
　４月２０日（日）は、鹿島市長選挙と鹿島市議会議員補

欠選挙の投票日です。

　私たちの意見を市政に反映させるための大切な選挙で

すので、投票には忘れずに出かけましょう。

　『選挙権　もってるだけでは　もったいない』の標語は、

県選管が募集した明るい選挙キャッチフレーズコンクー

ルで入選した倉﨑綾子さん（野畠）の作品です。

（１０ページに関連記事があります）

投票に行きましょう！

市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい市の市の木木

平成２６年２月２８日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯２＋人２１－世帯１０,７２７人３１,０９８

世帯７－人７－世帯　５,３１７人１４,３５１鹿　　島

世帯２＋人３－世帯　１,１６５人  ３,７１２能　古　見

世帯０人６＋世帯　１,０１８人  ３,１９４古　　枝

世帯５＋人６－世帯　１,０５５人  ３,１０５浜

世帯１＋人４－世帯　１,２１９人  ３,６７１北　鹿　島

世帯１＋人７－世帯　　　９５３人  ３,０６５七　　浦

人１２－人１４,６３５男

人９－人１６,４６３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）

写真

４月２０日（日）は投票日です

選挙権　もってるだけでは　もったいない

鹿島市長選挙
鹿島市議会議員補欠選挙
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建はじめに

　私が市長に就任してから４年に

なりまして、任期最後となる議会

に臨むにあたり、これまでの時間

を振り返りながら、改めて市民の

皆様の負託に応える重みというも

のを感じているところでございま

す。

　市長に就任したときに申し上げ

ましたが、私の市政に寄せる思い

を一言で表すとすれば、『ふるさ

と鹿島に新しい風を吹かせたい、

そして風通しの良いまちにした

い』ということでした。その思い

は今でも変わってはおりませんし、

この４年間を、精一杯努めてきた

つもりでございます。

　今後、人口減少や少子高齢化が

加速度的に進む中、鹿島市の都市

機能を維持していくためには、

ニューディール構想の中でも優先

的に取り組まなくてはならないも

のが『シビックセンター再整備構

想』であります。

　特に、平成２６年度には、その

一端を担う『市民交流プラザ（仮

称）』の開設を控え、さらに県の現

地機関の受け入れ先と考えており

ます『新世紀センター（仮称）』の

建設にも道筋をつけていきたいと

考えております。

建市民交流プラザ（仮称）の施設運

営について

　『鹿島ニューディール構想』の

一つである『市民交流プラザ（仮

称）』は、福祉会館などの老朽化対

策、機能充実、市民の皆様から要

望の多い子育て支援施設などの設

置や中心市街地の賑わい創出、交

流人口の拡大などを目的としてお

ります。

　現在、庁内で組織する調整会議

や関係団体との調整を進めながら、

『いつでも』『誰でも』『気軽

に』顔を出せるような施設運営を

目指し、総合案内の設置や、『交

流スペース』といったフリース

ペースの有効活用、施設の相互利

用、開設日・時間帯の拡充など、

利用者目線に立った運営について

詰めを行っているところでござい

ます。

　これらを可能にすることにより、

ただ単に福祉会館の機能が『市民

交流プラザ（仮称）』に移転するの

ではなく、施設利用者以外にも幅

広い年代の方や地域の皆様が集い、

憩える『居場所づくり』となりま

すし、また『交流し、連携して活

力を生み出す』新たな付加価値を

備えた施設になるものと考えてお

ります。

　これらを具体的に申し上げます

と、『各種事業などの利用促進に

よる人・もの・情報の交流促進』、

『地域や市民等が連携・参画し、

自主活動ができるような場の提

供』、『憩いと安らぎを感じる魅力

的な日常空間の演出などによる賑

い創出』などでございます。

　今後、『市民交流プ ラザ（仮

称）』が核となり、市民サービスの

向上、中心市街地の賑わい創出に

つながるような施設にしてまいり

たいと考えております。

建佐賀県の現地機関の見直しにつ

いて

　佐賀県は、昨年１１月に県の現

地機関の再編整備について素案を

公表し、鹿島市に関係する分では、

現在の鹿島農林事務所と武雄農林

事務所を統合し、『杵藤農林事務

所』として鹿島市へ設置し、鹿島

土木事務所と武雄土木事務所を統

合し武雄市へ設置するとしており

ます。また、農業改良普及セン

ターは、現在の機能を維持しなが

ら農林事務所の組織として再編さ

れることになっております。

　私どもは、現地機関見直しの必

要性には一定の理解を示すもので

あり、また、再編後の農林事務所

が規模を拡大して鹿島市へ設置さ

れることは、第一次産業を基幹産

業と位置付ける本市にとっては歓

迎することであり、農林業振興に

資するものと大いに期待するとこ

ろであります。

　一方で、鹿島市は、これまで現

在の『鹿島総合庁舎』の機能の存

続を強く働きかけてきた経緯もあ

り、土木事務所が市外へ移転する

ことについては、防災対策や国道、

県道、河川などの整備や維持管理、

許認可や各種手続きなどの受付窓

口機能、地域住民の相談窓口機能

など、議会、区長会をはじめ、多

く市民の皆様に不安や懸念がある

ことも見逃せません。

　そこで、県の素案公表以来、地

域の不安を払しょくするため、い

ろいろな段階を通じて県との協議

を行い、具体的な提案を行ってき

　市議会３月定例会の冒頭、 口市長が当面の行政課題を述べ

ましたので、要約してお知らせします。

『まちづくり』に向けた当面の行政課題

　『まちづくり』に向けた
　　　　　　　当面の行政課題
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たところであります。

　その結果、再編後も現在の土木

事務所が担っている防災体制の整

備、受付相談窓口の設置、それぞ

れの担当職員の配置、土木事務所

職員が必要に応じて鹿島庁舎に出

向き、地域住民の皆様との打ち合

わせや業務が行える『サテライト

オフィス』の設置などが示されま

した。

　また、再編後の杵藤農林事務所

は、今年９月、一旦は現在の『鹿

島総合庁舎』の建物に移転します

が、鹿島市が建設を計画しており

ます『新世紀センター（仮称）』が

完成した段階で移転することも確

認されております。

　これらのことは、先日の佐賀県

議会の場でも質疑の中で表明され

ており、概ね鹿島市が提案してい

た内容を満たしていると一定の評

価をいたすところでございます。

　今後、さらに実務的に詳細を詰

めていくことになりますが、県の

現地機関再編については、実際の

『機能』の維持・充実と、地域住

民の皆様に安心感を与える『見え

方』の両方が必要であると考えて

おり、この機会をとらえ、さらに

鹿島市と佐賀県との連携を強化し、

建設を計画している『新世紀セン

ター（仮称）』がこの地域の農林業

振興や防災減災の拠点として有効

に活用されるものと確信しており

ます。

建鹿島市民会館建設研究会の進捗

状況について

　老朽化している鹿島市民会館へ

の対応について、今後どのような

方向に進むべきか、それまで『ま

ちづくり懇話会』の中で、市内の

主要団体の皆様にご意見を伺って

まいりました。

　これをさらに深く掘り下げるた

め、市内の主要団体の代表者の皆

様や公募の皆様、そして学識経験

者として佐賀大学の三島教授をお

迎えし、新たに『鹿島市民会館建

設研究会』を昨年１０月に設置し

たところでございます。

　研究会では、最近における市民

会館の利用状況やエイブルホール

との関係などを踏まえた上で、市

民会館が求められる『役割』や

『機能』、そして『建設の場所』

や『建物の規模』などに関して、

それらの項目ごとに議論していた

だいております。

　これらのご意見は今月末を目途

に報告書としてまとめていただく

ことになっておりますので、市民

の皆様には、その内容を踏まえて

どのような方向で進んでいくべき

か、何らかの形で市としての方針

をご提示したいと考えております。

　これが市民会館を建設するとい

う方向で進んだ場合には、市民会

館建設基本計画の策定を行う『市

民会館建設検討委員会』を設置し、

建設の基本コンセプトなどを策定

していく所存でございますので、

市民の皆様はもちろん、議会の皆

様のご理解、ご協力を賜りますよ

う、よろしくお願いいたします。

建東部中学校改築事業について

　次に、東部中学校改築事業につ

いて申し上げます。

　東部中学校の南棟と中棟は、長

年学び舎として多くの生徒を見

守ってまいりましたが、建築から

約５０年を経過し、老朽化すると

ともに、安全・安心の指標である

耐震度も不足しておりましたこと

から、２５年度、２６年度の２カ

年をかけて改築工事を行っており

ます。

　その改築工事にあたっては、災

害発生時において生徒たちの安全

を確保するとともに地域住民の避

難場所となることを視野に入れて、

長期間にわたる避難生活にも対処

できる機能を備えるような施設に

したいと考えております。

　まず、避難者の収容スペースと

しては、体育館を主に使用するこ

とになりますが、高齢者や障がい

をお持ちの方など、いわゆる要援

護者と言われる方々のための避難

スペースとして、多目的室を１階

に設け、同じ１階に避難施設や炊

き出し施設となる被服室や家庭科

室を配置し、長期にわたる利便性

を確保しております。

　また、体育館の近くには、トイ

レ・シャワー施設と避難生活の必

需品を備蓄する倉庫を複合して備

える『屋外便所棟』を設け、通常

のトイレとは別に、オストメイト

対応などの多目的トイレを２カ所、

さらに温水シャワー施設にも男女

各１カ所障がい者用を整備し、備

蓄倉庫には、６００食分の食料や

当面の飲料水、６００枚の毛布な

どを蓄える予定としております。

　これに加えまして、新しい校舎

の屋上には、鹿島市の公的施設で

は初めてとなる２０ｋｗの発電能

力がある太陽光発電施設を設ける

ほか、災害で電源を失った場合に

非常用発電装置や上水道が使えな

いときには、地下水を汲みあげて

浄水する装置も備えております。

　このように、災害時に避難者が

安全に、安心して避難生活を送れ

るように万全を期して設備を備え、

佐賀県内では初めてとなる避難所

としての機能を備える学校が年末

には誕生するところでございます。

このほかにも、

●市制６０周年記念事業

●スポーツ合宿の状況

●産業活性化施設『 海道 しるべ』
み　ち

　の開設

などについて述べました。

『まちづくり』に向けた当面の行政課題
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　平成２６年度の各会計の予算は、３月議会に提案され、いずれも議会の議決を受け、

各種事業がスタートしました。

　平成２６年度は市長の改選期にあたるため、当初予算では政策的な新規事業を除い

た予算を編成しましたが、継続して取り組んでいる中学校改築事業や地方都市リノ

ベーション事業など、大型の投資的事業（建設事業）を計上しているため、一般会計当

初予算額は１３５億８,９００万円で、昨年度の当初予算と比較して９億４,１００万

円（７．４％）の増となりました。

　政策的な新規事業などについては、市長改選後の６月議会に提案されることとなり

ます。

　詳細は市ホームページで公開していますのでご覧ください。

　　　　 　企画財政課財政係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

建一般会計予算の状況（構成）

増　　減平成２５年度予算額平成２６年度予算額会　計　区　分

７.４％９億４,１００万円１２６億４,８００万円１３５億８,９００万円一　般　会　計

９.４％９,１４１万円９億６,８２３万円１０億５,９６４万円公 共 下 水 道 事 業

特
別
会
計

０.０％０万円６１万円６１万円谷田工場団地造成・分譲事業

△０.７％△２,９８０万円４１億６,３１８万円４１億３,３３８万円国 民 健 康 保 険

５.６％２,０８３万円３億７,３６８万円３億９,４５１万円後 期 高 齢 者 医 療

１２.２％６,４８１万円５億３,１６０万円５億９,６４１万円収 益 的 収 入

水 道 事 業

企
業
会
計

１３.７％６,９１３万円５億　　３６０万円５億７,２７３万円収 益 的 支 出

△１７.０％△１,３５９万円７,９８０万円６,６２１万円資 本 的 収 入

△１.２％△４５０万円３億６,９４５万円３億６,４９５万円資 本 的 支 出

当初
予算

平成２６年度　鹿島市

建各会計の当初予算額

当初予算の概要をお知らせします

※表中の金額は、１万円未満を切り捨てています。

※水道事業の資本的収支の不足額については、収益的収支で生じる減価償却費や利益剰余金などで補填します。
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建平成２６年度一般会計の主な目的別予算配分（予算額と構成比）

当初予算の概要をお知らせします

農林水産業の振興

７億３,１４１万円

５％

毅農業振興地域整備促進事業  　　　　　　　３１８万円

毅中山間地域等直接支払交付事業　　１億　　５１１万円

毅農商工連携事業　　　　　　　　　　　１，０１２万円

毅産業活性化施設『海道しるべ』活動事業　　　３０６万円

毅儲かるさが園芸農業者育成対策事業　　７，５７９万円

土木、建設事業

１５億６,１６２万円

１１％

毅辺地道路整備（中川内～広平線）　　　　５，６２０万円

毅社会資本整備総合交付金事業（道路）　１億６，７９３万円

毅急傾斜地崩壊防止事業　　　　　　　　１，１６０万円

毅中木庭ダム周辺整備事業　　　　　　　６，６９５万円

毅地方都市リノベーション事業　　　３億７，４００万円

商工観光、企業誘致、
　雇用対策

３億１,９１５万円

２％

毅中小企業支援・育成対策　　　　　　　　　５０４万円

毅祐徳門前商店街活性化事業　　　　　　　　４６７万円

毅観光客誘致対策　　　　　　　　　　　　　８８３万円

毅酒蔵ツーリズム推進事業　　　　　  　　　３００万円

毅干潟展望館指定管理委託料　　　　　　　　８００万円

衛生、健康対策

９億１,７９０万円

７％

毅休日こどもクリニック運営事業　　　　  　８３３万円

毅妊婦安心風しん予防接種事業　　　　　　　１１８万円

毅妊婦・乳幼児健康診査事業　　　　　　３，１３３万円

毅太陽光発電設置補助事業　　　　　　　　　　３００万円

毅ごみ処理負担金（一部事務組合）　　２億３，１５９万円

議会、総務、消防
経費

１９億７,８１０万円

１５％

毅市制６０周年記念事業　　　　　　　　　　１２８万円

毅地域公共交通活性化事業　　　　　　　　　３４０万円

毅市民会館指定管理委託料　　　　　　　　　８０４万円

毅市民会館建設検討事業　　　　　　　　　　１２３万円

毅県の首都圏営業本部への職員派遣研修事業　　２０３万円

借入金の返済
（公債費）

１０億７,３５７万円

８％

　平成２６年度の一般会計借入金残高は９２億円となる見込みで

あり、地方交付税で返済額が全額措置される臨時財政対策債

（４３億円）を差し引くと、実質的な借入金残高は４９億円程度と

なります。さらに、この４９億円の返済にも、約５割の交付税措

置が見込まれます。

学校教育、生涯学習

２２億８,４４０万円

１７％

毅小中学校耐震補強・大規模改造事業　１億９，０２４万円

毅東部中学校改築事業　　　　　　１０億３，３４１万円

毅エイブル・市民図書館指定管理委託料　１億５，０２９万円

毅伝統的建造物群保存地区対策事業　　　７，８０２万円

毅給食センター調理等委託事業　　　　　６，４８０万円

福祉事業の推進

４６億７,０４１万円

３４％

毅臨時福祉給付金等給付事業　　　　　　９，５４５万円

毅地域共生ステーション防災対策整備事業　　　　８４０万円

毅放課後児童対策事業　　　　　　　　　４，３１８万円

毅保育所運営事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９億９，６６５万円

毅子どもの医療費助成事業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　９，１２１万円 など

など

など

など

など

など

など
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かかかかかかかかかかかかかかかかかかかか しししししししししししししししししししし まままままままままままままままままままま 観観観観観観観観観観観観観観観観観観観観 光光光光光光光光光光光光光光光光光光光光 戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦戦かし ま 観 光 戦 略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略略
平成２６年度から５年間の

　祐徳稲荷神社を核として、有明海や多良岳山系の四季の自

然と肥前浜宿、鹿島酒蔵ツーリズムなどの観光資源を結ぶこ

とで、市内での回遊性を高め、長い時間滞在してもらえるよ

うな観光地を目指します。 このため、市民、民間事業者、関

係団体、観光協会、行政が役割を分担し、一体となって進め

ようとするものです。

（１）アクティブシニア

　　自分なりの価値観をもち、定年退職後にも、趣味やさま

　ざまな活動に意欲的な、元気なシニア層を言います。

（２）主に女性（ファミリー層などを含む）

【国内】　主に福岡・長崎などの近隣都市圏

　　リピーターとなりうる滞在時間の長い個人客を狙います。

【国外】　主に中国・韓国を中心としたアジア圏

　『鹿島らしさ』キーワード

観光戦略のターゲット

PR・情報発信圏

怯かしま観光戦略プランVer.２とは？

　平成２１年２月に策定した『かしま観光戦略プ

ラン』に基づき、平成２１年度から平成２５年度

までの５年間、戦略の内容ごとに行政や団体、市

民といったそれぞれの役割分担により施策を展

開してきました。

　今年度以降の取り組みについては、『かしま観

光戦略プラン』を検証・実践してきた『かしま観

光戦略推進連絡協議会』で検討をし、これまでの

取り組みを活かしつつ、より着実に取組みを進

めていくための戦略・戦術と、数値目標を定めた

『かしま観光戦略プランVer.２』を平成２６年３

月に策定しました。

　今後５年間の鹿島市観光の目指すべき方向を

示しています。

寓３月開催のPRイベント『鹿島酒蔵ツーリズム』

どういった観光地を目指すのか？

寓年間２８０万人が訪れる『祐徳稲荷神社』

～『かしま観光戦略プランVer.２』がスタートします～
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【着地型観光の充実】を進める４つ戦術

①鹿島酒蔵ツーリズムの推進

②干潟体験など、各種体験メニューの充実

③観光素材の発掘と磨き上げ

④食文化や食材の充実・ＰＲを行うととも

　に、鹿島らしいお土産の開発『鹿島ブラ

　ンドの開発』に努めます。

【鹿島流おもてなし】を進める2つの戦術

①『おもてなしの心』『鹿島の魅力』につ

いての勉強会開催などによる人財の育成

②観光ガイドや各種体験活動の指導がで

きる人財の育成

鹿島酒蔵ツーリズムやニューツーリ鹿島酒蔵ツーリズムやニューツーリズズ
ム、干潟体験などといった鹿島ならでム、干潟体験などといった鹿島ならではは
の素材を活かしながら、観光客の市内の素材を活かしながら、観光客の市内回回
遊の仕組みづくりを充実させます遊の仕組みづくりを充実させます。。

おもてなしのために必要となるおもてなしのために必要となる、、
鹿島の魅力を学ぶ勉強会の開鹿島の魅力を学ぶ勉強会の開催催
やガイドの育成といった「人財やガイドの育成といった「人財育育
成」に努めます成」に努めます。。

【情報発信の強化】を進める2つの戦術

①ニーズに合った広報媒体の充実

②誘客・営業活動の強化

効果的な広報媒体を使って、効果的な広報媒体を使って、タタ
イムリーで、より効果的な情イムリーで、より効果的な情報報
発信を行っていきます発信を行っていきます。。

 　商工観光課観光振興係　緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

祐徳稲荷神社と連携し、着実に進めていく３つの戦略

　昭和２９年４月１日に鹿島市が誕生し、今年で６０年になります。この間、市民の皆さま一人一人に支えられ

て、ここまで歩んできました。

　今月の『広報かしま』から市制６０周年記念式典を予定しています１０月まで、

市の歩みを写真などで振り返ってみたいと思います。

　市では、市制６０周年を祝して、１０月２０日から３０日の期間に記念式典をはじ

め、さまざまなイベントを開催予定です。追ってお知らせしますので、お楽しみに。

　　　　　　　　 　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

第１回　鹿島市誕生

　昭和２９年４月１日に５つの町村が合併し、鹿島市が誕生しました。

　翌年には七浦村（伊福を除く）を編入合併し、現在の鹿島市になりました。

詳しくは
寓
初
代
の
松
浦
市
長

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～

市制施行当時の市役所

当時の市役所は、中牟田にありました。
庁舎前にあったソテツは、現在の庁舎
前に移植されています。

現在の場所へ移転まもないころの市役所

昭和５５年２月９日落成

寓市制施行を祝してパレードや仮装行
　列などの記念行事が行われました
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後 期 高 齢 者 医 療 制 度
平成２６年度・平成２７年度の保険料率改定のお知らせ

　後期高齢者医療制度は、法律により２年ごとに保険料率を改定することになっています。

　今回の改定では、一人当たりの医療費の増加などにより、保険料率を上げることとなりました。

　保険料率の上昇抑制の財源として県財政安定化基金などを活用し、保険料率の大幅な上昇は抑えていますが、一

人当たりの平均保険料額は前回の平成２４年度・２５年度と比べ１.６７％の上昇となりました。

　被保険者の皆さんには、ご負担をおかけしますが、皆さんから納めていただく保険料が大切な財源となりますの

で、ご理解をお願いします。

　保険料は、被保険者一人当たり

いくらと決められる「被保険者均等

割額」と被保険者の所得に応じて決

められる「所得割額」を合計した額

となり、対象となる被保険者の人

全員に納めていただきます。

　（１）被保険者均等割額

軽減割合軽減後の額（年額）世帯の所得状況（総所得金額等）

 ９割軽減 ５,１００円「基礎控除（３３万円）」を超えない世帯で、かつ被保険者全員が年金収入８０万円以下の世帯

８.５割軽減７,７００円「基礎控除（３３万円）」を超えない世帯 

５割軽減２５,９００円「基礎控除（３３万円）+２４．５万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯 

２割軽減 ４１,４００円「基礎控除（３３万円）+４５万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯

　（２）所得割額

　所得割額を負担する人のうち、賦課のもととなる所得金額（基礎控除後の総所得金額等）が５８万円以下の人（年

金収入のみの場合の例としては、年金収入１５３万円から２１１万円までの被保険者）は、５割軽減されます。

　後期高齢者医療制度に加入される前日に被用者保険の被扶養者であった人は、被保険者均等割のみが賦課され、

これが９割軽減（年額５,１００円）となります。

４　保険料の納め方

　（１）年金の受給額が年額１８万円以上の人は、次のいずれかの方法で、保険料をお支払いいただきます

　　①２ヵ月ごとに支給される年金からのお支払い（年金天引）

　　　※ただし、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料を合計して、年金額の半分を超える場合は、口座振替

　　　　または納付書でお支払いいただきます

　　②年金天引を中止して口座振替によるお支払い

　　　※年金天引を中止する手続きが保険健康課窓口と金融機関窓口で必要です

　（２）年金の受給額が年額１８万円未満の人は、口座振替または納付書で、保険料をお支払いいただきます

　　 　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

上昇額（率）保険料（年額）

２,３００円（４．６５％）４９,５００円閣５１,８００円均等割額

　０．２８％　９.６％閣９.８８％所得割率

　９４８円（１．６７％）５６,８９８円閣５７,８５６円
一人当たりの平均保険料
(軽減適用後）

保険料率の平成２４・２５年度との比較

２　所得の低い人などへの保険料の軽減

１　保険料の計算方法 所得割額
被保険者に係る基礎控除後

の総所得金額×９．８８％

被保険者均等割額
１人当たり

５１,８００円

年間保険料
（限度額５７万円）

＝ ＋

３　被用者保険の被扶養者であった人の軽減
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（鹿島市産業活性化施設）

海道し るべ
み　 ち

がオープン！
４/３０
（水）

～多良岳オレンジ海道沿いに～

怯産業活性化施設『海道しるべ』とは？

　地元の農林水産物やさまざまな地域資源の研究や加工、人の交流

や産業間の連携を通じて、新たな地域活力の創造や産業活性化を図

るために、次の3つを大きな柱とした市の産業活性拠点施設です。

　１．地域農業の再生に向けた取り組み

　　　潤農業の試験・研究や農業者の研修

　２．６次産業化・農商工連携に向けた取り組み

　　　潤１次産業者の加工研修

　　　潤流通・販売の促進や産業間の交流と連携

　　　潤新しい食の研究開発

　３．観光資源として活用

　　　潤市内外との交流と情報発信拠点

　　　潤農業体験を通じた若者の活動

　　　潤既存観光資源や道の駅鹿島との連携

怯誰がどのように利用できるの？

　個人・グループや、事業者でも地域産業の活性化につながること

であれば次のようなことに利用することができます。

　潤農漁業者または事業者などの団体で、産業の活性化につながる会議や

　　情報交換会、勉強会で使用

　潤農漁業者が自分の生産した作物や海産物を使って、加工品の試作

　潤加工業者や飲食業者が、地元の食材等を使っての新しい加工品や料理

　　の試作

　潤個人で地元の素材を使った加工品や料理のアイデアを試したいなど

　また、専門スタッフによる、利用者の支援も行います。

怯施設を使用するには？

　事前に申し込みが必要です。

　（使用する日の６カ月前からできます。）

　受付場所　　『海道しるべ』事務所

　受付時間　　開館日の９時～１７時

　必要事項　　①所定の使用申請書の記入提出

　　　　　　　②利用料の納付

　※受け付けは４月１５日（火）から開始します。

 　農商工連携推進室

　　　　　緯０９５４（６３）３４１１

詳しくは

所　在　地　鹿島市大字音成甲１８９６番地１

建　　物　木造平屋建　３２６㎡

開館時間　９時～１７時

　　　　　（利用者の希望により２２時まで延長可能）

休　館　日　毎週月曜日

　　　　　（祝日の場合は開館し、翌日休館）

スタッフ　施設長、施設統括、

　　　　　各担当（営農支援、営業推進、

　　　　　食品加工、総務など）

冷暖房
使用料
（１時間
当たり）

使用料（１時間当たり）

区　分
左記以外の使用者

鹿島市および
太良町の使用者

左記以外
の使用

設置目的
に適合す
る使用

左記以外
の使用

設置目的
に適合す
る使用

１００円２,０００円２００円１,０００円１００円大会議室

１００円２,０００円２００円１,０００円１００円小会議室

１００円４,０００円４００円２,０００円２００円加工研究室

【施設設備および使用料金表】

※設置目的　農林水産物などの地域資源の研究、加工やこれらに係る　
　　　　　　地域間交流を通じ、地域産業の活性化に寄与すること。
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４４４４４４４４４４月月月月月月月月月月２２２２２２２２２２００００００００００４月２０日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（日日日日日日日日日日））））））））））（日）はははははははははは投投投投投投投投投投票票票票票票票票票票日日日日日日日日日日でででででででででですすすすすすすすすすは投票日です！！！！！！！！！！！
－　鹿島市長選挙・鹿島市議会議員補欠選挙　－

期日前投票期間投開票日（執行日）立候補受付日（告示日）選　挙　名

４月１４日（月）～１９日（土）４月２０日（日）４月１３日（日）
鹿島市長選挙

鹿島市議会議員補欠選挙

怯投票の案内

　と　　き　４月２０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）

怯期日前投票の案内

　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』制度がありますので、ご利用ください。

　と　　き　４月１４日（月）～１９日（土）８時３０分～２０時

　と　こ　ろ　市民会館１階第４会議室

　※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便利です。

怯開票の案内

　開票作業は、のごみふれあい楽習館で行います。

　開票開始　４月２０日（日）２０時４０分（予定）

怯投開票速報の案内

　投票・開票状況は、鹿島市ホームページで随時速報しますの

で、ご覧ください。

　投票速報　次の時間の投票者数を約１０分後に発表します

　　　　　　１０時、１１時、１３時、１６時、１８時、１９時、１９時３０分

　　　　　　最終投票者数の発表は、２１時３０分前後の予定です

　開票速報　２１時３０分から３０分毎の各候補者の得票数を約１０分

　　　　　　後に発表します

不在者投票の手続きはお早めに

①不在者投票指定病院・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・施設

　にお尋ねください。

②出張などで選挙期間中は市外に滞在している

　人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票

　ができます。ただし、投票用紙等の請求手続

　きが必要ですので、早めに鹿島市選挙管理委

　員会事務局までお問い合わせください。

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、郵便による不在者投票ができま

　す。ただし、あらかじめ『郵便等投票証明書』

　の交付を受けておく必要があります。早めに

　鹿島市選挙管理委員会事務局までお問い合わ

　せください。

投開票速報は鹿島市ホームページで

http://www.city.saga-kashima.lg.jp/

　この選挙は、私たちの意見を市政に反映させるための大切な選挙です。

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

野山へ入る人はご注意を！　～　イノシシなどの駆除を行います　～

　狩猟期間の駆除（１１月１５日～３月１５日）に引き続き、４月から市内全域で猟友会鹿島支部の皆さんにより有害鳥

獣（イノシシなど）の駆除が行われます。これは近年の農業被害の増加と里地近辺への出没を受けて行われるものです。

　万が一の事故を防止するため、山菜取りやハイキングなどで野山へ入るときは、次の点に注意してください。

胸色で自分の居場所をアピールしましょう　　薄暗い場所や遠くからでもすぐ見分けがつく服装をしましょう。

胸音で自分の居場所をアピールしましょう　　ラジオを携帯したり、大きめの声で会話するなどしましょう。

胸罠には触れないようにしましょう　　　　　もし触れて作動したら大変危険です。決して触れないでください。

 　農林水産課農政係　緯０９５４（６３）３４１３詳しくは

噛投票用紙には、候補者一人の

　氏名をはっきりと書きましょう！
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　４月１日から消費税率が８％に引き上げられることに伴い、消費税を含む公共料金（水道・下水道・し尿汲取り）が、

それぞれ消費税の増加分だけ加算されますのでお知らせします。

消費税率の引き上げにより公共料金などが変わります
お
知
ら
せ

怯水道料金

①水道使用料（２カ月当たり）・・７月請求分から適用

※基本料金と超過料金を合わせた額が使用料額となります。

②開栓手数料・・・・・・・・・４月申請分から適用

　現行２１０円　閣　改定後２１６円

③水道新設負担金（加入金）・・・４月申請分から適用

 　水道課管理係　緯０９５４（６２）３７１８詳しくは

怯下水道料金（２カ月当たり）・・７月請求分から適用

※基本料金と超過料金を合わせた額が使用料額となります。

 　環境下水道課下水道係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

改定後（８％）現行（５％）水　量

２,１６０円２,１００円１０逢以下基本
料金 ３,４５６円３,３６０円１１逢～２０逢

２１６円/逢２１０円/逢２１逢～５０逢超過
料金 ２５９円/逢２５２円/逢５１逢以上

改定後（８％）現行（５％）水　量

１,５７６円１,５３３円１０逢以下基本
料金 ２,２６８円２,２０５円１１逢～２０逢

１４５円/逢１４１円/逢２１逢～４０逢

超
過
料
金

１６７円/逢１６２円/逢４１逢～６０逢

１９４円/逢１８９円/逢　６１逢～１００逢

２２６円/逢２２０円/逢１０１逢～２００逢

２４８円/逢２４１円/逢２０１逢以上

※『７月請求分から適用』であっても、４月以降に水道・下水道を使用開始された場合など、消費税８％の適用時期

　が７月以前になる場合があります。

怯し尿汲取り手数料・・・４月請求分から適用

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　現在、運行している市内循環バスの

『ピオ・納富病院前』バス停を３月末で

撤去したため、運行ルートや時刻表が一

部変更になりました。

　これまで、このバス停をご利用いただ

いていた皆さんにはご迷惑をおかけしま

すが、最寄りの鹿島新町（織田病院前）バ

ス停や公園入口（佐賀西信用前、中川たね

もの前）バス停をご利用ください。

 　企画財政課企画係

　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

市内循環バスの運行ルート・時刻表を一部変更します
お
知
ら
せ

【ルート変更前】

鹿島バスセンター嚇鹿島新町嚇ピオ・納富病院前嚇高木眼科前～

【ルート変更後】

鹿島バスセンター嚇鹿島新町嚇高木眼科前（これより先は変更ありません）

時刻表の変更

東回り

１５：００閣１５：０２１０：００閣１０：０２９：００閣９：０２鹿島バスセンター

１５：０１閣１５：０３１０：０１閣１０：０３９：０１閣９：０３鹿島新町（織田病院前）

途中のバス停の時刻は変更ありません

１５：４３閣１５：４１１０：４３閣１０：４１９：４３閣９：４１鹿島新町（織田病院前）

１５：４４閣１５：４２１０：４４閣１０：４２９：４４閣９：４２鹿島バスセンター

西回り

１６：００閣１６：０２１３：００閣１３：０２８：００閣８：０２鹿島バスセンター

１６：０１閣１６：０３１３：０１閣１３：０３８：０１閣８：０３鹿島新町（織田病院前）

途中のバス停の時刻は変更ありません

１６：４３閣１６：４１１３：４３閣１３：４１８：４３閣８：４１鹿島新町（織田病院前）

１６：４４閣１６：４２１３：４４閣１３：４２８：４４閣８：４２鹿島バスセンター

改定後（８％）現行（５％）水　量（例）

１７２円１６８円　１８渥

１,７２８円１,６８０円１８０渥

怯市の施設の利用料等は変わりません

　その他、市の公共施設の利用料等は、近隣市町の状況や、

平成２７年１０月に消費税率が１０％へ改正される予定であ

ることを考慮して、平成２６年４月１日での利用料等の改正

は行いません。

　また、ごみ収集・運搬手数料（ごみ袋）や住民票などの窓口

手数料も増額はありません。
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　市では、公用車・駐車場などに加え、庁舎内（１階市民

ホール）に広告付地図情報板を設置し有料広告事業を行って

います。

　地図情報板には、市内事業者などの広告をはじめ、庁舎案

内図・市内の主要公共施設を掲載し、作成から設置、広告の

募集や営業は次の事業者に委託しています。

広告代理店　表示灯（株）福岡支社

　　　　　緯０９２（７６１）２６１１

募集期限　４月１５日（火）

 　総務課総務係

　　　　　　緯０９５４（６３）２１１３

申込・問合せ先

広告付地図情報板への有料広告募集中
募
　
集

企業名および写真掲載場所

隔隔

　『国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律』の公布に伴い、平成２６年４月分から次のよう

に改定されます。

 　福祉事務所　　緯０９５４（６３）２１１９

　　　　　児童扶養手当…社会福祉係、　その他の手当…障がい福祉係

詳しくは

児童扶養手当、特別児童扶養手当等の改定
お
知
ら
せ

手　当　額　（　月　額　）
手　当　名

改定後（平成２６年４月分～）改　定　前

４１,０２０円４１,１４０円全部支給
児童扶養手当

９,６８０円～４１,０１０円９,７１０円～４１,１３０円一部支給

４９,９００円５０,０５０円１級
特別児童扶養手当

３３,２３０円３３,３３０円２級

２６,０００円２６,０８０円特別障害者手当

１４,１４０円１４,１８０円障害児福祉手当

１４,１４０円１４,１８０円経過的福祉手当

給　付　額対　象　者給付金名

給付対象者１人につき１０,０００円
一定の年金、手当等の受給者は
１人につき５,０００円の加算あり

平成２６年度市民税非課税者で
あり、かつ市民税が課税されて
いる人の扶養親族等でない人

臨時福祉給付金

給付対象児童１人につき１０,０００円
平成２６年１月分の児童手当・特例給
付受給者であり、かつ平成２５年の所

得が児童手当の所得制限未満の人

子育て世帯

臨時特例給付金

『臨時福祉給付金』『子育て世帯臨時特例給付金』について

　４月からの消費税率の引き上げに伴い、低所得者の人へ『臨時福祉給付金』を、子育て世帯へ『子育て世帯臨時

特例給付金』を支給する予定です。（重複受給はできません。また、生活保護制度の被保護者なども対象外です。）

お
知
ら
せ

　給付を受けるためには平成

２６年１月１日現在居住してい

た市町村へ申請手続きが必要で

す。鹿島市での申請受付は６月

中旬以降に開始する予定です。

現時点での申請書の受け付けは

できませんのでご注意ください。

　申請手続きなどについては広

報かしま６月号や市HPに追って

掲載します。

※『臨時福祉給付金』『子育て世帯臨時給付金』を装った『振り込め詐欺』

　や『個人情報の詐取』にご注意ください。

 　福祉事務所社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは
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恭固定資産課税台帳の閲覧

　対　象　者

　潤市内に土地または家屋を所有する納税義務者

　潤市内の土地または家屋の借地・借家人

　潤固定資産を処分する権利を有する一定の人

　方　　法

　　本人を確認できる証明書（免許証等・法人は会社印が必要）、

　委任状、賃貸借契約書、処分する権利を確認できるも

　のなどを持参し、税務課窓口に申請してください。

　そ　の　他

　　対象となる人は固定資産課税台帳に関する記載事

　項証明書を求めることもできます。

恭固定資産税縦覧帳簿の縦覧

　市内に土地または家屋を所有している納税者また委

任を受けた代理人は、市内にある土地または家屋の価

格等を縦覧帳簿で確認できます。

　と　　き　４月１日～６月３０日

　　　　　　８時３０分～１７時１５分（土・日・祝日を除く）

　方　　法　本人を確認できる証明書（免許証など）を

　　　　　　持参し、税務課窓口に申請してください。

　　　　　　代理人は合わせて委任状が必要です。

 　税務課課税係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１８

詳しくは

　税務課では、課税台帳の閲覧および縦覧帳簿の縦覧ができます。

固定資産に関する閲覧および縦覧ができます
お
知
ら
せ

『人間ドック』『脳ドック』検診の費用を
一部助成します

　市では、国民健康保険加入者の健康維持、病気など

の早期発見・早期治療のために、ドック検診の費用を

一部助成します。

対象者（次の条件をすべて満たす人）

毅昭和１９年４月２日～昭和５９年４月１日生まれの人

毅平成２６年４月１日現在、鹿島市国民健康保険に加入

　している人

毅国保税の滞納がない人

毅脳疾患の既往・治療歴がない人（脳ドック希望者のみ）

受付期間

　４月１日から４月１８日までに市保健センターへ電話

　でお申し込みください。

　審査後助成の可否を後日連絡します。

受診医療機関

　胸織田病院（市内）　　胸志田病院（市内）

　胸納富病院（市内）　　胸新武雄病院（武雄市）

助　成　額　２０,０００円

定　　員　２００人

優先順位　

　対象者かどうか審査後、定員を超える応募があった

　場合、『年齢』『ドック助成歴』『過去の疾病歴』

　などで助成対象者を決定します。

注意事項

　同一年度に特定健診を受けた人は、人間ドック・脳

　ドック検診費用の助成を受けることができません。

 　鹿島市保健センター　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

お
知
ら
せ

健康保険の切替手続きはお済みですか？
お
知
ら
せ

　春は引越し・就職・退職など異動の多い時期です。

　それに伴い、新たに国保へ加入したり、国保からそ

の他の保険（社会保険等）に変更になった場合は、変

更になった日から２週間以内に市に届出をする必要が

あります。自動的に切り替わることはありませんので、

健康保険の変更があったご家庭は届け出済みかどうか

の確認をお願いします。

届け出に必要なもの

潤国保に加入するとき

　（職場の健康保険をやめたとき、扶養からはずれたとき）

　覚職場の健康保険を喪失した証明書（離職票など）

潤国保をやめるとき

　（職場の健康保険に加入したとき、扶養に入ったとき）

　覚国民健康保険証と職場の健康保険証

　※健康保険証が交付されるまでに２週間以上かかる

　　場合もありますが、その場合も交付を受けたらす

　　ぐ届け出るようにしてください

届　出　先　市民課窓口

 　保険健康課国保係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

届け出が遅れると・・・

　国民健康保険税が課税されたままになることがあり

ます。また、３カ月以上届け出が遅れた場合、条例に

基づき『２,０００円～１００,０００円の過料』が課せられます。

（遅れた期間によって金額が異なります。）
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　平成２６年４月に鹿島市は市制施行となってから

６０年（還暦）を迎えます。

　これを記念して鹿島市の景色、伝承芸能、イベント

などを満載した切手シートを販売します。限定販売で

すのでお早めにお買い求めください。

販売開始　４月２１日（月）予定

規格・価格　１シート（８２円切手×１０枚）１,２３０円

販売場所　次の県内南部の各郵便局

　　　　　鹿島市・佐賀市・鳥栖市・多久市・

　　　　　武雄市・小城市・嬉野市・神埼市・

　　　　　吉野ヶ里町・基山町・上峰町・みやき町・

　　　　　大町町・江北町・白石町・太良町

 　祐徳神社前郵便局

　　　　　緯０９５４（６２）５８９５

詳しくは

鹿島市制６０周年記念切手を販売します！！

　軽自動車税は４月１日現在登録している所有者（使用者）に課税されます。

　車両の所有者として届け出ている人には、５月中旬に納税通知書を送付します

ので、内容を確認して納期内に納めましょう。

　また、身障者等（身体障害者または精神障害者）の移動のために所有している

軽自動車には、減免基準により軽自動車税の減免制度があります。

　期限内に手続きをしなかった場合は減免できませんので、期限内に手続きを済ませましょう。

軽自動車税の納期限
納付書の納付は６月２日（月）
（口座振替日は５月３０日（金））

軽自動車税の納期限と減免申請
お
知
ら
せ

身障者等の減免申請について
対　象　車　煙身障者等本人が所有する軽自動車

　　　　　煙身体障害者が１８歳未満の場合または精神

　　　　　　障害者の場合は、生計を同じくする人が

　　　　　　所有する軽自動車

　　　　　※普通自動車の減免（県）を受けていない場

　　　　　　合に限り、対象車の減免が受けられます。

受付期間　４月１日（火）～５月２６日（月）

と　こ　ろ　税務課窓口

　
恭今年初めて申請する人

持　参　品　胸車検証（軽自動車届出書）胸印鑑（認印可）

　　　　　胸身体障害者手帳や療育手帳等胸運転免許証

恭昨年（平成２５年度に）減免を受けた人

　調査票で現況確認をします。（新規の申請は不要です）

　ただし、昨年申請した車両を廃車等し、別の車両へ

　変更（登録）する人は申請が必要です。

 　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

対象者　①妊娠を予定または希望する女性

　　　　　（将来に備えて接種を希望する小学生以上の女性を含む）

　　　　②妊婦の同居者（夫など）

　　※ただし、次の人は除きます。

　　　　・風しんにかかったことがある人

　　　　・風しんの予防接種を受けたことがある人

　　　　　（抗体価が低い人は対象となります。）

期　間　平成２９年３月末まで

※対象者が変更になることがありますので、必ずお問い合わ

　せのうえ、申請してください。

　風しんは春先から初夏にかけて流行します。妊娠初期の妊婦が風しんにかかると先天性風疹症候群の赤ちゃんを

産む可能性があると言われています。

　風しんは予防接種を受けることで感染のリスクを下げることができ、対象者は事前申請により無料で予防接種を

受けることができます。（１人１回のみ）

風しんとは
　発症すると発疹や発熱、リンパ節の腫れなどの症

状が出ます。感染経路としては、飛沫（唾液のしぶ

き）などです。

　妊婦（特に妊娠初期）が感染すると、胎児が風しん

ウイルスに感染し、難聴、心疾患、白内障、精神や

身体の発達の遅れなどの障害をもった赤ちゃんが産

まれる可能性があります。（先天性風疹症候群）

風しんの予防接種費用を助成します
お
知
ら
せ

 　鹿島市保健センター　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは
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保険料免除等と年金給付の関係

　所得が少ないなど、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請手続きによって保険料

の納付が免除または猶予される制度があり、次の３種類があります。

　平成２６年４月１日からは、申請時点の２年１カ月分まで申請できるようになりました。

※１月から６月までに申請される場合は、前々年所得が基準となります。

怯保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け

　取ることができない場合があります。保険料を納めるか、納めることが困難な場合には上記の申請をしましょう。

　申請の受付は市民課で行っています。印鑑・年金手帳をご持参ください。なお、所得要件確認のため税務申告が

　なされていることが条件となります。

怯離職者、震災・風水害等の被災者の人は所得に関係なく該当する場合があります。離職者で、申請する年度また

　は前年度に退職（失業）の事実がある場合、雇用保険受給資格者証、離職票等の写しが必要です。

　※障害年金や生活保護を受けている人は「法定免除」となります。

怯将来受け取る老齢基礎年金を増額するために、上記申請により免除または猶予された期間について、１０年以内で

　あれば、さかのぼって保険料を納めること（追納）ができます。

　ただし、承認を受けた翌年度から起算して３年度目以降は加算金がつきますので、早めに追納してください。

※一部納付については、一部納付保険料を納付していることが必要となります。

 　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７

　　　　　武雄年金事務所　　緯０９５４（２３）０１２３

詳しくは

国民年金保険料の免除申請対象期間が拡大されます
お
知
ら
せ

未　　納
若年者納付猶予
学生納付特例

一部納付全額免除納　　付年金給付との関係

算入されません算入されます算入されます算入されます算入されます
受給資格期間に

算入されるか?

遺
族
基
礎
年
金

障
害
基
礎
年
金

算入されません算入されます算入されます算入されます算入されます
受給資格期間に

算入されるか？

老
齢
基
礎
年
金

反映されません反映されません
８分の５～８分の７
反映されます

２分の1
反映されます

反映されます
年金額に反映さ

れるか？

①全額免除・一部納付申請

本人・世帯主・配偶者の前年所得

が一定額以下の場合には、申請に

より保険料の納付が全額免除また

は一部納付になります。

②若年者納付猶予申請

３０歳未満の人で本人・配偶者の

前年所得が一定額以下の場合には、

申請により保険料の納付が猶予さ

れます。

③学生納付特例申請

学生の方が本人の前年所得が一定

額以下の場合には、申請により保

険料の納付が猶予されます。在学

証明書または学生証の写しの提出

が必要です。

　市有施設の適正な維持管理を図るため、次の内容で

日日雇用職員を募集します。

業務内容　市が管理する施設の樹木剪定・除草および

　　　　　周辺の清掃・整備

募集人員　２人

雇用期間　５月１日（木）から６カ月以内

申込方法　市総務課または市のホームページで配布す

　　　　　る日日雇用職員登録申請書を市役所３階総

　　　　　務課職員係に提出してください。

申込締切　４月１０日（木）

 　生涯学習課文化・スポーツ係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは

日日雇用職員（施設管理業務）を募集します
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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

交通災害共済の加入申込を受け付けています
お
知
ら
せ

　市が発注する小規模な工事等の受注を希望する人は、

鹿島市小規模工事等契約希望者登録申請が必要です。

※現在、登録申請している人も、有効期限が切れます

　ので、２年に一度の更新申請をお願いします

対象工事　少額で軽易な工事等（契約額５０万円未満）

申請業種

　大工工事、ガラス・サッシ工事、畳工事、木製建具、

　家具関係工事、内装工事、塗装工事、左官工事、

　板金工事、電気工事、その他

申請できる人

　①市内に住所を有している人または主たる事業所を

　　置き、競争入札参加資格審査申請（指名願）を出し

　　ていない人

　②市に納めなければならない税金を完納している人

有効期間

　平成２６年６月１日～平成２８年５月３１日（２年間有効）

申請様式・要綱

　４月１日（火）から市役所３階企画財政課で配布。

　または、市ホームページ内で『小規模工事等契約希

　望者登録申請』を検索してください

受付期間

　４月７日（月）～５月２３日（金）（土･日･祝日を除く）

　※６月以降も随時受け付けますが、有効期限は登録

　　日から平成２８年５月３１日までです。

※その他の要件などについては市ホームページ内で『小規

　模工事等契約希望者登録申請』を検索し、確認ください。

 　企画財政課入札契約係

　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

～市発注の工事・修繕等を受注希望される皆さんへ～

『鹿島市小規模工事等契約希望者登録申請』を受け付けます

お
知
ら
せ

　さが“食と農”絆づくりプロジェクト藤津地区推進会議では、「食農学習」の推進を図るため、ふるさと先生の派

遣を希望される団体などを募集します。

出張講座内容　潤作物の栽培方法（コメ・さつまいもなど）

　　　　　潤地元農産物を使った食品加工づくり（郷土料理・パン・ピザ・みそ・まんじゅうなど）

　　　　　潤その他農業に関する内容（お茶の入れ方、フラワーアレンジメントなど）

派遣する団体　保育園（所）・幼稚園、小・中・高等学校、ＰＴＡ（保護者会）、消費者グループなど

経　　費　ふるさと先生の派遣にかかる経費（謝金、旅費）は、藤津地区推進会議で負担します。

　　　　　（ふるさと先生の派遣は、１回あたり２時間程度、１～２人を目安としています。）

　　　　　ただし、実習などで使用する材料費等は派遣受け入れ先（依頼者）が負担してください。

募集期間　４月１日（火）～２５日（金）

 　さが“食と農”絆づくりプロジェクト藤津地区推進会議

　　　　　煙鹿島農林事務所農政課　緯０９５４（６３）５１１２　姉０９５４（６２）５１５９

　　　　　煙藤津農業改良普及センター　緯０９５４（６２）５２２１　姉０９５４（６２）４１８１

　　　　　煙市農商工連携推進室　緯０９５４（６３）３４１１　姉０９５４（６３）２３１３

詳しくは

ご利用ください ふるさと先生の派遣募集
お
知
ら
せ
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　佐賀県滞納整理推進機構とは、佐賀県と県内１９市町が共同して、個人住民税等の滞納額の縮減を目指

す滞納整理の専門組織です。各市町から引き継がれた滞納事案に対し、差押などの滞納処分を前提に滞納

整理に取り組んでいます。

　随時、勤務先・金融機関・自宅・事業所などへ財産調査を行い、財産が見つかれば差押、滞納金への充

当を行っています。

恭佐賀県滞納整理推進機構とは？

恭勤務先、金融機関等の財産調査の実施、差押を行っています！

恭滞納整理の流れ

鹿島市は佐賀県滞納整理推進機構と共同で
市税の徴収強化に取り組んでいます！

お
知
ら
せ

換　　価
・金融機関、生命保険会社、勤務先からの取り立て

・公売（市町合同公売会）、インターネット公売など

差　　押
・預貯金、生命保険、給与など

・電化製品、美術品、機械、器具など

財産調査
・金融機関、生命保険会社、勤務先などへの照会

・自宅、事業所への財産の捜索

▼▼

▼▼

▼▼

滞納金への充当

　貴重な税金を福祉や教育など有効に活用するためにも、納期内納付にご協力ください。

　 　市税務課納税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

時間ところとき時間ところとき

９:３０～１０:００

１０:３０～１１:００

１２:００～１３:３０

七浦公民館

浜公民館

市民会館

５／１６
（金）

１０:００～１０:３０

１０:５０～１１:２０

１３:３０～１４:２０

中尾公民館

古枝公民館

北鹿島公民館

４／１７
（木）

９:３０～１０:３０

１１:００～１１:３０

１３:３０～１４:００

横田公民館

のごみふれあい楽習館

北鹿島公民館

５／１７
（土）

９:３０～１０:２０

１０:４０～１１:００

１３:３０～１４:３０

貝瀬公民館

中浅浦公民館

のごみふれあい楽習館

４／１８
（金）

９:００～１０:００

１０:３０～１２:００

古枝公民館

市民会館

５／１８
（日）

１０:００～１０:３０

１１:００～１１:３０

１３:３０～１４:００

飯田公民館

小宮道公民館

中町公民館

４／２２
（火）

　生後９１日以上の犬を飼っている人は、

狂犬病の予防注射（１年に１回）と犬の登

録（一生に１回）を必ず行いましょう。

　注射日程は、右表のとおりです。

手　数　料

　潤登録済の場合・・・３,０５０円

　潤新規の場合・・・・・６,０５０円

　おつりが出ないようご協力ください。

※新規登録の犬は飼い主の住所・氏名、

　犬の種類・毛色・名前・生年月日・

　性別を確認します。

※死亡・異動した際は、環境下水道課

　環境係までご連絡ください。

 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

狂犬病予防注射・犬の登録のお知らせ
お
知
ら
せ

※どの会場でも受けられます。また、ふんは必ず持ち帰りましょう。
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　ご協力により２,２１４人に受診していただきました。

　受診者の年代・男女別に見ると、どの年代でも男性より女

性が受診率が高く、若い年代ほど受診率が低い傾向でした。

　健診結果に応じて、メタボリックシ

ンドロームのリスクが出てきた人は、

特定保健指導（積極的支援・動機付け

支援）を、医師・保健師・管理栄養士

などから無料で受けることができま

す。

　特定健診の結果、保健指導が必要と

なられた人はぜひご利用ください。

対　象　者　平成２６年度中に４０歳～７４歳になる国保加入者

　　　　　※現在、生活習慣病で治療中の人も、特定健診を受けることができます。

健診場所　県内の委託医療機関（詳細は受診票と一緒にお知らせします）

健診期間　５月１日（木）～１１月２９日（土）

自己負担　１,０００円

持　参　品　『国保保険証』と『受診券』『受診票』（４月下旬にお送りします。）

※受診票は、必ず事前に鉛筆で記入し、折り曲げたり丸めたりしないでください。

　平成２６年度受診率目標値は５０％です。約３,０００人の人の受診が必要となります。

 　保険健康課国保係（エイブル１階　保健センター内）　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

特定健診を受けましょう

７５歳以上の人および今年度７５歳を迎える人（昭和１４年４月～昭和１５年３月生まれ）は、健診時

期が１０月～１１月になります。（後期高齢者健診または国保特定健診）

健診時期が近づきましたら、受診票等をお送りします。

特定
健診

平成２６年度 鹿島市国保の特定健診

平成　２　５　年度の特定健診受診状況

平成　２　６　年度の特定健診受診率目標値

特定健診・特定保健指導を受けると

　メリット①　生活習慣病を早期に発見できる

　　特定健診を受ければ、生活習慣病の進行を早い段階で発見できます。

　メリット②　計画的に生活習慣を改善できる

　　特定保健指導で生活習慣病を発症する危険度に応じて支援が受けられます。無理のない計画を立て

　　て実践するので、生活習慣の改善もできます。

　メリット③　継続した健康管理ができる

　　特定健診・特定保健指導の結果は、医療保険者（鹿島市）で保管します。そのため継続的に健康状態

　　を把握できます。

　メリット④　医療費を節約できる

　　生活習慣病の発症を防ぐことで、家庭の医療費を節約できます。結果として国民医療費の削減にな

　　り、保険料の抑制にもつながります。

［平成２６年３月速報値］
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介　護　保　険

地域包括支援センター
何でもご相談ください

　地域包括支援センターは、高齢者の皆さんやその家族、近隣に暮らす人の介護に

関する悩みや問題に対応します。介護に関する相談や心配ごと、悩み以外にも、健

康や福祉、医療や生活に関することなど、なんでもご相談ください。

鞄要支援・要介護になるおそれのある方へ介護予防サービスを提供します。

鞄要支援１・２と認定された方の介護予防ケアプランを作成します。

　地域包括支援センターでは、主任ケアマネジャー・保健師・社会福祉士などが中心となって高齢の皆さんの支

援を行います。これらの専門職が互いに連携して、総合的に皆さんを支援します。

恭自立した生活を支援します

恭高齢者の権利を守ります

恭さまざまな相談に対応します

 　杵藤地区介護保険事務所　緯０９５４（６９）８２２２

　　　　　　　　　　　　　　　　　http://www.kitou-web.jp/kaigo/

　　　　　市保険健康課長寿社会係　緯０９５４（６３）２１２０

　　　　　市地域包括支援センター　緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは

鞄虐待を防止します。

　　虐待を発見したり疑われる場合の通報、高齢者本人や養護者（介護者）などからの相談を受けて、

　他の関係機関と連携して、高齢者の権利を守ります。

鞄悪質な訪問販売等による被害を防止します。

　　高齢者にとって身近なケアマネジャーや民生委員、他の関係機関と連携して、消費者被害の早期

　発見と防止にあたります。

鞄認知症などにより判断能力の低下している人を支援します。

　　財産の管理や日常生活上の契約などに不安がある方へ、成年後見制度などの活用を支援します。

Ｑ．要介護認定で『非該当』と認定されましたが、足腰が弱くなったので、何かサービスを受けたいのですが。

Ａ．『非該当』と認定された場合、介護保険のサービスは受けられませんが、市町が行う介護予防事業が利用

　　できます。ただし、実施期間がありますので、詳しくは地域包括支援センターにご相談ください。 

Ｑ．成年後見制度とは何ですか？

Ａ．認知症などにより判断能力が不十分な方について、預貯金管理や、介護サービス利用、施設への入所

　　に関する契約などの支援をする制度です。 

　高齢者の生活全般に関する相談、高齢者の家族や地域住民の人などからの相談に主任ケアマネ

ジャー・保健師・社会福祉士などの専門職が対応します。

Ｑ．介護以外の相談でも受け付けていますか？

Ａ．地域包括支援センターでは、職員の専門外のことも、地域の関係機関を紹介したり、情報提供を行うな

　　どさまざまな相談に適切な対応を行うようにします。

恭適切なサービスを提供できるように支援します
　ケアマネジャーへの支援や助言、主治医や地域の関係機関との連携などを行い、充実したサービス

を提供できるように支援します。
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潤かしま市民立楽修大学入学要項
　市内外問わず、老若男女どなたでも

いつでも入学できます！

年　会　費　１,０００円／年

　　　　　（高校生以下５００円）

入学特典　「えいぶる事業」でチケット

　　　　　代金の割引、先行予約など

　　　　　が受けられます。

　　　　　（入学月から１年間有効）

 　かしま市民立楽修大学

　　　　　緯０９５４（６３）２１３８

姉０９５４（６３）３４２４

HP　http://kashima-able.com/

詳しくは

に行ってみよう

お帰りなさい　 天龍道人 展
てん りゅうどうじん床の間

コーナー

　天龍道人は、江戸時

代中期、鹿島鍋島藩首

席家老の板部家に生ま

れ、９３歳で亡くなる

まで、鷹や葡萄を題材

とした絵をたくさん残

しました。

　今回展示する絵は、

道人が後半生に信濃で

制作したもので、故郷鹿島での初めての展

示となります。

ギャラリートーク開催

　と　　き　４月１３日（日）１０時～１２時

　と　こ　ろ　エイブル２階和室

展示期間　　４月１日（火）～５月３１日（土）

子どもの読書週間のイベント市　民
図書館

①一日図書館職員体験

図書館のお仕事にチャレンジ！

と　き　５月１１日（日）

　煙小学１～３年生　９時～１１時３０分

　煙小学４～６年生　１３時３０分～１６時

募集人数　１２人（当選者に連絡）

②図書館探検隊

普段皆さんが入ることのできない

図書館の裏側がのぞけますよ。

と　き　５月３日または４日

　　　　（４月２５日以降、申込者に連絡）

対　象　小学生

エイブルからのお知らせなど

平成２６年度えいぶる事業ラインナップ

定員になり次第締め切りますので、早めにお申し込

みください。
エイブル倶楽部　募集中講座のお知らせ

受講料ところ開講期間講　師定員講　座　名

５００円/１回
材料費　２,５００円
（５回分前納）

エイブル２階

調理実習室

４月２５日～８月２２日
［月１回・金曜日］
１８時３０分～２１時３０分

迎　りつ子さん２０人
ワンプレート料理教室

（金曜日）

材料費　５００円
エイブル２階

調理実習室
５月２４日（土）
１０時～１２時

福田　雅子さん２０人
日本茶講座

～品種茶を楽しむ～

５００円/１回

材料費　実費

エイブル２階

音楽スタジオ

５月開講予定
［月２回・土曜日］
１０時～１２時

向井　幸子さん１５人ビーズアクセサリー教室②

　指定管理2期目を迎えこれからも市民の皆さんの期待に沿えるような『えい

ぶる事業』を企画、選定してまいります。新年度前半に開催を予定している事

業をお知らせします。なお予定は変更になる場合があります。

③としょかんビンゴ　

いろんな本を借りてビンゴカードを制覇しよう！プレゼントあり！

と　き　５月１日（木）～６日（火）（申込不要）

対　象　３歳～小学生

 　市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

内容ほか場　所日　程演　目

エイブル利用者による

生涯学習発表の場

エイブル

全　館

５月１１日（日）

～１８日（日）
第１２回エイブル祭り

鹿島小、能古見小、北鹿島

小、明倫小へ出張演奏

エイブル

ホール
６月予定

ピアニスト

田村　緑　アウトリーチ

能のワークショップ
エイブル

ホール
６月２８日（土）能楽とワークショップ

田村緑さんによるピアノソ

ロコンサート

エイブル

ホール
７月１３日（日）

ピアニスト

田村　緑　コンサート

未就学児とご家族が一緒に

楽しめるコンサート

エイブル

ホール
８月２４日（日）

Concert for KIDS

～０歳からのクラシック～

寓天龍道人肖像
　（渋川家蔵）

応募方法　小学校で配布されるチラシに付いている応募券を、小学校

　　　　　図書室や市民図書館にある応募箱へ。

募集期間　４月１０日（木）～４月２０日（日）※市民図書館は月曜日休館
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“Pig out” 

今月のキーフレーズ

№１００

この表現は、「食べ過ぎる」という意味で使われます。 ジョリン先生

こんなときこのひとこと、学校だより

（ジェーン）モールへ行ってきます！

（　母　）そうなの、食べ過ぎないでね！

　　　　　あと２、３時間で夕食だから…。

Jane:
Mother:

I'm leaving to go to the mall!
Well don't pig out! We will have dinner 
in a few hours.

教室棟の新築工事

東部中学校

校学 だ よ り

No.２０３ 　昨年９月から築５０年以上を経過

し老朽化した教室棟の２棟が解体さ

れ、今年１１月の新校舎（３階建て、

１棟）完成に向けて工事が進められ

ています。

　教 室 棟 は、こ れ ま で、約

１２,０００人の卒業生を輩出し、

卒業生や地域の皆さんには格別の思

い出がある校舎だと思います。その

ため、昨年夏休み期間には解体前の

校舎見学会を開催し、同時にこれま

での卒業写真（クラス写真）と職員写

真等を掲示しました。帰省中の卒業

生や多くの地域の人たちに訪れてい

ただき、懐かしそうに昔話に花を咲

かされている姿が印象的でした。

　改めて校舎（教室）が単に３年間を

過ごした場所というだけでなく、特

別な場所だということを感じました。

　２学期の終業式では、生徒会が企

画して工事期間中にお世話になって

いる交通警備員さんに、日ごろの気

持ちを感謝状にして伝えました。毎

日の安全確保や温かい声かけに対す

る生徒たちの気持ちです。

　旧校舎での歴史を知り、貴重な仮

設校舎での思い出を持ち、さらに新

校舎での生活が待っている生徒たち

が、新生東部中としてさらにその歴

史に新たな１ページを記してくれる

ものと思います。寓工事の様子

四Hawaiian Words四
（ ハ ワ イ の 言 葉 ）

 Mau   Loa  :永遠　　　　　
マウ ロア

 Kala   mai   ia'u  :すみません。失礼しました。
カラ マイ イアウ

（　母　）私、とてもお腹いっぱい。胃が痛いわ。

（ジェーン）私よくわかるわ。私も食べ過ぎたから…。

Mother:
Jane:

I'm so full. My stomach hurts.
I know how you feel. I pigged out, too!
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

多数の大学が鹿島で強化合宿！
スポーツ資源を活かしたまちづくり

胸明治大学・・・・２月１２日～１７日の６日間　３１人

胸大東文化大学・・２月１３日～２４日の１２日間　１９人

胸九州国際大学・・２月１９日～２３日の５日間　１３人

胸早稲田大学・・・２月２２日～２５日の４日間　１０人

胸国士舘大学・・・３月９日～１４日の６日間　２９人

胸國學院大學・・・３月１２日～１９日の８日間　１９人

胸順天堂大学・・・３月１５日～２１日の７日間　１７人

恭合宿の実績

恭合同練習、陸上教室、交流会を開催しました

　今年も７団体約１４０人が鹿島で合宿を行いました。

　蟻尾山公園を中心に強化練習を行う一方、陸上教室などで子どもたちと交流を行いました。

国士舘大学練習風景（陸上競技場）

早稲田大学・・・陸上教室

　小学生から一般ま

で多くの人の参加が

ありました。楽しく

丁寧な指導に、終始

和やかな雰囲気で選

手との交流ができま

した。

国士舘大学・・・交流会（ことじ保育園）

　園児と騎馬戦や

しっぽ取りゲームを

して楽しみました。

帰りには、選手たち

と離れたくなくて泣

く子もいました。

國學院大學・・・交流会（若草保育園）

　園児らとオセロな

どをして遊びました。

初めは恥ずかしがっ

ていた園児らも一緒

に遊ぶうちに打ち解

け、学生といろんな

お話をして楽しんで

いました。

順天堂大学・・・陸上教室

　陸上教室には、西

部中学校陸上部が参

加し、基礎練習に加

え、遊びながら競争

意識を高める工夫が

ありました。

大東文化大学・・・交流会（明朗幼稚園）

　園児らと、しっぽ

取りゲーム、いす取

りゲームやかけっこ

リレーをしました。

最後に、子供たちの

書いた絵が学生に手

渡されました。

明治大学・・・陸上教室

　西部中学校陸上部

が陸上教室に参加し

ました。箱根駅伝に

出場した選手の練習

指導に、真剣なまなざ

しで取り組んでいま

した。
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２月９・１１・１６・２３日に花

取、万才、笹原、七曲のため池

で草刈り作業が関係集落の皆

さんのご協力により行われま

した。

これらのため池は、昭和５７

年３月に国営多良岳パイロッ

ト事業によって完成した施設

です。

毎年２月に行われる草刈り作

業により、水質が保全され、大

雨時の洪水調節機能や山林火

災時の初期消火にも活かされ

ています。

（多良岳地区施設管理体制整

備推進協議会　事務局　農林水

産課）

善行紹介
恭たくさんの激励金・激励品をいただきました

　今回の大学合宿に対して、企業や市民の皆さまから、たくさんの激励金・激励

品をいただきました。誠にありがとうございました。

激励金（順不同）

　煙有限会社赤門堂　様煙株式会社有明清掃社　様煙株式会社アルナ薬局　様

　煙有限会社石橋製麺所　様煙有限会社伊東時計店　様煙有限会社江頭建設　様

　煙エスティ工業株式会社　様煙有限会社岡工務店　様煙鹿島機械工業株式会社　様

　煙鹿島金融協会　様煙株式会社兼茂　様煙株式会社鹿島プロパン　様煙株式会社栗山組　様

　煙株式会社清川　様煙佐賀西信用組合　様煙スカイロード商店街振興会　様

　煙大和塗装株式会社　様煙髙木建設株式会社　様煙株式会社ダック　様煙中島建設株式会社　様

　煙東亜工機株式会社　様煙有限会社花の伊東　様煙馬場組　様煙株式会社ひぜん　様

　煙肥前通運株式会社　様煙有限会社双葉建設　様煙株式会社ミサワホーム佐賀　様

　煙峰松建設　様煙株式会社宮園電工　様煙森鉄工株式会社　様煙盛永建設株式会社　様

　煙矢野酒造株式会社　様煙祐徳自動車株式会社　様煙祐徳バス株式会社　様

　煙祐徳薬品工業株式会社　様煙有限会社吉武建設　様

激励品（順不同）

　煙佐賀県農業協同組合　様煙株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀　様

　煙佐賀県有明海漁業協同組合　様煙株式会社サン海苔　様煙鹿島青果株式会社　様

寓合宿中の大学生も多く参加した
１０km公認レース

寓スポーツドリンクや鹿島産の農水産物が贈
　られ、多くの激励品に選手たちはびっくり
　していました。これらの激励品は、選手た
　ちの食事のときに提供されました。

　公認鹿島祐徳ロードレースには、今年も合宿をされた大学生が多数出走さ

れました。

　温かいご声援、励ましをありがとうございました。

　　　　　　　　　　 　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

恭公認鹿島祐徳ロードレース大会へ参加

寓沿道の声援を受ける学生ランナー
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このごみどの袋・人権の輪

怯分別はキチンと
　潤燃えるごみ袋に燃えないごみを入れないでください

　　（ビンやカンは指定の袋に入れてください）

 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

No.１１３

ごみ出し時のお願い

怯指定日時を守って　（当日の朝８時までに）
　潤ごみの持ち去りが多発しています

　潤放火・カラス・猫などの被害に遭わないために…

怯ごみ袋には氏名記入を
　潤自分のごみは最後まで責任をもちましょう

鞄無記名だったり、分別ができていないと・・・
　違反ごみシールを貼り、収集しません。

　もし、貼られた場合は・・・

　シールの貼られたごみ袋は使えません。別の袋を用意してください。

　潤無記名のとき・・・・・地区名・氏名を記入のうえ、出しましょう

　潤分別していないとき・・分別をして、指定の袋で出しましょう

　次回のごみ出し日に出してください。

　次のお願いには、それぞれ理由があります。

　一人一人の心がけできれいな鹿島にしましょう。

　４月２日は国連が定めた『世界

自閉症啓発デー』。平成１９年

１２月に開催された国連総会で、

カタール王国王妃の提案により、

毎年4月２日を『世界自閉症啓発

デー』とすることが決議され、全

世界の人々に自閉症を理解しても

らう取り組みが行われています。

　日本でも、4月2日～8日まで

を『発達障害啓発週間』として、

自閉症をはじめ発達障害について

の正しい理解の啓発に取り組むと

いう活動を行っています。シンポ

ジウムやイベントなどが計画され

ていますが、そのひとつに東京タ

ワーや日本各地のランドマークを

ブルーライトアップしようという

活動が展開され、全国に広がって

います。

　始まりは、世界自閉症啓発デー

の日に青い服を着て、青い物を

持って、青いライトで夜を照らし

て、自閉症のことを周りのみんな

に、地域の人に、世界中の人に

知ってもらおうという運動からで

した。『癒し』や『希望』などを

表す青色でライトアップしようと

いう運動は、平成２２年に米国の

自閉症支援機関のライトイット

アップブルーキャンペーンで世界

中に広がりました。

　日本では平成２３年に神戸から

発信されたのがきっかけとなり、

東京タワーなど日本各地のランド

マークをブルーライトアップする

イベントが行われています。これ

をみて、「あの青い光は何？」と

か「この日は、自閉症について考

える日」と話題にしたり、理解を

深めるきっかけになったりするこ

とを願っています。このような同

じ思いで発信されていく活動が

『誰もが幸せに暮らすことができ

る社会の実現』に広がり繋がって

いくことを願ってやみません。

世界自閉症啓発デー
～ブルーライトアップ活動をきっかけに～

噛ご意見などをお寄せください　人権・同和対策課　緯０９５４（６３）２１２６

寓各地区の『ごみ分別表』でごみ出し
　ルールを確認しましょう！
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　ボランティア活動をしている皆さ

んに平成２６年度ボランティア活動保

険加入の受け付けを随時行っています。

　活動中にけがをしたり、させたり

したときのために、ご加入ください。

プラン（掛金年額）

　３００円プラン（例　通院日額４,０００円）

　４５０円プラン（例　通院日額６,０００円）

補償期間　平成２７年３月３１日（火）

 　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

 

怯日程の決定

と　　き　８月８日（金）・９日（土）

怯『土曜夜市』出店者募集

　昨年復活した『土曜夜市』を今年

も開催します。

と　　き　８月９日（土）１７時～２１時

と　こ　ろ　歩行者天国内の屋台村

１次締切　４月３０日（水）

 　鹿島おどり運営企画室

　　　　　（鹿島青年会議所内）

　　　　　緯０９５４（６２）５６５６

おお知知ららせせ

ボランティア活動保険

詳しくは

鹿島おどりからの
お知らせ

詳しくは

 

　転勤や進学などに伴い、住所の異

動が多い年度始めの土曜日・日曜日

も手続きを受け付けます。

と　　き　４月５日（土）、６日（日）

　　　　　８時３０分～１２時

と　こ　ろ　市民課窓口

内　　容　次の手続きを受け付けます。

潤転入・転出などの住所異動届

　これに伴う、国民健康保険および

　介護保険の手続き

潤出生・死亡・婚姻などの戸籍に関

　する届け出

 　市民課市民年金係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７

 

　後期高齢者（７５歳以上の市民）を

対象としたはり・きゅう助成制度の

受診券（草色）の有効期限が３月３１

日のため、４月１日以降は新しい受

診券（オレンジ色）が必要となります。

発券開始　４月１日（火）から

申請窓口　市役所１階　保険健康課

必要なもの　後期高齢者医療の保険証

※受診券の再発行はできませんので、

　紛失にはご注意ください。

 　保険健康課国保係　　　

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

ご利用ください
市民課窓口　休日開庁

詳しくは

後期高齢者はり・きゅう
受診券の更新手続き

詳しくは

 

　国民健康保険には、長年会社など

に勤められ、年金の受給権がある人を

対象とする『退職者医療制度』があり

ます。次の該当条件をすべて満たす人

は６５歳になられるまでの間、退職者医

療制度で医療を受けることになります。

　該当する人は、市民課へ年金証書

と国民健康保険証をお持ちいただき手

続きをお願いします。

【退職者医療制度の該当条件】

毅国民健康保険に加入されている人

毅厚生年金や各種共済年金の加入期

　間が通算２０年以上、または４０歳以

　降に１０年以上ある人

 　保険健康課国保係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

 

開山期間　５月３日（祝）～９月２７日（土）

　ゴールデンウィークおよび土曜日・

　祝前日の宿泊のみ。

　※夏休み期間中は木・金・土・日・お盆の宿泊可

宿泊料金　

　コテージ　　１２,４３０円

　バンガロー　　２,２００円～７,３５０円

予約受付開始　４月１日（火）９時～

 　商工観光課観光振興係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

定年退職後に国民健康保険
へ加入される皆さんへ

詳しくは

奥平谷キャンプ場
予約受付開始

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ

平成２６年２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

東洋大学箱根駅伝優勝報告会会費１０,０００円２月８日会　費

（４月からの累計　３８８,４３０円）１０,０００円合　計

市長交際費の支出状況

春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　～
　４月６日（日）から１５日（火）までの１０日間、『春の交通安全県民運動』が行われます。新年度を迎え、新入

学児童など、未来を担うかけがえのない子どもたちも交通社会にデビューしています。運転中はしっかりと安全

を確かめ、子どもや高齢者を交通事故から守りましょう。

【子どもの行動特性】

潤遊びに夢中になると安全を確認せず車道に飛び出す。

潤数人の子どもが車道にいるとき、ふざけあって車道に飛び出す。

【高齢者の行動特性】

潤「相手が避けてくれる、止まってくれるだろう」と思って行動してしまう。

潤若いときと同じ運動能力があると考えて行動してしまう。

 

　総務課防災係

　緯０９５４（６３）２１１３

詳しくは
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　下水道認可区域以外で、４月１日

から平成２７年３月３１日までに浄

化槽を設置する人は、補助の対象に

なります。補助を希望する人は、着

工前に申請してください。

　ただし、浄化槽設置者講習会を受

講しているなど必要条件があります。

対象浄化槽・予定補助金

　５人槽　３３２,０００円（１３０㎡未満住宅）

　７人槽　４１４,０００円（１３０㎡以上住宅）

　１０人層　５４８,０００円（二世帯住宅）

申請期間　４月１日（火）から補助

　　　　　予定数終了まで（先着順）

そ　の　他　工事開始日は国の補助金

　　　　　決定後となります。

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

 

　４月２日以降に７０歳の誕生日を

迎える人（誕生日が昭和１９年４月２

日以降の人）は７０歳の誕生日の翌月

（各月１日生まれの人はその月）の診

療から、窓口負担が２割になります。

（ただし、一定の所得がある人は、こ

れまでどおり３割負担です。）

　なお、窓口負担には毎月の負担上

限額が定められていますが、７０歳か

ら２割負担となる人は６９歳までと比

べて上限額が下がります。

 　保険健康課国保係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

 

建家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

　チップ堆肥はいかがですか

建各種作業の注文をお受けします

建刃物研ぎいたします

と　　き　４月１７日（木）８時３０分～

　当日ご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。

建会員を常時募集しています

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　４月１７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

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

詳しくは

７０歳を迎える国保加入者へ
窓口負担見直しのお知らせ

詳しくは

農作業、畑作業お受けします
鹿島市シルバー人材センター

詳しくは

 

 

　市内のほかの学校にたくさんの友

だちを作って、鹿島では体験できな

い沖縄での研修に隊員として参加し

てみませんか。また、そんな子ども

たちと一緒に、感動の夏を迎えたい

スタッフも募集します。

と　　き　８月２２日（金）～２５日（月）

と　こ　ろ　沖縄県（事前研修は市内）

隊員資格　市内の小学４年生～

　　　　　　　　　　　中学3年生

定　　員　４５人(応募者多数の場合抽選）

スタッフ業務　子どもたちの指導・支援など

※応募方法などは、小中学校へ配布

　する募集チラシでお知らせします。

 　鹿島ドリームシップ実行委員会

　　　　　　（市生涯学習課内）

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

 

　鹿島市ジュニアリーダーズクラブ

は、中学生・高校生を中心に活動す

る青少年ボランティアグループです。

　地域のお兄さんお姉さんとして、

『わんぱくスクール』の催しやイベ

ントを企画し、子どもたちのお世話

や指導をしています。みんなで楽し

く活動して、思い出をたくさん作り

ませんか？

　初めてでも大歓迎！いつでも入会

できますので、皆さんも一緒にジュ

ニアリーダーとして活動しましょう。

入会資格　中学１年生～高校３年生

 　生涯学習課社会教育係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

募募 集集
鹿島ドリームシップ
隊員・スタッフ募集

詳しくは

鹿島市ジュニアリーダー
大募集！

詳しくは

 

　市では、社会人権・同和教育活動

事業として書道教室・ペン習字教室・

生け花教室を開催しています。

　詳しくは各集会所へお問い合わせ

ください。

・書道教室

と　き　毎月第１・３金曜日

講　師　植松文子さん

参加費　実費（紙代など）

ところ　教育集会所

　　　　緯０９５４（６３）２１３０

・ペン習字教室

と　き　毎月第２・４金曜日

講　師　植松文子さん

参加費　実費（紙代など）

ところ　同和教育集会所

　　　　緯０９５４（６３）４４７７

・生け花教室

と　き　毎月第２火曜日

講　師　吉田 和子さん

参加費　実費（花代など）

ところ　同和教育集会所

　　　　緯０９５４（６３）４４７７

 

　申し込み方法など詳しくはお問い

合わせください。

内　　容　黒髪山（ 青螺 山）登山
せいら

と　　き　５月１８日（日）

　　　　　雨天時は２５日（日）に実施

対　　象　１８歳以上（高校生を除く）

募集人員　３０人程度

参　加　費　１,０００円（弁当代・教材費等）

申込締切　５月７日（水）必着

 　黒髪少年自然の家

　　　　　緯０９５４（４５）２１７０

書道・ペン習字・生け花
教室の受講者募集

新緑のふれあい
トレッキング

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ・募集

　１０月２５日・２６日に、鹿島市などで開催される県民体育大会のサブ

タイトルを募集します。採用された人には粗品があります。

募集内容　鹿島市の文化、歴史、風土などをイメージしたもの

応募方法　市生涯学習課または市HPにある申込用紙に必要事項を明記のう

　　　　　え、郵送、FAXまたはメールで応募ください。（１人何点でも可）

申込締切　５月３０日（金）

 　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　　　　　　生涯学習課文化・スポーツ係　緯０９５４（６３）２１２５

　　　　　　姉０９５４（６３）２１２９　e-mail　shougai09@city.saga-kashima.lg.jp

申込・問合せ先

県民体育大会　サブタイトルを募集！
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　新規出店される人へさまざまな支

援（借入金利子、店舗改装費など）を

します。

　出店場所、賃貸物件などの条件が

ありますので詳しくはお問い合わせ

ください。

 く商工観光課商工労政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

 

 

　国家資格「保育士」の受験対策講

座を開講します。

※保育士国家試験の申込手続は、別に必要です。

と　　き　次の各日曜日

※講義内容によって終了時間が異なる場合があります。

※講義科目と日程は、一部変更になる場合があります。

と　こ　ろ　佐賀県社会福祉士会館

　　　　　（佐賀市八戸溝１丁目１５番３号）

受　講　料　２０,０００円（テキスト代込）

定　　員　１００人程度

申込締切　５月７日（水）（先着順）

 　佐賀県社会福祉士会

　　　　　緯０９５２（３６）５８３３

新規出店を支援

詳しくは

講講座座・・教教室室
平成２６年度

保育士受験対策講座

詳しくは

 

　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）

講師・内容

噛４月３日（木）

　第２７回総会（終了後記念講演）

　講師　田澤記念館館長　田中勉さん

噛５月１日（木）　

　演題　『明治時代の鹿島・井原

　　　　喜代太郎日記から』

　講師　江島美央さん（市生涯学習課）

噛６月５日（木）　

　現地研修　彼杵歴史資料館、

　　　　　　三川内焼美術館ほか

 　鹿島史談会事務局　木須

　　　　　緯０９５４（６３）４４６６

 

　健康づくりのため免疫力を高め、

自然治癒力を増強する気功をやって

みませんか。

と　　き　４月１日（火）～９月３０日（火）

　　　　　毎週火曜日１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　福祉会館３階大会議室

参　加　費　３,０００円（６カ月分）

 　宮﨑

　　　　　緯０９５４（６２）５０５５

鹿島史談会
鹿島の歴史講座のご案内

詳しくは

気功教室　生徒募集

詳しくは

 

　次の４つの中から選んでください。

　パソコンはこちらで準備できます。

と　こ　ろ　あすとプラザ（横田）

定　　員　各コース５人程度

受　講　料　４,０００円/月

テキスト代　２,０００円程度

申込受付　月・火・木曜日

　　　　　９時３０分～１５時３０分

 

　　ＮＰＯ法人フロンティア

　　緯０９５４（６３）４５７１

 

 

　詳細は下記に連絡し、願書をお取

り寄せください。

 　自衛隊武雄地域事務所

　　　　緯０９５４（２３）８３０４

パソコン教室　受講生募集

申込・問合せ先

試試験験・・採採用用
平成２６年度
自衛官採用試験

詳しくは

一次試験受　付受験資格募集種目

５月１０日

　　１１日

４月２５日

まで

２２歳以上

２６歳未満

一般幹部

候　補　生

受付後に

連絡します

年間を通じて

行っています

１８歳以上

２７歳未満

自衛官候補生

（男子）

情報掲示板　愚　募集・教室・試験

１３時３０分～１６時３０分９時３０分～１２時３０分

社会的養護・教育原理社会福祉５月１１日

保育の心理学子どもの食と栄養５月２５日

児童家庭福祉保育原理６月８日

保育実習理論子どもの保健６月２２日

時　　間日程コース

１３時３０分～１５時３０分月曜日Word

１０時～１２時火曜日Excel

１３時３０分～１５時３０分火曜日Excel

１０時～１２時木曜日Word

しらすとSOi SOiの和風ピザトースト

Ｎｏ．８

アレルゲン情報：大豆、りんご、

　　　　　　　　乳、小麦

１人前　　約３００kcal
～作 り方～

①のりの佃煮とSOi SOiを混ぜ合わせる。

②①を食パンに塗り、チーズを乗せ、その上に

　刻んだ大葉としらすを振りかける。

③トースターで②の食パンに焦げ目がつくまで

　焼く。

 　農商工連携推進室

　　　　　緯０９５４（６３）３４１１

詳しくは

材料

・しらす

・食パン

・大葉

・のりの佃煮

・とろけるスライスチーズ

・SOi SOi

適量

１枚

１枚

小さじ１／２

１枚

大さじ１

　『SOi SOi』は鹿島で作られた、
大豆を使ったドレッシングです。
【SOi SOiの特徴】
　・たまごが入ってません
　・コレステロールゼロ
　・マヨネーズよりヘルシー
　（カロリー約２/３、脂肪分約１/２）

噛肥前鹿島駅・ネットショップで販売中！
　http://kashima.shop-pro.jpへ
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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）

４月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成２２年９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

１７日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２４年９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）

２４日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２５年１２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 

２３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。

ポリオ
　平成２４年９月から口から飲む『生ワクチン』から注

射する『不活化ワクチン』に変わりました。

対　象　者　生後3カ月から７歳６カ月未満の子ども

接種回数

胸不活化ワクチンは、初回接種を２０日～５６日の間隔をお

　いて３回、その後、１年～１年６カ月の間に１回の追

　加接種を行い、合計４回の接種となります。

胸生ワクチンを１回接種している人は、初回接種を２０日

　～５６日の間隔をおいて２回、その後１年～１年６カ月

　の間に１回の追加接種を行い、合計３回の不活化ワク

　チンの接種が必要です。

胸生ワクチンを２回接種した人は、不活化ワクチンの接

　種は不要です。

日本脳炎
対　象　者　１期：３歳～７歳６カ月未満の子ども

　　　　　２期：９歳～１３歳誕生日の前々日の子ども

接種回数　１期初回は、６～２８日間の間隔をおいて

　　　　　２回接種します。

　　　　　１期追加は２回目の接種後、１１～１３カ月の

　　　　　間に１回接種します。

　　　　　２期は、対象期間の間に１回接種します。

　平成１７～２１年度の間に接種できなかった人へ

　下記の対象者は、不足分の接種を受けることができ

るようになりました。（母子健康手帳で確認）

特例対象者　平成７年４月２日～平成１９年４月１日生まれ

接種期間　２０歳誕生日の前々日まで

二種混合［ジフテリア・破傷風］
対象者　１１歳～１３歳誕生日の前々日の子ども
　　　　（小学校６年生には通知しています）

三種混合［ジフテリア・百日咳・破傷風］
対象者　生後３カ月から７歳６カ月未満の子ども

　　　　煙１期１～３回は、２０～５６日の間隔で受けます

　　　　煙１期追加は、１期３回目終了後、

　　　　　１年～１年６カ月の間に接種します

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

　　　　煙１期１～３回は、２０～５６日の間隔で受けます

　　　　煙１期追加は、１期３回目終了後、

　　　　　１年～１年６カ月の間に接種します

ＢＣＧ
　対象者　生後3カ月から１歳未満の子ども

①麻しん風しん混合②麻しん③風しん
対象者　第１期：１歳～２歳未満の子ども

　　　　第２期：平成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４月１日から平成２７年３月３１日までです。

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

　　　　　　（接種開始年齢で回数が異なります）

子宮頸がん予防ワクチン
　対　象　者　平成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。
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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

２２・・９９・１６・２３・３・１６・２３・３００日日（水）（水）
赤ちゃん相赤ちゃん相談談

受付　１３：３０～１４：３０
内容　身体測定・健康相談
対象　赤ちゃんと保護者
※来月は５月２１日（水）です

１１６６日（水日（水））
離乳食教離乳食教室室

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

８８日（火日（火））

子育てサークル　会場受付９時４５分～１０時

育児相談、子育てサークル、子育てひろばの問合先　子育て支援センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）０８７４

子育てひろば　会場受付１１時～１５時

　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（４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（４３）０７２５嬉野市　嬉野町森医院１日（火）

０９５４（６３）４０８０鹿島市　若殿分田中医院８日（火）

０９５４（６７）２１２０太良町田代医院１５日（火）

０９５４（６３）３３０９鹿島市　中牟田稗田産婦人科２２日（火）

０９５４（４３）１１４８嬉野市　嬉野町太田医院２９日（祝）

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（日曜日および祝日）

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

２カ月児相２カ月児相談談

受付　１３：３０～１３：５０
内容　体重測定・個別相談
対象　平成２６年２月生まれ

１１５５日（火日（火））

のびのび・よちよち合同サークル
　　　　　　　　　　　　　１０時～１２時

１１日（金）　エイブル　『みんな春だね竃』

１８日（金）　楠　風　館　『ママカフェ♪』

胸のびのびサークル
　対　象１歳７カ月児～就学前児と保護者
胸よちよちサークル
　対　象５カ月～１歳６カ月児と保護者

育 児 相育 児 相 談談
月～月～金金（休館日（休館日をを除除く）く）

気軽にご相談くださ気軽にご相談くださいい
受付受付　９～９～１７１７時時
対象対象　子育て中の子育て中の人人
場所場所　子育て支援セ子育て支援センンターター

２回目フッ２回目フッ化化物塗布物塗布

受付　１３：４５～１４：００
内容　歯科診察・フッ化物塗布
対象　平成２４年４月生まれ
　　　　　（希望者のみ）
※必ず歯磨きをして、ご来場ください。

２２４４日（木日（木））

ところ子育てひろば名と　き

お休みします１日（火）

七 浦 公 民 館七　浦８日（火）

古 枝 公 民 館古　枝１５日（火）

北鹿島農村婦人の家北鹿島２２日（火）

対　象　就学前児と保護者　ただし、『鹿島』は

　　　　１歳未満の赤ちゃんとその保護者

樺どこのひろばにも参加できます。
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４月

 卯月 
うづき

～６日（日）　旭ヶ岡公園桜まつり　　　　　旭ヶ岡公園

６日（日）　消防団入退団式　　市民会館　９時３０分～

７日（月）　平成２６年度始業式（市内小中学校）

１０日（木）　平成２６年度入学式（市内小中学校）

１３日（日）　消防団新入団員および班長以上幹部訓練

　　祐徳グラウンド　８時～

１９日（土）～５月６日（振休）　春の祐徳植木市

　　　　　　　　　　　　　　　祐徳稲荷神社駐車場

２４日（木）　肥前浜宿まちなみ活用委員会

　　　　　　　　　　　　　継場（八宿）　１９時３０分～

　　　広報かしま　編集・発行

　　　鹿島市役所　総務部　企画財政課　〒８４９－１３１２　佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１
　　　　緯０９５４（６３）２１１４（直通）　姉０９５４（６３）２１２９　URL　http://www.city.saga-kashima.lg.jp/　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この広報紙は再生紙を使用しています

広報かしま原稿締切日

６月号５月号
５月１日４月２日

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館２階
　１０日（木）　受付１３時～１４時　　　　　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始
　２４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
　３日（木）　１０時～１５時
愚成人健康相談　保健センター
　２日（水）　９時３０分～１０時３０分
愚快互（かいご）のつどい　エイブル２階和室
　１１日（金）　１３時３０分～１５時
愚住宅設計無料相談　旧池田家（南舟津）
　１２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
　２２日（火）　１３時３０分～１６時３０分
愚消費生活相談　市民会館２階第５会議室
　７・１４・２１・２８日（月）、４・１１・１８・２５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）
　１６日（水）　　９時３０分～１２時　老人福祉センター１階相談室
　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６会議室
　２２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
　２４日（木）　　１３時３０分～１６時００分
　市民課　緯（６３）２１１７
愚無料出張金融相談　鹿島商工会議所
　１１日（金）　１０時～１５時
愚厚生年金・国民年金相談　市民会館２階第５会議室
　１・１５日（火）　１０時～１２時、１３時～１５時　要予約
　市民課　緯（６３）２１１７
愚行政・人権・心配ごと相談　老人福祉センター相談室
　９・２３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

（４月分）

５・１２・１９・２６日（土）、
６・１３・２０・２７日（日）、
２９日（祝）
※一部休日開庁あり（２５ページ参照）

市役所
保健センター

７・１４・２１・２８日（月）、
２４日（木）、３０日（水）

市民図書館

７・１４・２１・２８日（月）、
３０日（水）

生涯学習センター
（エイブル）

２・９・１６・２３・３０日（火）
陸上競技場
市民球場・社会体育館

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
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３

　５日（土）
　６日（日）
１２日（土）
１３日（日）
１９日（土）
２０日（日）
２６日（土）
２７日（日）
２９日（祝）

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２９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）３２７５６日（日）

アルナ鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７１３日（日）

アルナ浜店薬師寺医院　緯（６３）５２８１２０日（日）

ミズ北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６２７日（日）

おおぞら薬局中村医院　緯（６３）９２３４２９日（祝）


