれ

　　昭和２８年４月２日～昭和３２年４月１日生まれ

平成２６年度対象者

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。

感染性胃腸炎に注意しましょう 感染性胃腸炎に注意しましょう！！
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　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　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

　平成２６年１０月１日から平成２６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、次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　３月３１日（火）

中中学学３３年生までの子どものインフルエンザ予防接種費用助年生までの子どものインフルエンザ予防接種費用助成成

　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。

　参加希望の人は保健センターまでお申し込みく

ださい。

と　　き　１月１８日（日）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

　今年度、まだ国保特定健診を受診していない人はぜ

ひ受診してください。

　受診の際は事前の申し込みをお願いします。

と　　き　１月２２日（木）

　　　　　受付　８時３０分～１０時

と　こ　ろ　エイブル１階保健センター

対　象　者　平成２６年度中に４０～７４歳になる国保加入者

持　参　品　受診票、受診券（平成２６年４月末に郵送して

　　　　　います）、国保被保険者証

費　　用　１,０００円

定　　員　先着１００人

注意事項

　潤今年度すでに国保特定健診を受診した人、国保人

　　間ドック・脳ドックの助成を受けた人は受診でき

　　ません

　潤対象者には１２月に通知でお知らせしています

　潤受診票、受診券を処分された人は再発行します

 

　鹿島市保健センター

　緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

国保特定健診を保健センターで実施しま国保特定健診を保健センターで実施しますす
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怯予防接種

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

１月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成２３年６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

１５日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２５年６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）

２９日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２６年９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 

２８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。

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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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（１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（４２）１２１１嬉野市　嬉野町うれしのふくだクリニック６日（火）

０９５４（６３）９２３４鹿島市　古枝中村医院１３日（火）

０９５４（４３）０７２５嬉野市　嬉野町森医院２０日（火）

０９５４（６３）４０８０鹿島市　若殿分田中医院２７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（休日および１月１日～３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
※都合がつかない人は
　ご連絡ください

７７・・１１４４・・２２１１・２・２８８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２月１８日（水）です。

２２１１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１１月生まれ

１１９９日（月日（月））
離乳食教離乳食教室室（前期）（前期）

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

８８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・幼児食指導等
対象　子どもと保護者（先着１０組）
締切　１月２３日（金）

２２７７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

のびのびサークル　『お正月のあそびってなぁ～に？』
　対　象１歳７ヵ月児～就学前児と保護者

１９日（月）市民交流プラザかたらい４階
　　　　１０時～１２時

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　『楽しいお正月のあそび』
　対　象５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

２６日（月）市民交流プラザかたらい４階
　　　　１０時～１２時

※予約の必要はありません

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

３月号２月号
１月３０日１２月２６日

４日（日）　鹿島市消防出初め式　中川グラウンド　９時３０分～

８日（木）　市内小中学校第３学期始業式

１１日（日）　鹿島市成人式　　　　　　市民会館　１４時～

１９日（月）　ふな市　　　酒蔵通り・さくら通り　早朝～

２２日（木）　肥前浜宿まちなみ活用委員会　継場（八宿）　１９時３０分～

２５日（日）　文化財防火訓練　　　　　山祇神社　１６時～

２５日（日）　宝くじ文化公演　アニソンBIG３スーパーライブ・・［１４ページ参照］

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館２階

　８日（木）　受付１３時～１４時　　　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始

　２２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

　７日（水）　９時３０分～１０時

愚土地・建物に関する無料相談　市民会館３階第１会議室

　２７日（火）　１３時３０分～１６時３０分

愚消費生活相談　市民会館３階第３会議室

　５・１９・２６日（月）、１６・３０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）

　１４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

　２７日（火）　　１０時～１６時　要予約

　ＮＰＯ法人　それいゆ　緯０９０（６２９６）７５５０

愚厚生年金・国民年金相談　市役所５階第６会議室

　６・２０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

　１４・２８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

マツモト　　　　　　緯（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　緯（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
池田設備左官工務店　緯（６２）１７３２
中村設備　　　　　　緯（６３）４８４６
峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
佐賀庭苑　　　　　　緯（６２）８８１６
植松建設　　　　　　緯（６２）３５２６
家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４

　１日（祝）
　２日（金）
　３日（土）
　４日（日）
１０日（土）
１１日（日）
１２日（祝）
１７日（土）
１８日（日）
２４日（土）
２５日（日）
３１日（土）

１日（祝）～４日（日）、
１０・１７・２４・３１日（土）、
１１・１８・２５日（日）、１２日（祝）、

市役所
保健センター

１日（祝）～４日（日）
※４日は清掃のため臨時休館

市民交流プラザ
（かたらい）

１日（祝）～３日（土）、１２日（祝）、
６・１３・２０・２７日（火）

子育て支援センター
（かたらい４階）

１日（祝）～３日（土）、１３日（火）、
５・１９・２６日（月）、２９日（木）

市民図書館
※１月４日は１２時～１７時開館

１日（祝）～３日（土）、
５・１９・２６日（月）、１３日（火）

生涯学習センター
（エイブル）

１日（祝）～３日（土）、
６・１３・２０・２７日（火）

陸上競技場・体育館

１日（祝）～３日（土）、
５・１９・２６日（月）、１３日（火）

産業活性化施設
（海道しるべ）

※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２３ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日
ミズスカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５１日（祝）
祐信堂薬局吉田病院　緯（６２）３２０３２日（金）
オダ薬局中村医院　緯（６３）９２３４３日（土）
前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０４日（日）
アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８１１日（日）
西牟田薬局田中医院　緯（６３）４０８０１２日（祝）
アルナ鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７１８日（日）
北鹿島薬局森田医院　緯（６３）３９５６２５日（日）


