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平成２６年１２月３１日現在

市の市の木木 市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯５＋人１０－世帯１０,７５１人３０,８２８

世帯３＋人３＋世帯　５,３３１人１４,２１７鹿　　島

世帯０人４－世帯　１,１５９人  ３,６８８能　古　見

世帯１－人４＋世帯　１,０３３人  ３,２０６古　　枝

世帯２＋人１＋世帯　１,０５２人  ３,０６５浜

世帯０人３－世帯　１,２１７人  ３,６１６北　鹿　島

世帯１＋人１１－世帯　　　９５９人  ３,０３６七　　浦

人１０－人１４,５１５男

人０人１６,３１３女

　１月１１日、平成６年度に生まれた新成人３３３人が

参加しての『第６１回（平成２７年）鹿島市成人式』が市

民会館で行われました。式典では、りりしいスーツ姿や、

艶やかな振り袖姿の新成人に対し、たくさんの来賓の皆

さんからお祝いや激励の言葉が贈られました。

（１６ページに関連記事があります）

鹿島市成人式

一、花と緑を愛し、伝統をいかして美しいまちにしましょう。

一、知識と教養を深め、清新な文化のまちにしましょう。

一、感謝と思いやりの心で、うるおいのあるまちにしましょう。

一、明るく元気に働き、活力のあるまちにしましょう。

一、秩序やきまりを守り、安全で快適なまちにしましょう。
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鹿　島　市　民　憲　章
（昭和５４年４月１日制定）
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箱根駅伝の出場チームが
鹿島で強化合宿を行います！

　１月の箱根駅伝で活躍した明治・大東文化・順天堂大学らの選手たちが、スポーツ合宿誘致制度を活用して、鹿

島市で強化合宿を行います！

　選手たちは、陸上競技場やクロスカントリーコース、中木庭ダム周辺などを拠点として練習を行います。

　今年も小中高生を対象に、各大学による陸上教室や交流会も予定されています。

　期間中、街なかで練習中の選手を見かけることもあると思いますので、市民の皆さんのお声かけやご声援をよろ

しくお願いします！　　　　　　　　　 　鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会事務局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（生涯学習課文化・スポーツ係内）　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは

箱根駅伝で活躍した強豪大学を誘致

昨年の合宿風景

寓国士舘大学生と園児の交流

スポーツ合宿誘致制度とは

　市内の恵まれたスポーツ資源を活かして

　　①スポーツの振興

　　②青少年の健全育成

　　③交流人口の拡大

　　④地域経済の活性化

を図ることを目的として平成２３年度に創設したものです。

各大学の合宿日程（予定）

３　月２　月

明治大学

大東文化大学

国士舘大学

順天堂大学

９日～１４日

１６日～２３日

６日～１０日

中旬

寓順天堂大学の陸上教室の様子

寓明治大学の自主トレの様子

※合宿の情報は、鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会の

　フェイスブックでご覧になれます。
鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会 検索

隔
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公認鹿島祐徳ロードレース大会
　皆さんの温かいご声援をお願いします！
　２月２２日（日）、祐徳稲荷神社参道（古枝　林業体育館前）をスタート・ゴールとする公認鹿島祐徳ロードレースが

開催されます。

　箱根駅伝で有名な大学の選手をはじめ県内外から多くの選手が早春の肥前路を走ります。（鹿島で合宿を行う、

明治大学・大東文化大学などの選手も参加します。）沿道の声援は選手にとって何よりの力になります。温かいご声

援をお願いします。

　なお、レース中は交通規制が行われますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

怯公認とは？

　日本陸上競技連盟（以下『日本陸連』）から認

定を受けたコースや記録のことで、鹿島祐徳

ロードレースは１０ｋｍとハーフマラソンの

コースおよび記録が公認を受けています。

　ここで出た記録などは日本陸連に残される

ことになります（ただし、記録として残すた

めには、日本陸連に個人登録をした人に限ら

れます）。

と　　き　２月２２日（日）
と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参道

　　　　　（スタート・ゴール）

スタート時間　１０ｋｍ（公認）　　１０時

　　　　　２ｋｍ　小学生　１１時１５分

　　　　　２ｋｍジョギング　１１時１５分

　　　　　ハーフマラソン　１２時００分

　　　　　（２１.０９７５ｋｍ（公認））

　　　　　３ｋｍ　中学生　１２時１５分

 　鹿島市体育協会

　　　　　緯０９５４（６２）３３７９

詳しくは

コースおよび選手通過予定時間
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　２月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。次のページの『かんたん！申告チェック』を参考に、申告が必要な人は受付期間内に申告をお願いします。

潤所得税・市県民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料にかかわる重要な申告です。

潤本人の申告により決定されますので、必ずご自身で集計・記載・提出しましょう！

潤どうしても都合がつかない人は税務課まで事前にご連絡ください。

潤申告書とお知らせを世帯に１部ずつ送付しています。追加で必要な場合は、税務課へご連絡いただくか、地区公

　民館に用意しています。

※申告書は、お知らせに挟み込んでいます。　　　　　　　 　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

申告は正しくお早めに！ ３月１６日まで

恭武雄税務署申告相談日程

２月の申告相談日程【時間９時３０分～１５時３０分】

会　場対象者曜日

市役所５階
大会議室

◎確定申告（青色・白色）
営業・農業等の収支内訳書作成、
住宅借入金特別控除、
医療費控除等の各種控除、
株式・土地譲渡等の分離
所得申告、還付申告　等
の申告が必要な人
◎消費税申告（一般・簡易）

金２０

月２３

火２４

 　武雄税務署　緯０９５４（２３）２１２７
※音声ガイダンスに従って操作をお願いします。

詳しくは

恭申告に必要なものは？
皆さんの申告内容に合わせてご準備ください。
　①申告書・印鑑

　②事業所得の計算に関する書類閣収支内訳書・帳簿・領収書等

　③源泉徴収票、支払調書、家賃・地代、配当など収入金額が分かるもの

　④社会保険料の領収書または証明書

　⑤生命保険料・地震保険料の領収書または証明書

　⑥医療費・雑損・寄附金などの控除がある人は、その領収書

　　または証明書

　⑦所得税の還付を受ける人は、自分名義の預金通帳

　⑧障害者の人は、戦傷・障害者手帳または福祉事務所長の認定通知書

【収支内訳書についてのお願い】　

収支内訳書がないと手続きに時間がかかります。

事前に領収書や帳簿で収支内訳書を作成しておいてください。

市の申告相談よりも待ち時間が短く、早く受付
ができます。（２月のみ実施）

３月の申告相談日程【時間９～１６時】２月の申告相談日程【時間９～１６時】

会　場対象地区曜日会　場対　象　地　区曜日

のごみふれ
あい楽習館
※午後からは能古見全域

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

月２
市役所５階
大会議室

市内全域　※還付申告または年金のみの申告者
混雑が予想されます（昨年の最大待ち時間２時間超）

月１６

火１７

市内全域水１８

市役所５階
大会議室
※午後からは
　市内全域

高津原火３
浜 公 民 館

新方・庄金・南舟津・中町・浜新町・
湯ノ峰・野畠・北舟津・八宿

木１９
西牟田水４

城内・大手・東町・新町
木５

七浦公民館
※午後からは
　七浦全域

江福・飯田・龍宿浦・嘉瀬浦・音成金２０

中牟田・横田大宮田尾・母ヶ浦・西塩屋・小宮道・
東塩屋・西葉

月２３
若殿分・末光・馬渡金６

納富分・井手分月９
古枝公民館

大村方・鮒越・中尾・上古枝・下古枝・奥山・
久保山・竹ノ木庭・平仁田開拓・七開・矢答

火２４
行成・執行分火１０

小舟津・犬王袋・世間・重ノ木水１１北鹿島公民館
※午後からは北鹿島全域

本町・乙丸・中村・森・古城水２５

市役所５階
大会議室

市内全域

木１２土井丸・井手・三部・新籠・常広・組方木２６

金１３のごみふれ
あい楽習館
※午後からは能古見全域

大木庭・東三河内・西三河内・南川・筒口・
大殿分・川内・山浦・白鳥尾・山浦開拓・
番在開拓

金２７ 月１６

恭鹿島市申告相談日程

○上記の申告期間中、市役所５階大会議室にe-TAX（国税電

　子申告・納税システム）コーナーを設置しますので、ぜひご

　利用ください。なお、e-TAXをご利用になる場合は、電子

　証明書（住基カード）を市民課で取得（１,０００円）していただく

　必要があります。申請後１０日前後かかりますので、早めに

　手続きをお願いします。

○税務職員を装った『振込め詐欺』にご注意ください。

怯医療費控除を受けるには?
　あなたやあなたと生計を一にする親族のために平成２６年中
に支払った医療費がある場合、計算した金額を医療費控除とし
て所得から差し引くことができます。詳しくは事前にお配り
した『申告のお知らせ』または市ホームページをご覧ください。
※差額ベッド料・文書作成料・予防接種などは医療費に含まれ
　ません。また、高額療養費や保険金等で補填された金額は差
し引かれます。
※領収書から個人別・病院別に計算をして申告してください。

確定申告・市県民税申告のお知らせ
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市県民税申告が必要です。
※内容によっては確定申告が必要です。

いいえ

いいえ

は　い

いいえ

は　い

は　い

いいえ

いいえ

は　い

は　い

いいえ

いいえ

は　い

いいえいいえ

勤務先事業所は給与支払
報告書を市役所へ提出し
ていますか？（提出の有
無は勤務先へご確認くだ
さい。）

確定申告が必要です。

市県民税申告が必要です。

年金収入がありますか？

営業・他事業・不動産・
農業・保険満期・一時・
土地等の譲渡・雑(個人
年金)等の所得を合算し
たら所得税が増額または
減額されますか？

は　い

市県民税申告が必要です。
※内容によっては確定申告が必要です。

その他（営業や農業等）の
所得がありますか？

市県民税申告は原則不要ですが、扶養
控除や医療費控除等を受ける場合は申
告が必要です。
※所得税の精算をする場合は確定申告
が必要です。

確定申告が必要です。

年金・営業・他事業・不
動産・農業・保険満期・
一時・土地等の譲渡・雑
（個人年金）等の所得が
２０万円以下ですか？

次のいずれかに当てはま
る場合
①給与収入が2千万円を
　超えていますか？
②主たる給与（年末調整
　済み）以外の給与（源
　泉徴収有）収入が20万
　円を超えていますか？
③3カ所以上から給与を
　受けていますか？

市県民税申告は原則不要ですが、年末
調整がされていない場合や医療費控除
等を受ける場合は申告が必要です。　
※内容によっては確定申告が必要にな
ります。

給与収入がありますか？

いいえ

は　い

いいえ

は　い

は　い

は　い

いいえ

は　い

は　い いいえ

市県民税申告が必要です。
国民健康保険税・後期高齢者医療保険
料の軽減が受けられる場合があります
ので、必ず申告してください。

いいえ

平成２６年中に収入があり
ましたか？

平成２７年１月１日現在、
鹿島市内に居住していま
したか？

鹿島市に申告書（写）を提出してくださ
い。※申告可能

平成２７年１月１日現在、
鹿島市内に別荘・事業所
を所有していましたか？

国民健康保険・後期高齢
者医療保険の加入者です
か？

市県民税申告は原則不要ですが、所得
証明等を申請される場合は、申告が必
要です。

平成２７年１月１日現在居住の市（区町
村）で市県民税申告等をしてください。

所得税の確定申告書を提
出しますか？

引続きe‐TAX等をさ
れる人は、国税番号
の入力をお忘れなく

かんたん！申告チェック

　申告が必要な人が申告をしていないと、所得税では

延滞税や加算税などが課せられます。それ以外でも、

国民健康保険税の軽減措置を受けられなかったり、子

ども手当・保育所入所・公営住宅入居・事業資金の融

資などに必要な所得証明書などが発行できなかったり

しますので、ご注意ください。

恭申告しないと…

　自分が申告する必要があるかどうか分からない人は、

下図の『かんたん！申告チェック』でご確認ください。

　不明な点は市役所税務課にお問い合わせください。

恭あなたは申告する必要がありますか？

市県民税申告は不要です。
税務署より確定申告書の
控えが市へ提出されます。

は　い

給与収入のみですか？

鹿島市内に居住する親族
の扶養控除の対象になっ
ていますか？

【パソコンを利用する人は…】
国税庁ホームページの『確定申告書等作成コーナー』
で確定申告書が作成できます。

URL　http://www.nta.go.jp
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　市では、毎年１２月４日～１０日の『人権週間』にお

ける啓発活動の取り組みとして、市内小中学生を対象に、

人権作文・標語・ポスターの募集を行っています。

　今年も人権や心の大切さなどを表現した作品がたくさん

寄せられました。それぞれの優秀作品を紹介します。

　作品をもとに、ご家庭でも家族一緒になって、人権につ

いて話し合いの場をもっていただければと思います。

 　人権・同和対策課　緯０９５４（６３）２１２６詳しくは

小中学生人権作文・標語・
ポスターコンクール
－　特選作品の紹介　－

平成 ２６年度

怯人権作文

特選作品の紹介　愚　人権作文

　ぼくは、がっこうからかえってテ

レビを見ていました。ママは、だい

どころでゆうごはんのよういをして

いました。いもうとのさりいは、ね

ていたけど、きゅうにおきてきて、

大きなこえでなきはじめました。み

やこねえちゃんも、くるまをあらっ

ていたので、ぼくがおんぶすること

にしました。

　くろいおんぶひもでさりいをせな

かにおぶりました。みやこねえちゃ

んがてつだってくれて、ちからいっ

ぱいむすんでくれました。さりいも

はじめはないていたけど、ぼくが

たってあるきはじめたら、にこにこ

していました。そとに出ていって、

すこしはしったらキャーキャーとよ

ろこびました。三さいのりいさも

いっしょにはしりまわりました。そ

とはすこしさむかったけど、からだ

がすぐポカポカになってきました。

なんかいもはしって、からだがぐっ

たりとつかれてしまいました。

　ママが

「ごはん、できたよー。」

といったので、へやにあがりました。

トンカツとやさいいためとおさしみ

ができていました。ぼくは、トンカ

ツをいっぱいたべました。デザート

にクリをたいてもらって十個もたべ

ました。おなかいっぱいになりまし

た。とってもおいしかったです。

「りゅうががおんぶしてくれていた

ので、ごはんのよういがはやくでき

たよ。」

と、ママがよろこんでくれました。

また、あしたもおんぶしたいとおも

いました。つかれたけど、パパが、

「グー。」

といいました。みんなにたくさんほ

められてうれしかったです。

おんぶしたこと

さいとう　りゅうが　さん
（能古見小１年）

　ぼくのかぞくは、五人かぞくです。

お父さん、お母さん、ぼく、妹、弟

です、みんな大好きです。

　でも、お父さんは、ふくしまけん

にいます。ふくしまけんで、東日本

大しんさいでこわれたところを直す

しごとをしています。お父さんがす

んでいるところでは、いまもまだ時

どきじしんがあっているのでしんぱ

いです。でも、お父さんは、いっ

しょうけんめいしごとをしています。

お父さんがかえってくるといっぱい

あそんでもらいます。ふくしまのは

なしもしてもらいます。お父さんが

かえってくるのがとても楽しみです。

この前かえってきた時、お父さんに

ぼくが、

「もう、ふくしまに行かないで。」

と言うと、お父さんは、

「おいもいきとうなかけど、行かん

ばいけんもん。ひなんをしたひとを

たすけんぎいかんもん。」

と言いました。東日本大しんさいで

ひなんしている人のためにひなん

じょを作ったり、たべものをくばっ

たりしていたそうです。また、いま

まですんでいたところにもどれない

人たちにかせつじゅうたくを作った

り、がれきをかたづけたりしていた

そうです。お父さんは

「ひがいにあった人が、かわいそう

か。」

と言います。

　ぼくも、ひがいにあった人が、早

くもとの生活にもどれたらいいなと

思います。みんなが早くしあわせに

なれるように、お父さんたちががん

ばっているのです。だから、ぼくも

お父さんがいなくてもがまんします。

日本中のひとたちみんながしあわせ

になってほしいです。

ぼくのお父さん、がんばれ！

岸元　しょうき　さん
（明倫小２年）
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　わたしはある日、お母さんと買い

物に行きました。そして帰ろうとし

ている時、ふと、しょうがいをもっ

ている人を、見かけました。わたし

は、お母さんに、

「かわいそうだね。」

と、みつからなようにそぉーと指さ

しました。そしてお母さんは、その

人が見えなくなったころ、こう言い

ました。

「しょうがいがあるから、かわいそ

うではないんだよ。しょうがいが

あっても、幸せな人もたくさんいる

のよ。かわいそうか、かわいそうで

ないかは、本人しか、わからないの

よ。」

そう言われて、わたしは歩きながら

考えました。

「そうかもしれないなぁ。わたしが

決めつけていただけなんだろう。」

そう思いながら、しょうがいのある

人を、思いだしました。え顔でちっ

とも、悲しい顔をしていませんでし

た。

　その後、お母さんと話し合いまし

た。しょうがいのある人の言葉で

「しょうがいはこせい。」といった人

がいるということを、お母さんに教

わりました。たとえば、わたしだと、

くせ毛や丸顔などを気にしています。

それと、同じだということです。

　友達が、しょうがいのある人のこ

とを、前のわたしと同じように、

「かわいそう」

そういうと、教えてあげたいです。

お母さんと同じように、

「しょうがいはこせいだから悲しい

ことではないよ。」

といいたいです。

　わたしはこれからも、人の心を考

えられる、優しい心をもったひとに

なりたいなとおもいます。

しょうがいはこせい

神代　果りん　さん
（明倫小４年）

　わたしにはやさしい友だちがいま

す。昼休みに黒板消しの当番を終

わった時にふり向くとみんな遊びに

行ってしまい、教室にはだれもいま

せんでした。

「もう、だれも遊ぶ友だちがいない

な。」

と思って一人で遊ぼうとすると友だ

ちが戻ってきてくれて「いっしょに

遊ぼう。」

と言ってくれました。その時とても

うれしかったです。その友だちのや

さしさに心がぽかぽかになりました。

その後いっしょに遊べてとても楽し

かったです。でも、その時のことで

ずっと気になっていることがありま

す。さそってくれた時、とてもうれ

しかったのに

「さそってくれてありがとう。」

「まっててくれてありがとう。」

と言えずにはずかしくて

「うん。」

としか言えませんでした。あの時友

だちはどう思ったのかなと思います。

「ありがとう。」

と一言わたしが言っていたら友だち

も心がぽかぽかになっただろうなと

思います。でも今さら言うのもなん

かおかしい感じがしていえません。

お母さんにそうだんしたら

「今からでもおそくないよ。あの時

うれしかった気持ちをきちんとつた

えてごらん。」

とお母さんは言いました。友だちが

いないと学校にいってもきっとさみ

しいと思います。友だちがいるから

わたしは楽しく学校にいけます。だ

からその気持ちをきちんと友だちに

「あの時、まっていてくれてありが

とう。さそってくれてありがとう。

さそってくれてうれしかったよ。」

とつたえようと思います。そして同

じように友だちが当番でお仕事をし

ているときは、まっていようとおも

います。

　自分がしてもらってうれしかった

ことは、友だちにしてあげたいです。

してもらってうれしかったことを同

じようにほかの人にするということ

をみんなですればだれでも心がぽか

ぽかになります。そうすると自然に

「ありがとう」

の言葉が教室にたくさんひろがると

思います。

「ありがとう」の一言で

樋口　梨々花　さん
（明倫小３年）
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　なぜ人は同じ仲間の人を殺すのだ

ろうか。昔は争いがたえなく、今で

もイスラム国が暴れている。

　なぜ、このような事がおきるのだ

ろうか。このような争いは、自分だ

けが正しいと思っているからだ。

　しかし、イスラム過激派武装勢力

タリバンに命をねらわれても、負け

ずにすべての子どもに教育をと、発

言し続けてきてノーベル平和賞を受

賞した人がいる。パキスタン人のマ

ララさんだ。

　ぼくはマララさんの行動や発言は

すごいと思った。なぜなら、武装勢

力に頭や首をうたれても、そのけが

が治ったら、また抗議をつづけてい

るからだ。

　人権の問題は、ごく身近な事から、

国を超えた大きなことまである。み

んな自分だけが正しいと思っている

から、弱い人や攻撃されている人の

気持ちは分からないのだ。

　マララさんのように、ずっとうっ

たえ続けてもなかなかかわらない。

　すべての人が同じように人として

生まれてきた権利を尊重される世界

になればいいなと思う。

　そのためには、まず自分の身の回

りにある小さな人権問題に気づくこ

とが必要だと思った。

　自分が正しいと思っていても、そ

の陰で辛い思いをしている人がいな

いかどうか気付く気持ちが大切だと

思った。

人権について思う事

志田　晃士朗　さん
（北鹿島小５年）

　わたしのいとこはダウン症です。

そのいとこは、今年、高校一年生の

やさしいお兄ちゃんです。食べるこ

とが大好きで習字が得意。いつもに

こにこしていてみんなの人気者です。

　ダウン症は、物事を理解する力が

低く、コミュニケーションをとるこ

とが少し難しく、私自身も今何を

言っているのかが分からない時が多

いです。なので話しかけられると、

とまどってただ「うん。」と一言答え

ることもよくあります。そういう時、

おばさん達は、分からなくても「そ

うだね。」

だとか「いいよ。」だとか答えてあげ

ればいいと言いました。最初は、よ

く分からずに勝手に答えたら、おこ

るんじゃないかとか悲しむんじゃな

いかとか適当に答えていけないこと

だと思っていました。でも、今はこ

の答え方は適当なんかじゃない、

ちゃんと分かっていると伝えるやさ

しさのこもった答え方だと分かりま

した。そして今は、私に伝えたいこ

とをできるだけ理解できるよう考え、

はっきり答えるようにしています。

　ある日、お兄ちゃんの習字の会が

ありました。私も、その会を見に行

きました。習字を見た人はみんな

「すごいねぇ。」

と言って感心していて私もとてもう

れしくなりました。でも、その「す

ごいねぇ。」の前には、「ダウン症な

のに。」

という言葉がついていました。しょ

うがいをもっていることで理解が必

要なのは分かりますが「なのに。」と

いう言葉で下に見られている気がし

て悲しかったです。

　しょうがいをもっている人を見る

とかわいそうだという人がいます。

私もそうでした。でも、しょうがい

をもっていることがかわいそうなこ

となんかじゃないと、お兄ちゃんを

見ていて思いました。いつも楽しそ

うに話してみんなに笑顔を広めて本

当はとてもとても幸せなんだろう

なぁと。

　私は、お兄ちゃんといっしょにい

て、だれでもおたがいに理解しよう

としなければいけないことを知りま

した。

　そして、しょうがいはかわいそう

なんかじゃない。自分と変わらない

ということを知ってほしいと思いま

した。

理解する大切さ

藤瀬　はな　さん
（七浦小６年）
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　私の妹は、正しく言葉を発するこ
とや、勉強したり考えたりすること
が人より難しく、何かの物事に対し
て、あれはこうなるからこうしない
といけないなど、物事を深く考える
ことができません。
　ですから、私達家族はこれまで何
度も妹のことについて話し合いをし
てきました。
　例えば、私の妹は小さい頃意味が
分からず、周りの友達に「バカ」と
いう言葉を発していました。周りの
友達は妹のことをよく知っている人
でしたが、やはりそんな嫌な言葉を
言われたら相手も嫌な気持ちになっ
てしまいます。
　こうしたトラブル以外にも妹が言
葉の意味をわからないからと思い、
妹に変なあだ名をつけたり、誰だっ
てされたら嫌なことを妹にしたりし
た人がいました。それを聞いた私は
とてもショックを受け、悲しかった
です。それと同時に怒りも出てきま
した。「何で少し人と違うだけでそ
んなことをされないといけないの

か。」「私の妹も皆と変わらない同じ
人間なのに。」と思ったりもしました。
そう思う私も妹に対して、様々なこ
とをしてきたと思います。
　時には妹にちょっかいを出したり、
自分の怒りを妹にぶつけることもあ
りました。こんな事でも相手が嫌だ
と思えばそれはやはり立派な人権侵
害だと思います。中学生になって人
権のことについて考える機会が増え、
ますます考えるようになりました。
「障がい者」と聞いたら多分ほとん
どの人がちょっと嫌なイメージを
持ってしまう人がいるかもしれませ
ん。私が妹と関わってきたからこそ
言えると思っていますが、「障がい
者」といっても同じ人間に違いはな
いんです。ただ普通の人より体の筋
力が弱かったり、計算が苦手だった
り、歩くのが苦手だというだけです。
人によって違いますが、言えること
は、できないわけじゃなく苦手なん
だということです。
　しかし、私が思うにそのようなこ
とが苦手な分、感情は普通の人の何
倍も感じるものがあるという所です。
嬉しい、楽しい、悲しい、さみしい
など何倍もの感情を味わっています。
そうした妹を見ていて私にできるこ
とがあると思いました。私ができる
ことそれは、嬉しいときは自分も一

緒に喜んで、悲しいときはその悲し
みを少しでも減らせるように、側に
いてあげる。私には、身近に障がい
者がいる分、自分にできることはた
くさんあると思っています。
　私は、「障がい者」に対する差別を
なくしていくためには、何事も一つ
から見るのではなく、様々な方向か
ら見るとまた違った新しい面が見え
てくるという事を伝えたいです。私
はいつもこれを使って人と接するよ
うにしています。
　最近、私は学校の先生から「障害
者という呼び方はまちがっている」
ということを聞きました。「障害者
の障はじゃまをする、害者は害を及
ぼす人という意味だが、障害者は私
達に害をあたえないから障害者とは
言わない。」とおっしゃっていました。
私は「確かにそうだなあ」と思い、
私は家族の人にもこの話をしました。
　私もそして私の周りの多くの人達
がこのことを一緒に考えてくれ、妹
に接してくれたらと思います。私も
障がいがある人に対する偏見や差別
がなくなるように私にできることを
これからも続けていこうと思います。
「人を差別しない生き方」これを妹
が私に教えてくれたのです。

「妹が教えてくれたこと」

下村　妃毬　さん
（西部中３年）

　ぼくは、七月になると、毎年浜の
ぎおん祭りを見に行きました。家族
みんなが楽しみにしていました。で
も、今年の祭りは、いつもと違って
いました。去年まで一緒に見ていた
祖父の姿はもうありません。面浮立
をじっと見続けていた半年後、祖父
は亡くなりました。ぼくは、初めて
人の死に直面し、命の重みを実感し
たのです。
　浜ぎおん祭りは、三百年以上も続
いている祭りです。祖父は、
「これだけ続いているということは、
多くの人が努力して見守ってきたん
だよ。」
と話していたことが心に残っていま
す。
　浜川を散歩するのが大好きでした。
目の病気にかかっても歩き続け、
「地域の人が声をかけてくれるから
安心」と言っていました。助けても

らって嬉しかったです。
　祖父は入院しても、ぼく達孫の成
長を見たいからまだ死ねないと頑
張っていました。だから、ぼくは、
できるだけ笑顔で声をかけました。
すると、苦しいのに
「大丈夫。大丈夫。」
と手を振ってくれ、こっちが勇気を
もらったのです。
　母の妹である叔母さんは、家に帰
りたいという祖父の願いを叶えるこ
とにしました。姉妹で話し合ったそ
うです。ただ、たんがのどにつまら
ないように吸引する練習をしないと
退院させられないということでした。
そこで、練習の手伝いをすることに
なりました。父が手を握り、ぼくと
妹が酸素値が急に下がらないか確認
し、母は、チューブを鼻に入れて吸
引する練習をしました。苦しがると、
「ごめんね。もう少しがまんして
ね。」
と声をかけ、早くよくなるように願
いました。
　帰宅すると、とても安心して眠っ
ていました。母と叔母さん達は交代
で側についていました。

「今までいっぱい支えてもらったか
ら、少しでも返したい。」
と叔母さんが話していたと母から聞
き、命の重さが心の中にずっしりと
伝わってきました。
　一月、急変し祖父が息を引き取り
ました。とても安らかな顔で、まだ
温かかったです。
　しかし、次の日には、氷のように
冷たくかたくなってしまい、死ぬと
いうことはどんなことか祖父に教え
てもらったのです。いとこ同士で、
鶴を折り、今までの感謝の気持ちを
込めました。お棺の中に入れると
笑ってくれたように見えました。祖
父の骨を拾いながら、命の重さが、
また、ぼくの胸をしめつけました。
　命をつなぎ、旅立つ姿を見た時、
一人一人の命がどんなに大切か、ど
んなに重いのか考えました。母は、
心にぽかんと穴が開いたみたいだと
言っていました。ぼくも同じです。
　祖父がぼくに命の重みを教えてく
れました。共に支え合って、命をつ
ないでいくという大切なことを忘れ
ません。

命の重みを感じて

小﨑　和真　さん
（西部中１年）

特選作品の紹介　愚　人権作文
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　私にとって「戦争」とは、ものす
ごく昔の出来事、遠い存在だと思っ
ていました。しかし、実際はそうで
はありません。現在でも空爆で住む
家をなくした人や劣化ウラン弾など
の核兵器で命を亡くした子ども達な
ど戦争の被害者はあとを絶ちません。
私達はもう一度、戦争について考え
る必要があると思いました。　私は
三年生になって、平和の大切さ、戦
争の恐ろしさをたくさん学ぶことが
できました。
　今年も八月、原爆で亡くなられた
方々に対しての黙とうをしました。
私はこれまで、たくさんの被爆者の
方々から話を聞いてきました。どの
方も、原爆で大切な人を亡くされた
り、精神的に追い詰められたり、今
でも後遺症で苦しんでいる中、私達
に被爆体験を話してくださいます。
私が今まで聞いた話で一番心に残っ
ているのは、修学旅行で広島に行っ
たときの被爆体験講話です。
　池田清子さんは、女学校一年（十
二歳）のとき、学徒動員で爆心地か
ら１．５kmの広島市中区鶴見町で建

物疎開作業の跡片付けをしていて被
爆されました。そのとき、強烈な閃
光を浴び、大きな溶鉱炉の中に投げ
込まれたような感じがして、熱線で
大火傷をおわれました。その後、お
父さんがむかえにきてくださって命
は助かったものの、大火傷で周りの
目は冷ややかなものになり、とても
傷ついたそうです。私はこの話を聞
いているとき、この方は自分の命を
けずりながら一言一言おっしゃって
いるような感じがしました。そして
もし、私が池田さんのような状況に
なったらと思うと、戦争は最大の人
権侵害だと改めて思いました。
　また、八月に長崎の下平作江さん
からお話を聞きました。私は
「死ぬのにも勇気がいるが、生きる
のにも勇気がいる」
という言葉が深く心に残っています。
私は、この言葉は戦争を生きぬいた
方だからこそ言える言葉だと思いま
した。被爆をして生きていらっしゃ
る方々は、それぞれ人権を奪われ、
そして人権を守るために証言をして
いるのです。
　私は、戦争のない世界、平和な社
会を作っていく中で大切なことは三
つあると思います。一つ目は、過去
を振り返り、今のことをよく知るこ
とです。二度と同じ過ちを犯さない
ためには、しっかりと過去を見つめ

ることが大切だと思います。そして、
今の現状を知らなければ行動を起こ
すことも変えることもできないと
思ったからです。二つ目は、一つ目
を理解したうえで、自分なりに考え
行動することです。知っているだけ
で行動に移そうとしないのは知らな
いことと同じことだと思います。例
えば、クラスで仲間はずれにされて
いる人がいたら、声をかけたり、グ
ループにさそったりしませんか。そ
こで、いじめを止める一歩となりま
す。三つ目は、聞いた話などを未来
につなげていくことです。平和な社
会は一瞬で作ることはできません。
そして、六十九年前の戦争を知って
いる方は、みなさんあと何年私達の
前で直接話をしてくださるかわから
ないため、目の前で聞ける最後の年
代だと思います。だから、歴史を未
来へ、一人一人が話を聞いて人権が
尊重される社会を作らなければなり
ません。　戦争は最大の人権侵害で
す。なんの罪もない人々が巻き込ま
れ、命、かなえたかった夢、希望さ
えも奪われたのです。
　私は、平和な社会、人権が尊重さ
れる社会になるよう、自分がしなけ
ればならない最大限の努力をし、二
度と戦争で命が失われないように
日々の生活を送っていきたいと思い
ます。

平和な社会へ

指山　祥子　さん
（西部中３年）

言わないよ　言われたくない　そのことば

うの　ひかるさん（北鹿島小２年）

その一言　自分が言われて　どう思う

田古里　芽伊さん（鹿島小４年）

思いやり　重ねていけば　また笑顔

山口　実桜さん（東部中２年）

大丈夫、　心に届く　君の声

黒田　隆成さん（東部中１年）

優しさは　使った分だけ　増えていく

重富　美羽さん（西部中１年）

怯人権標語

「大丈夫。」　その一言が　救いの手

徳村　あいりさん（明倫小６年）

ごめんねの　まほうのことばで　なかなおり

いちはら　ちこさん（鹿島小１年）

だいじょうぶ　一人じゃないよ　ぼくもいる

えがしら　いぶきさん（明倫小３年）

人と人　つなぐきずなは　思いやり

池田　沙奈さん（北鹿島小４年）
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怯人権ポスター

特選作品の紹介　愚　人権ポスター

タ
イ
ト
ル
　
人
権
の
尊
重

作
　
　
者
　
小
池
　
里
奈
さ
ん

　
　
　
　
　（
西
部
中
３
年
）

タ
イ
ト
ル
　
あ
な
た
と
私
は
同
じ

作
　
　
者
　
中
島
　
望
結
さ
ん

　
　
　
　
　（
七
浦
小
５
年
）

タ
イ
ト
ル
　
切
っ
て
も
切
れ
な
い
心
の
輪

作
　
　
者
　
馬
場
　
音
樹
さ
ん

　
　
　
　
　（
古
枝
小
５
年
）

タ
イ
ト
ル
　
笑
顔
の
花

作
　
　
者
　
川
名
　
恵
さ
ん

　
　
　
　
　（
七
浦
小
６
年
）

タ
イ
ト
ル
　
笑
顔
は
幸
せ
の
象
徴

作
　
　
者
　
西
　
穂
乃
花
さ
ん

　
　
　
　
　（
西
部
中
３
年
）

タ
イ
ト
ル
　
み
ん
な
　
仲
間
だ
か
ら

作
　
　
者
　
瀧
本
　
莉
帆
さ
ん

　
　
　
　
　（
西
部
中
２
年
）



12 Ｈ２７(２０１５).２.1　広報かしま

情報掲示板ワイド

　平成２７年度に就業を希望する人の登録を受け付け

ます。雇用する際は面接などを行う予定です。

　なお、登録されても雇用されない場合があります。

職　　種　一般事務、保健師（看護師）、土木など

対　象　者　年齢や居住地は問いません。

応募方法　市役所３階総務課や市のホームページで配

　　　　　布する専用の「登録申請書」に必要事項を記

　　　　　入して、総務課に提出してください。

 　総務課職員係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１３

詳しくは

市役所日日雇用職員の登録を受け付けます
募
　
集

応募方法

　市民交流プラザ『かたらい』３階に備え付けの募集

要領を確認のうえ、専用履歴書（市ホームページから

も閲覧、ダウンロードできます）に必要事項を記入し

て、提出してください

応募締切　２月２０日（金）必着

選考方法　面接による選考　２月２５日（水）

 

　〒８４９－１３１１

　鹿島市大字高津原４３２６番地１

　市民交流プラザ『かたらい』

　緯０９５４（６３）３０３０

　http://www.city.saga-kashima.lg.jp/

応募・問合せ先

市民交流プラザ『かたらい』で働いてみませんか？
採
　
用

応募資格勤務時間・形態勤務内容雇用期間採用予定

不　問

潤月～金曜日（年末年始を除く）
９時３０分～１６時　　

潤土・日曜日・祝日（年末年始を除く）
８時３０分～１７時　　

潤夜間（年末年始を除く）
１７時～２２時

※ローテーション勤務

潤経理事務
潤一般事務
潤受付事務
潤施設管理　など

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
　場合があります

日日雇用職員
若干名

ホームステイ期間　４月～６月（予定）

募集世帯　１世帯

応募条件　次の項目を満たすご家庭

　①国際交流に関心があり、ホームステイにご理解と

　　家族の同意が得られる家庭

　②学生へ食事と個室、寝具などを提供していただけ

　　る家庭

　③Wi-Fi環境が整っている家庭

受入補助　食費や光熱水費として５万円／月交付

応募締切　２月２７日（金）

応募方法　市役所企画財政課企画係までご連絡ください

注意事項　

　潤学生の募集はこれから大学で行われますので、応募が

　　なかった場合はホームステイ自体行われません。

　潤日本語学科が対象ですので日常的な日本語は通じます

　　が、性別などはまだ分かりませんのでご了承ください。

 　企画財政課企画係

　　　　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

応募・問合せ先

　インターンシップのホストファミリーを募集します
募
　
集

　市と韓国の釜山外国語大学校は、平成１５年に官学国際交流協定を結び、ガタリンピックへの参加や語学留学機

会の提供、学生の行政実地研修（インターンシップ）などを通じて、お互いがより発展していけるよう努めています。

　今年は４月～６月の３カ月間、市役所に学生（１人）を行政実地研修で受け入れる予定です。その際の滞在先とな

るご家庭（ホストファミリー）を募集します。ホームステイを通じて、国際交流・国際理解を深めてみませんか。
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潤加入できる人

　鹿島市に住民登録をしている人

潤掛け金

　１人５００円（年額）で、加入は１人一口です。

　中途加入の掛け金も１人５００円です。

潤共済期間

　共済期間は４月1日から翌年３月３１日までです。

　４月1日以降に加入申し込みをされますと、翌日か

　ら共済対象となります。

潤加入申込

　市内の『ゆうちょ銀行・郵便局窓口』でできます。

　申込書も備えてあります。

潤交通災害の対象

　図のような走行中の交通

　事故による人身事故が対

　象となります。

潤その他

　災害見舞金の請求や詳し

　いことは、気軽にお問い

　合せください。

 　市民課市民年金係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７ 

詳しくは

平成２７年度交通災害共済の加入申込を受け付けます
お
知
ら
せ

意見を求めるための公表資料および資料取得方法

　市のホームページに掲載します

　また、市役所２階都市建設課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、氏名を明記してください

　胸提出方法は、都市建設課へ直接提出するか、ＦＡＸ、

　　郵便、電子メールで送付してください

意見募集期間　２月２日（月）～３月２日（月）

提　出　先

　〒８４９－１３１２

　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　鹿島市役所　都市建設課　都市計画係

　姉０９５４（６３）２１２９

　糸toshi@city.saga-kashima.lg.jp

 　都市建設課都市計画係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは

鹿島市都市再生整備計画事業　事後評価（原案）
に関する意見を募集します

募
　
　
集

　市では、平成２５年度から平成２６年度にかけて実施した『都市再生整備計画事業』の事後評価を実施します。そ

こで、事後評価の原案に対し市民の皆さんの意見を参考とするため、意見を募集します。
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がん検診（追加検診）のお知らせ
　胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸がん・乳がんの追加検診を行います。まだ受診していない人はぜひ受診しま

しょう。希望する人は事前申し込みが必要です。（定員になり次第締め切りますのでお早めに）

※生活保護、市民税非課税世帯、後期高齢者医療被保険者は無料です

 　保健センター　緯０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

料 金日 程定 員対 象 者検診名

１,０００円
２月５日（木）受付８時３０分～１０時３０分

５０人

４０歳以上

胃がん

３００円（痰検査７００円）１００人肺がん

６００円
２月１日（日）受付８時３０分～１０時３０分
２月５日（木）受付８時３０分～１０時３０分

１００人大腸がん

７００円
２月２５日（水）受付９時～１０時

１００人
２０歳以上で
前年度未受診の女性

子宮頸がん

１,０００円（４９歳まで１,５００円）５５人
４０歳以上で
前年度未受診の女性

乳がん
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ジェネリック医薬品に関するお知らせ
～国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者の皆さんへ～

お
知
ら
せ

　国民健康保険と佐賀県後期高齢者医療広域連合では、現在服用している薬をジェネリック医薬品（後発医薬品）に

切り替えた場合に、薬代の自己負担額をどのくらい軽減できるか試算した差額通知ハガキを『ジェネリック医薬品

に関するお知らせ』として、１月末に郵送しています。

通知の対象となる人

　該当月に処方された先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた

場合に、１カ月あたりの自己負担額の軽減が一定額以上見込まれる人。

通知の記載内容

胸薬代にかかった金額のみ表示しています。（実際の支払いには、

　技術料・管理料など、別費用が含まれていることがあります）

胸ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる可能性があるこ

　とをお伝えするもので、切り替えを強制するものではありません。

通知書に関するお問い合わせ専用窓口

　『国民健康保険中央会コールセンター』を設けています。

通知書裏面にコールセンターのフリーダイヤルが記載されていますので、ご利用ください。

 　佐賀県後期高齢者医療広域連合　業務課給付係　緯０９５２（６４）８４７６

　　　　　市保険健康課国保係　　　　　　　　　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

恭ジェネリック医薬品とは？

　ジェネリック医薬品は、最初に作ら

れた薬（先発医薬品）の特許が切れた

後に販売される医薬品です。先発医薬

品と同等の有効成分・効能・効果をも

つ医薬品ですが、まったく同一という

わけではありません。

　ジェネリック医薬品を希望する場合

は、まずは、かかりつけの医師・薬剤

師へご相談ください。

食 改 さ ん の 料 理 教 室

　毎月１９日は『食育の日』です。市食生活改善推

進協議会では６月１９日から調理教室を開き、毎回

たくさんの人に参加いただいています。

　参加希望の人はお申し込みください。

と　　き　２月１９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

 　保健センター

　　　　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

応募・問合せ先

平成２６年度の対象者

①今年度中に次の年齢になる人

②６０～６４歳で、心臓・腎臓・呼吸器などに重い障がいのある人

注意事項　過去に２３価肺炎球菌ワクチンを接種した人

　　　　　は対象外です

接種回数　１回

自己負担　２,５００円（医療機関窓口でお支払いください）

　　　　　※生活保護世帯の人は無料

接種方法　県内の実施医療機関へ直接申し込んでくだ

　　　　　さい

 　保健センター

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　高齢者の肺炎球菌感染症予防接種
～　次の対象者の接種期限は３月３１日（火）までです　～

お
知
ら
せ

　この制度で定期接種の助成対象となるのは、１人１回だけです。

対 象 生 年 月 日年齢
　昭和２４年４月２日～昭和２５年４月１日生６５歳
　昭和１９年４月２日～昭和２０年４月１日生７０歳
　昭和１４年４月２日～昭和１５年４月１日生７５歳
　昭和９年４月２日～昭和１０年４月１日生８０歳
　昭和４年４月２日～昭和５年４月１日生８５歳
　大正１３年４月２日～大正１４年４月１日生９０歳
　大正８年４月２日～大正９年４月１日生９５歳
　大正４年４月１日以前の生まれ１００歳以上
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　市内のいろいろな分野で活動する団体の活動発表や作品展示・即売、青空市場などを

行います。昨年度は、『元気な鹿島』を多くの市民の皆さんに堪能していただきました。

今年度は、更に楽しんでもらおうと、現在『ハウステンボス』のミューズホールで１日

５公演ショーをされている『ハウステンボス歌劇団』を招いています。ハウステンボス

歌劇団の素敵なステージを心から楽しんでいただきたいと思います。

お
知
ら
せ

鹿島市みんなの集いを開催します
イ
ベ
ン
ト

と　　き　３月８日（日）　１０時～１５時１０分

と　こ　ろ　市民会館およびその周辺

内　　容　９時３０分～　喰受付開始、青空市場、展示

　　　　　１０時～　　　喰開会セレモニー

　　　　　１０時３０分～　喰医学講座『知って防ごう、熱中症！』

　　　　　　　　　　　　講師　　祐愛会織田病院　織田良正医師

　　　　　　　　　　　喰ステージ発表

　　　　　１３時３０分～　喰記念公演『ハウステンボス歌劇団』Y&Gコンサートとショー

そ　の　他　入場整理券５００円が必要です。（市役所２階生涯学習課およびエイブルで購入できます。）

 　鹿島市みんなの集い実行委員会（市生涯学習課内）　緯０９５４（６３）２１２５詳しくは

寓ハウステンボス歌劇団
　トップスター優雅さん

　祐徳門前で開催された『鹿島市産業まつり（産業紹介展）』には２日

間で１，０００人を超える来場者があり、３つの農産物の重さの合計

を当てる『重量当てクイズ』には市内外から４４５人の応募をいただ

きました。

　正解はお米５.７２５㎏、みかん５.２２０㎏、福頭４.３２５㎏ の合

計で１５.２７０㎏ でした。応募いただいた中から正解に近かった３

人へ賞品として、鹿島の農畜産物や海苔を詰め合わせた特産品セット

を送らせていただきました。

四金賞　永松三男さん（鹿島市能古見）

　　　　予想重量１５.２　㎏

四銀賞　原芙美子さん（唐津市）

　　　　予想重量１５.４２㎏

四銅賞　桟　和恵さん（鹿島市高津原）

　　　　予想重量１５.１　㎏

 　鹿島市産業まつり実行委員会（農商工連携推進室内）

　　　　　緯０９５４（６３）３４１１

詳しくは

～１２月７日・８日　鹿島市産業まつり～

『農産物重量当てクイズ』の正解は１５．２７０kgでした
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
受 賞 者 紹 介

紺綬褒章　エスティ工業㈱様

１月９日

市へ多額の寄付をされ市政へ

多大な貢献をいただいた功績

に対して、国から紺綬褒章が

授与されました。

この日、同社代表取締役社長

里民則様への伝達式を行いま

した。

受 賞 者 紹 介

文部科学大臣表彰

伊東恒彦様、竹下康雄様

１２月２６日

永きにわたる市の社会教育へ

の献身的な功績により文部科

学大臣より社会教育功労者と

して表彰されました。なお、

今年度は佐賀県内からは、お

２人のみが受賞されました。

この日、教育委員会で伝達式

を行いました。

　１月１１日に行われた成人式では、久

しぶりに会う同級生との再会に自然と笑

みがこぼれ、会場は華やかな雰囲気に包

まれていました。

　式典の中で、新成人代表の植松千明さ

んが、「両親をはじめ、家族、先生方、

地域の方々、そして素晴らしい友人たち

など数多くの人たちに支えられ、励まさ

れてきました。これからは社会に貢献し、

少しでも恩返しできるよう、今後、多く

のことを学び、努力していきます。」と力

強く決意の言葉を述べました。

二十歳の門出を祝う

寓市民憲章を宣言

　藤家希巳也さん

寓決意の言葉

　植松千明さん

寓記念品贈呈

岡寛樹さん、川﨑成美さん

　１２月２３日から３泊４日の行程で、韓国 全羅南道  高興 郡の大西初等學校児童
チョルラナムド コフン

１２人が鹿島市を訪問し、北鹿島小学校の児童との交流を行いました。

　今回の訪問は、平成２１年度より隔年で相互訪問を開始して３度目となりまし

た。歓迎交流会や茶道、餅つきの体験、ホームステイなどを通して、それぞれの文

化を学び合い、友好を深めることができ、充実した交流となりました。

北鹿島小『韓国 大西 初等學校との姉妹校交流』
テソ
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冬の風物詩

３００年以上続く　ふな市

１月１９日

浜町酒蔵通りを会場に恒例の

『ふな市』が開催されました。

この日は早朝から、活きのい

い鮒の販売、『ふなんこぐい』

の試食やイベントなどが催さ

れ、たくさんの人でにぎわい

ました。

プロ野球選手による少年野球教室が開催されました

　プロ野球中日ドラゴンズの一軍コーチ

を務める辻発彦さんや、日本ハムを昨年

引退した稲葉篤紀さんらによる少年野球

教室が１月６日にありました。

　辻さんの後援会が主催で毎年開催をさ

れているもので、今回は初めて鹿島市民

球場で行われました。

　現役のプロのコーチ・選手など計９人

が、走塁・バッティングなど熱心に指導

をしていただき、県内の小中学生２２０

人が参加しました。

　寓身振りを交えて指導する稲葉さんと
　　真剣に聞く子どもたち

災害のない１年を願って　－鹿島市消防出初め式－

　１月４日、中川グラウンドにて鹿島市

消防出初め式が開かれました。消防署

員・消防団員約５１０人が分列行進や、

中川での祝賀一斉放水を行い、今年１年

間の防災への決意を新たにしました。

　また式では、３年間無火災中の古枝分

団と１年間無火災中の北鹿島・浜町の計

３分団、そのほか個人の功労者として

５２人がそれぞれ表彰されました。

鹿島市議会議員選挙　立候補予定者説明会の開催統一地方選挙

恭鹿島市議会議員立候補予定者説明会

　市議会議員選挙の立候補予定者に対する説明会を開

催します。立候補を予定されている人は、必ず出席し

てください。

と　　き　２月２３日（月）１３時３０分～

と　こ　ろ　市民会館３階大会議室

そ　の　他　出席は立候補予定者を含む２人以内

 　選挙管理委員会　緯０９５４（６３）３４１８詳しくは

　この選挙は、私たちの意見を県政または市政に反映

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。

潤佐賀県議会議員選挙

　告　示　日　　　　４月３日（金）

　投開票日　　　　４月１２日（日）

　期日前投票期間　４月４日（土）～４月１１日（土）

潤鹿島市議会議員選挙

　告　示　日　　　　４月１９日（日）

　投開票日　　　　４月２６日（日）

　期日前投票期間　４月２０日（月）～４月２５日（土）

恭統一地方選挙日程（予定）
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“Bomb out” 

今月のキーフレーズ

№１１０

　この表現は「自分の務めに失敗する」という意味で使われます。 ジョリン先生

四Hawaiian Words四
（ ハ ワ イ の 言 葉 ）

 Holoholo  :驚く　　　　　　
ホロホロ

 Hele  :動く、行く、旅行する
ヘレ

　（ロ　ン）　テストどうだった？

　（レ　ン）　ダメだったと思うよ。僕、答え全部

　　　　　　忘れてたよ。

Ron:
Reyn:

How did you do on the test?
I think I bombed out. I forgot all the 
answers.

　昨年の１２月２１日（日）に、分校

児童（１年生２人、２年生４人）が、

田植えし収穫した餅米で、本校のＰ

ＴＡ役員や職員、能見の会（地域ボ

ランティア）など、有志の方々の手

伝いを受けて『分校餅つき会』が行

われました。この会は、分校ＰＴＡ

主催の行事ですが、すでに３０年以

上も続く伝統ある行事だそうです。

　小雪混じりの肌寒い中、９時頃か

ら杵や臼を使った餅つきが始まりま

した。児童の中には、分校児童の兄

弟姉妹や来年度入学予定の児童も参

加し、賑やかな餅つき会となりまし

た。初めて参加した１年生児童の日

記を紹介します。

　わたしが、一ばんすきだったのは、

もちをつくのがすきでした。ともだ

ちも、「もう一かいしたいな。」と

いっていました。もちつきはものす

ごくたのしかったです。おかあさん

も「たのしかったよ。」といっていま

した。　《Ａ児》

　さいしょあんこをまるめました。

そのあときなこもちをたべたりおい

もをたべたりしました。そして、お

もちの中にあんこをいれてまるめま

した。もちつきは、たのしかったで

す。　《Ｂ児》

　来年度も、思い出多い餅つき会に

なるように、みんなで協力しながら

伝統行事を続けたいと思います。

伝統ある分校餅つき会

能古見小学校浅浦分校

校学 だ よ り

No.２１３

　（レ　ン）　落第してないといいけど・・・。

　（ロ　ン）　一生懸命勉強したんだから、何も

　　　　　　心配することないよ。

Reyn:
Ron:

I hope I don't bomb out of school.
If you study hard, you have nothing to 
worry about.

こんなときこのひとこと、学校だより
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布団などを出すとき
　不要になった布団などは、『燃えるごみ』の袋に入らなければ『粗大ごみ』となります。

布団はひもで縛り、『粗大ごみステッカー』を貼ってください。

　そのとき、せっかく貼ったステッカーが回収されるまでの間に剥がれることがないように、布団に直接貼らずに、

下の写真①のようにひもを挟むように貼ってください。（住所・氏名は見えるように）

　または、指定袋以外の大きめの袋に入れ、粗大ごみシールを貼ってもらっても構いません。（写真②）

 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

このごみどの袋など

No.１１９

閣 郭

寓ひもに貼ったステッカー（写真①） 寓袋に貼ったステッカー（写真②）

潤最近、犬や猫の放し飼いが多く報告されています

　　首輪に鑑札・注射済証・迷子札を付け、目印にしましょう。マイクロチップを埋め込むのも一つの手です。

　もし、迷子になっても家に帰ることができます。

潤もし迷子になったら？

　　市環境下水道課、杵藤保健所、鹿島警察署へ届け出て

　ください。一時保護されている場合があります。

　また、見つかり次第連絡します。

潤飼育放棄による放し飼いや遺棄も報告されています

　　病気や高齢になって飼えないから…は理由になりません。どうしても飼えなくなったときは、次の飼い主を

　見つけてください。捨てたりすれば１００万円以下の罰金に処せられる場合があります。

犬も猫も大切な家族の一員です　～ペットは責任もって飼いましょう！～

市環境下水道課　緯０９５４（６３）３４１６

杵藤保健所　　　緯０９５４（２３）３５０１

鹿島警察署　　　緯０９５４（６３）１１１１

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

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

武雄税務署からのお知らせ

各種税の申告と納付は期限内にお願いします
　平成２６年分の申告期間と納付期限は次の通りです。

　申告には、国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」を

ぜひご利用ください。

潤所得税および復興特別所得税

　　２月１６日（月）～３月１６日（月）

潤個人事業者の消費税および地方消費税

　　３月３１日（火）まで

国税庁 検索

隔

http;//www.nta.go.jp

 　武雄税務署　緯０９５４（２３）２１２７

　　　　　※自動音声ガイダンスに従って番号を
　　　　　　選択してください

詳しくは
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えいぶる講座　募集中講座 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～７月１５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２階

音楽スタジオ

２月１１日～７月２２日
［月２回　水曜日］
１３時３０分～１５時

永野間　由美子さん１５人フルート教室②

無料未定３月開講予定
九州電力㈱

武雄営業所
２０人

エイブル倶楽部会員対象講座

家庭でできる簡単ECO教室

 佐藤 　
さ と う

 淳 　展
あ つ し

床　の　間
コーナー

　２、3月の床の間コー

ナーは鹿島市生まれの日

本画家、佐藤淳さんの描

く、魅力あふれる豊かな

国『インド』をテーマと

した作品を紹介します。

ご本人によるギャラリートーク

　と　き　２月１５日（日）１０時～

　ところ　エイブル２階交流プラザ

展　　示　３月２９日（日）まで

図書館からのお知らせ市　民
図書館

恭レファレンス（調べもの）をご利用ください

　図書館では調べもののお手伝いをして

います。気軽におたずねください。

潤内容によってはお時間をいただく場合

　があります

潤懸賞・宿題の回答や美術品鑑定などはお

　断りしています。

恭インターネット予約のご案内

　図書館のホームページから本を予約することができ、大変便利な

サービスです。ぜひ、ご利用ください。

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

エイブルにおいでよ！エイブルに行こうよ！
　日ごろ、エイブルを利用している人だけでなく、広く活動・学習の成果を発

表する場として、エイブルホール、1階エントランス、2階・3階の一部を無

料開放します。

　出演、出展希望者はどしどしお申込みください。

と　　き　５月１６日（土）～２４日（日）

と　こ　ろ　エイブルホール、エントランス、交流プラザ、生活工房など

内　　容　楽器演奏、合唱、ダンスなどの発表、生け花、書道、水墨画、

　　　　　絵手紙、陶芸などの作品展示

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記入し、事務局

　　　　　（エイブル２階）に持参またはFAXでお申し込みください。

　　　　　申込用紙はホームページからもダウンロードできます。

申込締切　２月２０日（金）

※例年開催のフリーマーケットは、内容を一新して実施予定です

エイブル祭り　開催決定！
５月１６日（土）～２４日（日）

平成２７年度

えいぶる事業

寓アトリエにて

～インドを題材とした自選展～

 　市民図書館 緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

エイブルからのお知らせなど

寓調べものはこちらへ
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　『畑作物の直接支払交付金（ゲタ対

策）』および『米・畑作物の収入減

少影響緩和対策（ナラシ対策）』の交

付対象者は平成２７年産から認定農

業者、集落営農の構成員、認定新規

就農者になりました。

　まだ、認定農業者等の担い手と

なっていない人は、平成２７年産の

加入申請期限（平成２７年６月末）ま

でに、認定農業者や認定新規就農者

となるか、集落営農に参加すること

などが必要です。お早めに準備をお

願いします。

※認定農業者、認定新規就農者になる

　には、市が指定する計画書を作成し、

　審査会で認定される必要があります。

 　農林水産課農政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

 

　後見人、保佐人、補助人などの成

年後見制度と任意後見制度の利用方

法、遺言書の作り方などについての

説明会を開催します。

と　　き　２月１１日（祝）１０時～１２時

と　こ　ろ　アバンセ４階第１研修室

　　　　　（佐賀市天神）

定　　員　５０人

参　加　費　無料

怯成年後見・相続・遺言電話無料相談

と　　き　毎週火曜日１８時～１９時３０分

≪専用ダイヤル≫

　　緯０９５２（２９）０６３５

 

　　成年後見センター・リーガルサポート

　　佐賀支部（佐賀県司法書士会）

　　緯０９５２（２９）０６２６

おお知知ららせせ

農家の皆さんへ

詳しくは

「遺言と成年後見」の
説明会

詳しくは

 

　国民健康保険・後期高齢者医療の

被保険者が亡くなられた場合、その

葬祭を行った人（喪主）に対し、申請

により葬祭費（国保２万５千円、後

期３万円）を支給しています。

　詳しくはお問い合わせください。

※葬祭を行った日から２年を経過し

　ますと、時効により支給ができな

　くなりますのでご注意ください。

 　保険健康課国保係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

 

　調査票への記入・回収に際しまし

ては、お忙しいところご協力いただ

きありがとうございました。

　経済産業省で集計の後、平成２７

年９月～１１月（予定）に速報が公表

されます。調査結果はこれからの工

業関係のさまざまな計画や施策の基

礎資料として利用されます。

 　企画財政課秘書広報係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１４

 

　３月で６５歳になる人を対象に、

制度説明会を開催します。多くの皆

さんのご出席をお待ちしています。

　なお、対象以外の人も気軽にご出

席ください。

と　　き　２月１９日（木）１４時～

と　こ　ろ　市民会館１階第４会議室

 　介護保険事務所

　　　　　緯０９５４（６９）８２２２

国民健康保険・後期高齢者医療
葬祭費の支給制度があります

詳しくは

平成２６年工業統計調査への
ご協力ありがとうございました

詳しくは

介護保険制度説明会を
開催します

詳しくは

 

　不足しがちな寒さの厳しい冬、皆

さんのご協力をお願いします。

と　　き　２月１８日（水）１０時～

と　こ　ろ　ショッピングタウン　ピオ

 　鹿島ライオンズクラブ

　　　　　緯０９５４（６３）４５７６

 

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、いろ

いろな作業についてお気軽にご相談、

注文ください。

恭家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉

のチップ（EM入り）はいかがですか。

　この堆肥を使いやすい「袋詰め」や

トラック「バラ積み」で格安にて販売

しています。土づくりに最適です。

恭刃物研ぎいたします。

　包丁、かま、のこ、チェーンソー

などの刃物研ぎをお受けします。

と　　き　２月１９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３月まで

　　　　　に６０歳になる人

説　明　会　２月１９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

献血バスが来ます！
街頭献血キャンペーン

詳しくは

こんな仕事もお受けします
シルバー人材センター

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ

　平成２６年１２月分市長交際費の支出状況を公表します。

 　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

支出の相手方、行事名支出金額支出日区　分
供花１件１０,８００円１２月１１日弔　慰
年賀状６０枚３,１２０円１２月１５日その他
（４月からの累計　２８７,０４７円）１３,９２０円合　計

平成２６年１２月
市長交際費支出状況表

水道の開始・中止には事前に

　水道課窓口での手続きが必要です

問合先　水道課　緯（６２）３７１８

潤市税集合徴収分
潤介護保険料
潤後期高齢者医療保険料の

第９期の口座振替日は

２月２　７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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　鹿島市交通対策協議会・鹿島地区

交通安全協会は、４月から小学校入

学予定の子どもたちの交通安全教育

の一環で、イベントを開催します。

　好天時には、屋外で白バイ・パト

カー展示、ヤマト運輸による交通安

全教室も実施します。

と　　き　２月４日（水）９時２０分～

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　容（変更になる場合があります）

胸交通安全劇場

　（賑い商はっぴぃ竃かむかむ）

胸県警音楽隊による音楽生演奏など

 　総務課防災係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１３

 

　昭和６０年に旭ヶ岡公園の桜の保

存と育成を目的に発足した鹿島市桜

樹保存会では、今日まで約４００本

の桜を植樹し、また、桜の生育調査

を行うなど、より良い桜の環境づく

りを目指しています。

　今年も皆さんとともに桜の木を植

樹します。ぜひご参加ください。

と　　き　２月２２日（日）１０時～

と　こ　ろ　旭ヶ岡公園

※ご寄付も、随時受け付けています。

　皆さんのご支援をお願いします。

 　鹿島市桜樹保存会事務局

　　　　　（鹿島青年会議所内）

　　　　　緯０９５４（６２）５６５６

イイベベンントト
新入生のための交通安全
フェスタIN鹿島

詳しくは

鹿島市桜樹保存会
植樹祭

詳しくは

 

　作業学習などで生徒が作った製品

を接客販売します。

と　　き　

潤中学部　２月６日（金）１０時～１６時

※中学部は学校内でも販売します

　（１０時３０分～１２時、１３時３０分～１４時３０分）

潤高等部　２月２０日（金）１０時～１５時３０分

と　こ　ろ　ゆめタウン武雄

販　売　品　やきもの、手工芸品、

　　　　　木工品、野菜、花苗など

※生徒による販売は１０時～１４時３０分です

 　うれしの特別支援学校

　　　　　緯０９５４（６６）４９１１

 

 

　介護予防に興味がある人、最近運

動不足で運動を習慣づけたい人、家

でもできる簡単なストレッチを教え

てほしい人など、いつまでも元気で

若々しく過ごすために、皆と一緒に

楽しく体を動かしましょう！

と　　き　３月２４日までの毎週火曜日

　　　　　１０時～１１時３０分

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階和室

内　　容　ストレッチ、エクササイズなど

参　加　費　５００円／回

持　参　品　バスタオル、飲み物、タオル

※申し込み不要、どなたでも参加できます

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

うれしの特別支援学校
販売会の開催

詳しくは

講講習習会会・・教教室室
介護予防運動教室

（運動サークル）のご案内

詳しくは

 

　子どもに起こりやすい事故の予防

と手当、病気と看病の仕方など学ん

でみませんか？

と　　き　２月２１日（土）、２２日（日）

　　　　　９時～１７時

と　こ　ろ　日本赤十字社佐賀県支部

　　　　　（佐賀市）

参　加　料　１,８００円（テキスト代含む）

持　参　品　筆記用具、昼食

※運動ができる服装で参加ください

 

　日本赤十字社佐賀県支部事業推進課

　緯０９５２（２５）３１０８

 

　地域生産たい肥の展示も行います。

と　　き　２月１２日（木）

　　　　　１３時３０分～１６時

と　こ　ろ　産業活性化施設　海道しるべ

対　　象　農業に関心のある人

参　加　費　３００円

 　食彩かしま　中牟田

　　　　　緯０９５４（６３）２８１６

 

　市内で出る生ごみを堆肥化して、

循環型社会をつくろう。（入場無料）

と　　き　２月８日（日）１３時３０分～

と　こ　ろ　エイブルホール

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

赤十字幼児安全法
支援員養成講習会

申込・問合せ先

地域循環型農業を目指して
春作　野菜づくり勉強会

詳しくは

鹿島市環境衛生推進協議会
講演会のお知らせ

詳しくは

情報掲示板　愚　イベント・講習会・教室

地域別最低賃金

効力発生日１時間件　名

平成２６年１０月４日　６７８円佐賀県最低賃金

特定（産業別）最低賃金

効力発生日１時間件　名

平成２６年１２月２０日　７８２円一般機械器具製造業関係

平成２６年１２月２６日　７４６円電気機械器具製造業関係

平成２６年１２月１８日　６７９円陶磁器・同関連製品製造業

賞与、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外手当等は算入されません。

 　佐賀労働局　労働基準部　賃金室　緯０９５２（３２）７１７９詳しくは

佐賀県の最低賃金が改正されました
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と　　き　３月２３日（月）～２６日（木）

　　　　　１３時３０分～１６時３０分

と　こ　ろ　嬉野市中央公民館（塩田町）

内　　容　パソコン基礎、文字入力、

　　　　　インターネットなど

対　　象　パソコン初心者

受　講　料　３,７００円（テキスト代含む）

定　　員　２０人（要事前申込）

申込期間　２月２３日（月）～３月５日（木）

※パソコンを持ち込みできます

 　NPO法人シニアネット佐賀

　　　　　緯０８０（２７３６）２２１８

 

“小さな会社を強くするブランドづくり”

　『小が大を超えるマーケティング

の法則』の続編のセミナーを開催し

ます。（入場無料）

と　　き　２月２０日（金）１９時～２１時

と　こ　ろ　エイブルホール

 　鹿島商工会議所

　　　　　緯０９５４（６３）３２３１

 

　行政書士による、中小企業の知的

資産経営支援のためのシンポジウム

を開催します。（参加無料、要申込）

と　　き　２月１６日（月）１３時～１７時

と　こ　ろ　グランデはがくれ（佐賀市）

内　　容　基調講演、事例発表、

　　　　　パネルディスカッション

 　佐賀県行政書士会

　　　　　緯０９５２（３６）６０５１

 

 

　お隣との境界はどこ？など境界に

関するトラブルや相談を、法務局職

員、土地家屋調査士がお受けします。

と　　き　２月１５日（日）１０時～１５時

と　こ　ろ　佐賀合同庁舎（佐賀市）

予約締切　２月１３日（金）１７時

 　佐賀地方法務局総務課

　　　　　緯０９５２（２６）２１４９

　　《当日》緯０８０（２７３７）２４７２

チャレンジパソコン
in嬉野

詳しくは

経営者セミナーを
開催します

詳しくは

知的資産経営WEEK2014
シンポジウムin佐賀

詳しくは

相相 談談
境界トラブル無料相談所

（予約制）

詳しくは

 

　不動産の相続・売買・贈与などの

登記、供託、債務整理、成年後見、

遺言など司法書士業務全般に関する

いろいろなご相談をお受けします。

と　　き　２月２１日（土）１０時～１５時

と　こ　ろ　市民会館２階第５会議室

そ　の　他　当日は電話相談も受け付けます。

≪専用ダイヤル≫

　　緯０９５２（４０）２２２０

　　緯０９５２（２９）０６３５

 　佐賀県司法書士会

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

 

 

　入居予備者は、抽選により選考し

ます。詳細はお問い合わせください。

対象団地　市内全４団地ほか

　　　　　（武雄市・大町町地区）

申　込　書　２月２日（月）から配布

受付期間　２月５日（木）～１２日（木）

　　　　　９時～１９時

　　　　　（８日・１１日は休み）

受付場所　武雄市武雄町昭和２６５番地

　　　　　指定管理者　川原建設

抽　選　日　２月１９日（木）

抽選会場　武雄総合庁舎

 　

　　指定管理者　川原建設武雄管理室

　　緯０９５４（２６）０５２２

 

　多くの皆さんに身近な存在として

国有林を感じていただけるようにモ

ニターを募集します。応募方法など

詳しくはお問い合わせください。

活動内容　

　広報誌や資料を送付し、国有林の

情報をお知らせするとともに、モニ

ター会議への参加やアンケートへの

回答など、ご意見をいただきます

期　　間　４月1日～平成２８年3月３１日

対　　象　森林・林業に関心のある人

募集締切　２月２７日（金）

 　九州森林管理局企画調整課

　　　　　緯０９６（３２８）３５１１

司法書士による
県下一斉無料法律相談会

詳しくは

募募 集集
県営住宅入居予備者を

募集します

詳しくは

国有林モニター
を募集します

詳しくは

 

　当日は、市内６つの酒蔵の蔵開き

のほか、肥前浜宿、門前商店街など

市内各地でさまざまなイベントが行

われます。昨年は２日間で県内外よ

り約４万人のお客さんにお越しいた

だきました。

　鹿島市民のおもてなしの心で多く

の人をお迎えするために、イベント

当日のスタッフを募集します。興味

のある人はお問い合わせください。

と　　き　３月２８日（土）、２９日（日）

 　鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会

　　　　　事務局（市商工観光課内）

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

 

　平成２５年１０月以降、皆さんの

目を楽しませてきたクルーズトレイ

ン『ななつ星in九州』はダイヤ改正

のため３月７日（土）をもって肥前浜

駅での停車が一旦終了します。

　最終日には、お別れセレモニーも

開催します。催しに参加していただ

ける団体・個人も募集します。

停車時間　毎週土曜日１１時４８分～１２時

 　鹿島市観光協会

　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

 

　昨年好評だった夜桜ボンボリを、

今年も行います。ボンボリは大手門

から赤門にかけての花のトンネルや、

公園内に設置します。

　ボンボリ設置に協賛いただける市

内の企業や団体を募集します。

設置期間　３月下旬～４月上旬ごろ

募集期間　２月９日（月）～（先着順）

 　鹿島市桜樹保存会事務局

　　　　　（鹿島青年会議所内）

　　　　　緯０９５４（６２）５６５６

鹿島酒蔵ツーリズム娯
スタッフ募集

詳しくは

ＪＲ肥前浜駅『ななつ星』
の停車が一旦終了します

詳しくは

旭ヶ岡公園桜まつり
夜桜電飾ボンボリ協賛募集

詳しくは

情報掲示板　愚　講習会・教室・相談・募集
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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）

２月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成２３年７月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票、尿
内　容　身体測定、育児相談、尿・目・耳の検査
　　　　歯科・耳鼻科・小児科医の診察

１２日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２５年７月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票
内　容　身体測定、育児相談、歯科診察、
　　　　　　　　小児科医の診察、　フッ化物塗布（希望者のみ）

２６日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２６年１０月生まれ
持参品　母子健康手帳
内　容　身体測定、育児相談、
　　　　　　　　小児科医の診察 

２５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）
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

　　　　　　　　南部地区小児時間外診療センター（武雄地区休日急患センター）

　　　　　　　　武雄市武雄町大字昭和３００　緯０９５４（２２）５５９９

　　　　　　（２）火曜日の小児救急在宅医（２月）

　　　　　　　　※変更になる場合がありますので、受診の際は事前に杵藤地区消防本部救急医療情報案内または

　　　　　　　　　在宅医へ電話で確認してください。

　　　　　　　　　杵藤地区消防本部救急医療情報案内　緯０９５４（２２）４２０７

　　　　　　（３）水曜日

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

電　話　番　号所　在　地在　宅　医日　付

０９５４（６３）３３０９鹿島市　中牟田稗田産婦人科３日（火）

０９５４（６７）２１２０太良町田代医院１０日（火）

０９５４（４３）２１１１嬉野市　嬉野町田中医院１７日（火）

０９５４（６３）１１５８鹿島市　西牟田村山小児科２４日（火）

怯夜間の小児救急医療

　診療時間　９時～１７時

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

怯休日昼間の小児救急医療（日曜日・祝祭日）

母子健康手帳

母

子

母子手帳交母子手帳交付付
４４・・１１８８・・２２５５日（水日（水））

赤ちゃん相赤ちゃん相談談

受付　１３：３０～１４：３０
内容　身体計測・健康相談
対象　赤ちゃんと保護者
※来月は３月１８日（水）です。

１１８８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１２月生まれ

１１６６日（月日（月））
離乳食教離乳食教室室 ２回目フッ化物塗２回目フッ化物塗布布

受付　１３：４５～１４：００
内容　歯科診察・フッ化物塗布
対象　平成２５年２月生まれ
　　　（希望者のみ）

２２６６日（木日（木））
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

受付　１０：００～１０：３０
内容　離乳食指導・試食等
対象　【前期】５・６カ月児の保護者
　　　【後期】８～１０カ月児の保護者

【前期【前期】】１０１０日（火日（火））
【後期【後期】】２４２４日（火日（火））

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０９５４（６３）０８７４

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　『ひなまつりってなぁ～に？』
　対　象１歳７ヵ月児～就学前児と保護者

１６日（月）市民交流プラザかたらい４階
　　　　１０時～１２時

よちよちサークル　『はじめてのひなまつり竃』
　対　象５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

２３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 公式フェイスブックを開設しました！

https://www.facebook.com/wawawapot
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広報かしま原稿締切日

４月号３月号
３月４日１月３０日

２月

 如月 
きさらぎ

１日（日）　出張！週末朗読inエイブル　

エイブル３階研修室　１４時～

３日（火）　祐徳稲荷神社　節分祭　　　　祐徳稲荷神社

４日（水）　新入生のための交通安全フェスタIN鹿島・・・・［２２ページ参照］

エイブルホール　９時２０分～

１１日（祝）　祐徳稲荷神社　初午祭　　　　祐徳稲荷神社

２６日（木）　肥前浜宿まちなみ活用委員会

継場（八宿）　１９時３０分～２１時

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館２階

　１２日（木）　受付１３時～１４時　　　　　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始

　２６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

　５日（木）　１０時～１５時

愚成人健康相談　保健センター

　４日（水）　９時３０分～１０時

愚住宅設計無料相談　旧池田家（南舟津）

　１４日（土）　１０時～１２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

　２４日（火）　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

　２・９・１６・２３日（月）、６・１３・２０・２７日（金）

　　９時３０分～１２時、１３時～１６時３０分

愚こころの健康相談（臨床心理士　対応）

　１８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

　２４日（火）　　１０時～１６時　要予約

　ＮＰＯ法人　それいゆ　緯０９０（６２９６）７５５０

愚ことばの相談　福祉事務所相談室　要予約

　２６日（木）　　１３時３０分～１６時　福祉事務所緯（６３）２１１９

愚厚生年金・国民年金相談　市役所５階第６会議室

　３・１７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

　２５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

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

夜　　間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内
　　　　　緯０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は２５ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日
ミズ西牟田店別府整形外科　緯（６３）３０６３１日（日）
ミズスカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５８日（日）
アルナ浜店薬師寺医院　緯（６３）５２８１１１日（祝）
ミズ北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６１５日（日）
祐信堂薬局中村医院　緯（６３）９２３４２２日（日）

７・１４・２１・２８日（土）、
１・８・１５・２２日（日）、１１日（祝）

市役所
保健センター

休館日はありません
市民交流プラザ
（かたらい）

３・１０・１７・２４日（火）、１１日（祝）
子育て支援センター
（かたらい４階）

２・９・１６・２３日（月）、
１２・２６日（木）

市民図書館

２・９・１６・２３日（月）、１２日（木）
生涯学習センター
（エイブル）

３・１０・１７・２４日（火）、１２日（木）陸上競技場・体育館

２・９・１６・２３日（月）
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

山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
鹿島設備　　　　　　緯（６３）３２２８
大隈設備　　　　　　緯（６２）１３０２
マツモト　　　　　　緯（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　緯（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
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

　１日（日）
　７日（土）
　８日（日）
１１日（祝）
１４日（土）
１５日（日）
２１日（土）
２２日（日）
２８日（土）


