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№１０８８

　１１月５日、能古見地区で開催された中木庭ダムフェス１１月５日、能古見地区で開催された中木庭ダムフェスタタ

に合わせてダム一周ウォーキングが行われました。晴天にに合わせてダム一周ウォーキングが行われました。晴天に恵恵

まれ、参加された皆さんは、自分のペースで歩きながら心まれ、参加された皆さんは、自分のペースで歩きながら心地地

よい汗を流していましたよい汗を流していました。。

写写真真
中木庭ダム一周ウォーキン中木庭ダム一周ウォーキンググ
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－　鹿島市表彰　受賞者の紹介　－
自　治 上野　壽子さん

長年にわたり鹿島市選挙管理委

員会委員として明るい選挙の推

進、各種選挙の管理執行に尽力。

市

　１１月９日、地方自治や社会福祉、教育

文化体育などの６分野で市政に功労の

あった人たちに対する鹿島市表彰式が市

庁舎大会議室で行われ、８人、１団体が受

賞されました。

市政功労者を

表彰

社会福祉 渕上　京子さん

長年にわたり民生委員・児童委

員として地域福祉の向上に貢献。

市

社会福祉 小池　順子さん

長年にわたり民生委員・児童委

員として地域福祉の向上に貢献。

市社会福祉 岡　あさよさん

長年にわたり民生委員・児童委

員として地域福祉の向上に貢献。

市

産業振興 小野原　秀敏さん

長年にわたり農業協同組合役員

として業務に精励され、地域農

業の振興に寄与。

市 向井　一由さん

長年にわたり少年サッカーの育

成指導に尽力され、青少年の健

全育成と体育の振興に貢献。

市 教育文化体育

鹿島市老人クラブ連合会（団体）

長年にわたりさまざまな活動をとおして健康

づくりや仲間づくりに積極的に取り組み、老

人クラブの育成発展や地域福祉の向上に貢献。

市 その他の功労保健衛生 國松　秀俊さん

長年にわたり鹿島市立七浦小学

校の学校歯科医として児童の健

康指導と学校保健の向上に貢献。

市

　１１月２１日、統計調査に功労のあった人たちに対する表
彰式が県庁で行われ、３人が受賞されました。

鹿島市と市教育委員会で表彰
された受賞者を紹介します

平成２９年度統計功績者表彰（総務大臣表彰）
　１０年以上にわたり統計調査員として従事し、正確に調査員としての役割

を果たされた。また、長年にわたり各種統計調査に尽力。

　下田　サチ子さん（八宿）

平成２９年度佐賀県統計功労者知事表彰
　5年以上にわたり統計調査員として積極的に従事し、各種統計調査に尽力。

　栗山　和明さん（大木庭）　　田﨑　重文さん（納富分）

統計調査員の表彰Ｗ
受賞

田代　拓海さん

第７２回国民体育大会レス

リング競技成年男子フ

リースタイル５７kg級　第

３位の成績を収められ、

スポーツの振興発展に貢

献。

市 教育文化体育

感　謝　状　教
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－　市教育委員会表彰　受賞者の紹介　－

　１０月２６日、市の教育に関する分野

に功績のあった人たちに対する市教育委

員会表彰式が、市庁舎大会議室で行われ、

１２人が受賞されました。

市の教育に
関する貢献を
たたえて

教育行政　 中島　丈夫さん

鹿島市教育委員会委員として

鹿島市の教育の振興発展に貢献。

教

感　謝　状　 江頭　武典さん

第６７回九州ソフトテニス選手権

大会シニア男子７０歳の部　準優勝。

教

社会教育　 向井　幸子さん

鹿島市社会同和教育地域推進員

として鹿島市の社会同和教育の

発展に貢献。

教

芸術文化　 武藤　恭子さん

日本舞踊の指導者として芸術文化

の向上に尽力されるとともに、鹿

島市の郷土芸能の保存普及に貢献。

教

坂口　敦子さん

第６７回九州ソフトテニス選手権

大会シニア女子６５歳の部　優勝。

教 感　謝　状　井上　聖子さん

第６７回九州ソフトテニス選手権

大会シニア女子６５歳の部　優勝。

教 感　謝　状　

嶋江　翔也さん

第７２回国民体育大会レスリング

競技成年男子フリースタイル

６１kg級　第３位。

教 感　謝　状　 中村　百次郎さん

第７２回国民体育大会レスリング

競技成年男子フリースタイル

７４kg級　第５位。

教 感　謝　状　

谷口　将樹さん

第７２回国民体育大会レスリング

競技少年男子グレコローマン

５０kg級　第５位。

教 感　謝　状　 今村　莉花さん

第７０回全国高等学校陸上競技対

抗選手権大会北九州地区予選女

子４００ｍハードル　第１位。

教 感　謝　状　

本村　凜子さん

第１７回全九州卓球選手権大会中

学生女子の部　優勝。

教 感　謝　状　
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　「やっぱり、もっと勉強しないと、

医者になんかなれないんじゃない

の？」父から言われて、くじけそう

になりました。

（やっぱり医者なんか、無理なのか

な…）（もう医者はやめて、他の夢を

目指そうかな…）そう思いながら、

私は体がしぼんでいくような気がし

ました。

　医者、それは人の命を救い、患者

の笑顔を取り戻す職業。

　そんな素敵な医者に、母も「憧れ

ていたけど、なれなかった。」と言っ

ていたことを思い出しました。それ

と同時に、私は、小さい頃からずっ

と医者になりたいと思っていたこと

も思い出しました。

　すると、今まで体の本などを買っ

たり、読んだりしていたことが、

次々と頭の中に浮かんできました。

本を読んでいるときのどきどき、わ

くわくする気持ちは、今でもしっか

り覚えています。

　かつての憧れを思い出した私は、

（これから絶対に、将来の夢を医者

から変えない。）と、心に誓いました。

　その日から私は、苦手な算数を得

意科目にするため、算数の授業に真

剣に取り組むようにしています。特

に、計算を速くできるように、繰り

返し練習をしています。また、体の

仕組みについて扱っているテレビ番

組をチェックしては録画し、少しで

も体の仕組みについて学ぼうとして

います。

　そんなある日、母が私に、「医者に

なるには、頭の良さだけじゃなく、

諦めない心や、人の気持ちを思う心

も必要だよ。」と話してくれました。

　私は、はっとしました。

（そうか、今までは学力だけを身に

つければいいと思っていたけれど、

そういう心も大切なんだ…）

と、初めて気がついたのです。

　今は、たとえどんなに辛くても諦

めない心を持つように心がけていま

す。

　最近あった運動会では、応援リー

ダーになりましたが、動きをなかな

か覚えることができませんでした。

友達にアドバイスをもらいながら、

諦めずに何度も練習したことで、覚

えることができました。

　しかし、まだまだ算数を得意科目

に…という目標を達成できていませ

ん。それに、諦めない心を完全に持

ててもいません。だから、この二つ

は、今の私の大きな課題です。

　これから、もし夢への道が途切れ

ようとしても、医者という職業への

憧れ、そして、母が叶えられなかっ

た夢を私が実現したいという思いを

力に変えて、諦めずに一歩一歩頑

張っていきたいです。

　笑顔を守り続ける医者を目指して

…。

『医者』という
　　夢に向かって

鹿島小学校　６年

仁戸田　歩実

　１１月３日に開催した『少年の夢発表会（青少年

健全育成大会）』で、各小中学校の代表１１人が自

分の夢や体験、思いを発表しました。

（敬称略）

ぼぼくくのの夢夢
わたしの夢を　　わたしの夢を発発表表

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

　私には、夢があります。それは動

物も飼い主もしあわせにできる獣医

師になることです。

　絶対になろうと思います。

　なろうと思ったきっかけは、動物

が好きだからです。私が生まれる前

から飼われていた犬のりんが病気で

死んだとき、「私が獣医師になって

病気を直してあげたい」と思ったか

らです。

　ダックスフンドのりんは、私が生

まれる前からいました。りんは、私

の兄弟みたいな存在でした。散歩に

行ったり、ご飯をあげたりして、一

緒に大きくなりました。

　私が三年生になった年、りんは、

乳がんという病気にかかりました。

りんは、おなかに大きなこぶが二つ

できました。りんは、まだ元気でし

た。でもだんだん歳をとっていくう

ちに、足が悪くなり、病気も進んで

いき、とうとう歩くのも一苦労とい

う状態になってしまいました。

　五年生の冬、お母さんの実家の熊

本に行きました。そしたら、病気が

悪化して佐賀に帰られなくなりまし

た。私が佐賀に帰って四日がたちま

した。心配になり電話をしてみまし

た。りんは、ご飯を食べずに、やせ

ていると言っていました。

　次の日の夜、電話がきました。

「りんが死んだ。」と話していました。

こわくて熊本に大急ぎで行きました。

りんは目をうるませながら死んでい

ました。そのあとりんは、火葬され

ました。

　この出来事で、私は前よりもっと

獣医師になりたいと強く思いました。

　獣医師は、百人に一人しか受から

ないほど難しいと聞きました。それ

を聞いたからには、たくさん勉強し

て、大学に入って獣医学部で勉強し

て、獣医師という夢をかなえて

家族に報告して、喜んでもらいたい

です。と中であきらめずにがんばっ

ていきたいです。

私の夢

能古見小学校　６年

白仁田　茉央
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　また、当日は『かべ新聞』や『俳句』の作品も展示されていました。

　これらの作品を来月号まで２回にわたって掲載します。（中学生の発表と俳句は、１月号に掲載します）

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

　私は今、空港のグランドスタッフ

になるという大きな夢を持っていま

す。グランドスタッフになるには、

英語や言葉も、今以上に勉強しなけ

ればいけません。

　グランドスタッフとは、旅行に行

く人の搭乗手続きをしたり、空港内

の案内、飛行機に乗る前に搭乗券を

通すゲートでの業務などを行う空港

内での仕事です。

　グランドスタッフの夢を叶えるた

めに大切な事が二つあります。

　一つ目は、どんなに難しい事など

があっても、そこから逃げずに最後

まで、この夢をあきらめないことで

す。もしも、難しいことなどから、

すぐに逃げてしまうともう、この夢

を叶えられる可能性が少なくなりま

す。それよりも、難しいことがあっ

ても、最後の最後まであきらめず、

この夢を追い続けると、いつかきっ

とこのグランドスタッフという夢が

叶うと思います。

　二つ目は、子供の頃から、時間な

どを守ることや、もしもグランドス

タッフになって、お客さんに何か

あった時、他の人と協力したり、

チームワークが一番大切だと思いま

す。

　そして、子供の頃、日ごろから、

学校の友達などに、思いやりを持っ

た行動や、言われると嬉しい言葉を

言ったりすると将来、この夢が叶っ

た時に使いやすいと思います。

　そして、もしグランドスタッフに

なるという夢が叶ったら、旅行に行

く人を楽しくお見送りしてあげたい

です。笑顔で、旅行に行く人をお見

送りすると、今から旅行に行く人も

楽しい気持ちになるし、私も、嬉し

い気持ちになると思います。

　夢は大人になってから持っても良

いかもしれません。しかし、幼い頃

から大きな夢を持って大人になり、

その夢を叶えられた時の達成感は、

とても大きな力へと変わると思いま

す。

　私は今、このグランドスタッフと

いう夢を叶えるために努力している

事があります。それは、学校の勉強

を頑張ったり、学校以外に英語を

習ったりしています。

　幼い頃から大きな夢を持てばその

夢は、努力をすればきっといつか必

ず叶うと思います。

　夢はあきらめるのは簡単です。で

も、あきらめないで努力をすれば、

きっと夢は叶うと思います。

努力をすればきっと

浜小学校　６年

橋本　恋香

　私の夢は、看護師になることです。

　私は、患者さんやその家族が喜ん

でくれるように、命を助ける仕事が

したいです。

　私のお父さんとお母さんも看護師

をしています。それで、看護師の残

業をしている姿をよく見かけました。

「かっこいいな。」と思って、お父さ

んとお母さんの話を聞いてみました。

すると、お母さんは、患者さんの容

体が急に悪くなった時にどうすれば

いいか話していました。家にある看

護の本も読んでみました。とてもお

もしろくて、「すごいな」と感心しま

した。そして、三年生ぐらいの時に、

急にお腹がいたくなって、病院で検

査したことを思い出しました。

　あの時、私はすべて初めてのこと

で、心配でたまりませんでした。そ

れでも、看護師さんが、「大丈夫。大

丈夫。安心して。」と言ってくれたの

です。カチコチだった私は、一気に

心配がとれて、次のレントゲン検査

に行けました。「大丈夫。大丈夫。」

と言ってもらったおかげで、心配し

ないでできました。そして、やさし

く話してくれて、「検査は、心配しな

くていいんだ。」と思えたのを覚えて

います。

　私は、よくテレビで病院のドラマ

を見ます。その時の看護師さんは、

かっこいいと思えました。手術など

の介助を早くやっていたり、人を救

助しているところを見て、「かっこ

いい。」と思ったのです。患者さんと

もたくさん話して、笑顔にしている

姿を映像でみると、私も、その場に

いたように、嬉しくなります。だか

ら私も、患者さんを笑顔にできて、

安心させてあげられる優しい看護師

さん、そして、他の人から見ても、

かっこいいと思ってもらえる看護師

さんになりたいです。

　看護師やお医者さんは、一つ一つ

の行動が患者さんの命を左右します。

その大事な命を助けてあげられるよ

うに、色々なことに挑戦し、たくさ

んのことを学んでいきたいと思いま

す。

　今はまだ、小学校の勉強をしてい

るところですが、将来、看護師にな

るために、中学校や高校でも、しっ

かり勉強して、立派な看護師になる

準備をしたいと思います。そのため

には、苦しいことに負けない心と体

力が必要です。それに、とっさに判

断する力も大事です。

　だから、今私は、ソフトテニスク

ラブで練習をがんばっています。時

には、つらくてやめてしまいたくな

る時もありますが、看護師になるこ

とを夢みて、これからも、がんばり

ます。

看護師になりたい

古枝小学校　６年

池田　結奈
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「ぼくの夢わたしの夢を発表」の続き

　私の夢はパティシエになることで

す。

　最初にパティシエになりたいと

思ったのは、父の誕生日ケーキを

作った時でした。いちごの赤と生ク

リームの白のまぶしさに負けない位、

にこにこ顔の嬉しそうな父の顔。自

分の作ったもので人が喜んでくれる

ことが嬉しくて、人を幸せにする

ケーキを作りたいと思うようになっ

たのです。人を幸せにするケーキっ

てどんなケーキだろう。私が考えた

のは、三つのキーワードでした。

　最初に浮かんだのは、「みんな」と

いうキーワードです。私の友達はア

レルギーがあり、みんなと同じおや

つを食べることができません。おば

あちゃんは、高血圧や糖尿病があり、

あまりケーキを食べません。そんな

人でも、おいしく食べることができ

るケーキを作りたいです。また、犬

や猫などのペットも人間と一緒にお

いしく食べられるケーキも作ってみ

たいです。

　二つ目は、「安心・安全」です。農

薬などの問題や外国から入った食品

でのトラブルをテレビでよく見ます。

友達の家族は、牧場をしていて牛を

育てています。安心・安全なおいし

い牛乳を作るために、エサになる草

から自分たちで作っています。どん

な材料を使い、どういう風に作られ

るか、作っている人の顔が見える、

安心・安全なケーキを私も作りたい

と思いました。

　最後のキーワードは「心」です。私

のケーキの原点は、父のために作っ

た誕生日ケーキです。そこには、父

を喜ばせたいという私の「心」がつ

まっていました。「楽しく食べて欲

しい」「ほっと一息ついて欲しい」「元

気をだして欲しい」など、私の「心」

がつまったケーキ作りを大切にした

いです。

　この、私が考える「人を幸せにす

るケーキ」を作るために、人の気持

ちや自然の美しさが分かる心の優し

い人になること、厳しい世界でも努

力の出来る人になること、ケーキの

作り方だけでなく、いろんな知識を

身につけることをこれから大事にし

ていきたいと思っています。もうす

ぐ中学生になる私。いろんな人と出

会い、いろんな経験をして、根っこ

の大きい人間になりたいと思います。

　夢に向かってがんばります。

幸せのケーキ

北鹿島小学校　６年

江島　由菜

　ぼくの将来の夢は、牛飼いになる

ことです。

　牛飼いになりたいと思った一つ目

の理由は、ズバリぼくの家が黒毛和

牛を五十頭飼っている牛飼いをして

いるからです。二つ目の理由は、何

より、自分の育てた牛を食べた人が

「おいしい」と言って、喜んで食べ

てくれるような牛を育てたいからで

す。そして、自分の牛が、人気に

なって、高く売れたらもっといいな

と思います。

　今でも、たまに牛舎に行って、エ

サやりや、のこくず敷きを手伝って

います。お父さんに教えてもらいな

がら、地ばなしした子牛にミルクを

あげることもあります。でも、本物

の牛飼いになることは、簡単なこと

ではありません。

　特に、牛舎での仕事は大変です。

機械でたい肥を出したり、遠くにの

こくずを取りに行ったりという専門

的な仕事があります。秋には、夜遅

くまで、わら寄せをするのも大変な

仕事です。また、ぼくの父は、他の

牧場に「種付け」に行くこともあり

ます。種付けは、牛の都合に合わせ

るので、急に仕事が入ることもあり

ます。

　牛飼いになるには、エサの量をき

ちんと計れるようになることも大切

です。エサは、その時の牛の様子に

合わせて、量を調節しなければなら

ないので、とても頭を使います。一

頭一頭、牛のことを考えた思いやり

のあるお世話が大事です。また、お

父さんのような「種付け」の免許を

取るためには、勉強もしないといけ

ません。

　ぼくは、三年くらい前から、牛舎

で仕事を手伝うようになりましたが、

未だに、生菌剤の量などを間違えて

迷惑をかけることもあります。

　ぼくは、今、算数があまり得意で

はありません。だから、牛飼いに

なってエサの量や生菌剤の量を間違

えたりしないように、算数をがんば

りたいと思っています。

　牛飼いは、なりたいと思っただけ

でなれる仕事ではありません。勉強、

スポーツと色々努力をしていきたい

です。牛についての勉強も体を鍛え

ることもしっかり頑張りたいです。

　牛飼いは、とてもきつい仕事だと

思います。でも、それを乗り越え、

みんなに誇れる牛を作りたいです。

　そして、お父さんと一緒に七浦か

ら立派な黒毛和牛を出荷して、立派

な牛飼いになりたいです。

　みなさん、ぼくが牛飼いになった

ら、おいしいお肉を食べさせます。

楽しみにしていてくださいね。

ぼくの夢

七浦小学校　６年

平田　穣司
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　わたしの夢は、習字の先生になる

ことです。

　わたしは、二年生のころから習字

を続けてきました。もともと字がき

たなくて、少しでも上手になりたい

と思ったからです。

　習字のみ力は、努力をすれば字が

上手くなっていくことです。わたし

が習字を始めて四年と半年が経ちま

した。週に一回十枚ずつ習字教室で

練習しています。計算すると、今ま

でに二千四百五十枚書いたことにな

ります。

　一枚一枚は、とてもうすいけど、

二千四百五十枚かさねると、ものす

ごい厚さになります。その厚さが、

わたしがかさねてきた努力です。努

力してきた分、字も上手になってき

ました。

　これからも、何千枚も練習して、

習字の先生になりたいと思います。

　わたしが習字の先生になりたいと

思った理由は、もう一つあります。

それは、習字の先生である川口先生

の存在です。

　川口先生は、とても厳しい先生で

す。字の練習中、少しでも関係のな

い話をしていると、「話すのなら習

字をしてはいけません。」と厳しく言

われます。だから、習字の時には、

きんちょう感をもって練習しないと

いけません。

　でも、川口先生は、厳しいだけの

先生ではありません。習字が終われ

ば、わたしの話をよく聞いてくれる、

優しい先生です。先生とは学校の話

をよくします。

　今年わたしが運動会の応えんリー

ダーになった時には、「優勝できる

ようにがんばってね。」と、声をかけ

てくれました。先生から声をかけて

もらうと力がわいてきます。川口先

生の声には、厳しさといっしょに、

温かさがあるのです。わたしも、こ

んな素敵な大人になりたいと思うよ

うになりました。

　これからの十年は、夢をかなえる

ための大切な十年です。尊敬する川

口先生のもとで、これからも努力を

積み重ねて、立派な習字の先生なり

たいと思います。

将来の夢

明倫小学校　６年

松浦　ほの香

かべ新聞のかべ新聞の部部　優秀作品優秀作品

寓古枝小学校

実
行
委
員
長
賞

教

育

長

賞

寓能古見小学校

奨
　
励
　
賞

寓鹿島小学校

奨
　
励
　
賞

寓明倫小学校

栢中学生の発表と俳句は、広報かしま１月号に掲載します

寓七浦小学校寓浜小学校 寓北鹿島小学校
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イベント情報・採用情報

　鹿島自慢の農水産物や加工品などの物産を即売・

展示する催しを、祐徳稲荷神社のお火たきに合わ

せて開催します。

と　　き　１２月７日（木）９時～１６時

　　　　　　　８日（金）９時～２２時

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参集殿

鹿鹿島島市市特特産産品品ままつつりり

澗

監

環

看

潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅

潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

YOU竃得！ガラポン抽選会
　祐徳門前商店街で５００円購入につき１枚の抽選補助

券を発行し、補助券３枚で１回抽選ができます。佐賀牛や

地元のお米などの賞品が当たる、空クジ無しの抽選会です。

抽選券発行期間　１２月８日（金）２１時まで

抽　選　会　日　時　１２月８日（金）１０時～２１時１０分

　　　　　　　　※賞品が無くなり次第終了

抽　選　会　会　場　YOU-TOKU庵（家督屋前）

 　YOU-TOKU庵　緯０８０（１５３２）３２４０詳しくは

申込書等の請求　下記のいずれかの方法で入手できます。

　①市役所３階総務課で交付します。

　②申込書類の郵送による請求は、封筒の表面には　

　　『採用試験申込書請求』と朱書きし、裏面には　

　　『請求された人の住所、氏名』を記入の上、必ず

　　１２０円（返信を速達で希望する場合は４００円）

　　切手を貼り、宛先および郵便番号を明記した返信

　　用封筒　（角形２号：Ａ４サイズ用紙の入る大きさ）　

　　を同封して、右記の申込先へ請求してください。

　③市ホームページからダウンロードできます。

受付期間　１２月１日（金）～１２月１５日（金）

　　　　　８時３０分～１７時１５分（土・日曜を除く）

第一次試験

　と　き　平成３０年１月７日（日）９時３０分集合

　ところ　市役所（予定）

 　

　〒８４９－１３１２

　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　鹿島市役所総務課職員係

　緯０９５４（６３）２１１３

申込・問合せ先

職務内容採用予定受　験　資　格一 次 試 験試験区分

建築技術、一般行
政の業務に従事

若干名

潤昭和４２年４月２日から平成８年４月１日までに生まれた人
潤次のいずれかに該当する人
　・１級建築士若しくは２級建築士資格を保有する人
　・平成３０年３月３１日までに建築士資格を保有する見込みの人
　・平成３０年３月３１日時点で２級建築士試験の受験資格を有する人

潤住所要件はありません

教養試験および専門試験
【大卒程度】

建　築　A

鹿島市職員（建築）を募集します

毅特産品の即売および展示

毅伝統工芸品制作実演

毅お楽しみガラポン抽選会

毅干支キーホルダープレゼント（数量限定）

毅ゆるキャラ大集合　など

毅園児（旭ヶ岡保育園、鹿島保育園）お遊戯・演奏

内　　容

 　同協議会事務局（田雑商店内）
　　　　　緯０９５４（６３）２６０１
詳しくは

主　　催　
　鹿島市地場産業振興協議会

門前商店街でも

イベントがあるよ！
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　エアコンを使いこなして
　　　　　　　夏も冬も省エネ
　エアコンは室外と室内の温度差が大きくなると、消費電力

が増します。

　省エネといわれる『夏２８℃、冬２０℃』に設定し、室内

外の温度差を小さくしましょう。夏はエアコンと扇風機の併

用で、冬は服装を工夫して省エネを心がけましょう。

夏

冬

文化・スポーツの結果

　文化・スポーツの活動で、優秀な成績を収めた個人と団体の大会結果をお知らせします。皆さんおめでとうご
ざいます！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略、順不同）

文文化化・・スポーツの結スポーツの結果果お知
らせ
！

皐佐賀県七夕書き方会

　【硬筆の部】

　　特選　古賀　優莉奈（鹿島小２年）

　　特選　馬郡　虹（北鹿島小３年）

　　特選　中原　裕紀（明倫小６年）

　【毛筆の部】

　　特選　山田　和紗（西部中３年）

皐第５５回佐賀県文学賞

　【中学生の部　短歌】

　　二席　坂井　美琴（西部中３年）

　　三席　　　和華子（西部中３年）

　　秀作　溝上　聖恋（西部中３年）

皐第３１回関西少年少女レスリング選手権大会

　開　催　日　１０月１５日（大阪府　吹田市立北千里体育館）

　【５・６年生の部　３９kg級】

　　優勝　松原　拓郎（北鹿島小５年）

皐西日本学生レスリング選手権大会

　開　催　日　１０月２７日～２８日（大阪府　堺市金岡公園体育館）

　【フリースタイル　５７kg級】　優勝

　【グレコローマンスタイル　５９kg級】　３位

　　　　　　　　　　田代　拓海（福岡大３年）

　【フリースタイル　７４kg級】

　　３位　嶋江　健太（福岡大１年）

皐第３２回九州空手道練成大会

　開　催　日　１０月２２日（県総合体育館）　

　【中学男子重量級の部】　

　　２位　堀田　陸志（西部中１年）

皐佐賀県高等学校新人ソフトテニス大会

　開　催　日　１０月２８日（県総合運動場庭球場）　

　【男子個人戦】　

　　優勝　田中　将太・山口　拓冬（塩田工業高２年）

皐佐賀県中学校駅伝競走大会

　開　催　日　１１月１０日（ふくどみマイランド公園コース）

　【女子の部】　優勝　西部中学校陸上部女子

　１区：松浦亜依　２区：峰松翠　３区：宮川泉穂　４区：太田凜　５区：西野天葉

　１区は２秒遅れの２位でしたが、その後、総合力で圧

倒し、２位の嬉野中学校に５０秒の差をつけて優勝しまし

た。また、１２月１７日に滋賀県で開催される全国大会に出

場予定です。応援よろしくお願いします。

皐県民体育大会なぎなた競技

　開　催　日　１０月１４日（有田中部小学校体育館）　

　【演技競技・団体試合　小学校下学年の部】　

　　優勝　大谷　実穂（明倫小１年）

　【個人試合・演技競技・団体試合　小学校上学年の部】　

　　優勝　大谷　舞桜（明倫小５年）

皐第２３回佐賀県中学生新人陸上競技大会

　開　催　日　１０月７日（県総合運動場陸上競技場）　

　【男子１１０ｍハードル】

　　２位　永渕　豊人（西部中２年）

皐第５３回佐賀県中学校新人柔道大会

　開　催　日　１１月５日（唐津市東部武道館）　

　　３位　西部中学校柔道部

　【個人　６６kg級】

　　２位　植松　恭平（西部中１年）

県大会以上で上位入賞者の情報がありましたらご連絡ください　 　生涯学習課スポーツ係　緯０９５４（６３）２１２５詳しくは



10 Ｈ２９(２０１７).１２.１　広報かしま

１．職員の任免および職員数に関する状況

最終合格者数受験者数区分
　３人２９人一般事務Ａ
　１人　３人一般事務Ｂ
　０人　０人土　木　Ｃ
　２人　３人土　木　Ｄ
　０人　０人建　築　Ｅ
　１人　１人保健師　Ｆ
　１人２３人社会人経験者
　１人　１人建築（追加募集）
　９人６０人合　　計

（１）　職員の競争試験の状況
選考競争試験

区分
計女性男性計女性男性
１人０人１人５人２人３人一般事務

職種
１人０人１人２人０人２人土　木
０人０人０人１人０人１人建　築
０人０人０人１人１人０人保　健　師
２人０人２人９人３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２８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
　８人　３人　５人定年退職
　１人　０人　１人勧奨退職
　５人　１人　４人そ　の　他
１４人　４人１０人合　　計

（３）　職員の退職の状況

２．職員の人事評価の状況

（１）　人事評価制度の概要（平成２９年４月１日現在）
職員の能力開発および人材育成に活用する評価の目的
能力評価および目標評価評価内容
４月１日から１２月３１日まで評価期間
すべての一般職の職員（派遣、休業等の職員を除く）被評価者の範囲

第２次評価者第１次評価者被評価者

評価者
－副市長部長級
副市長部長級、教育長課長級

部長級、教育長課長級部長級および課長級以外の職員
能力評価および目標評価の結果を基に、A・B・Cの３段階評価評価方法
人事管理の一部に活用人事評価の活用方法

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
普通昇給の決定勤務評定の活用方法

（２）　勤務成績の評定（平成２９年４月１日現在）

３．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

（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３４,２３７時間

※総時間数には振替時間含みます。

（４）　育児休業等の取得状況
女性職員男性職員区　分

２０平成２８年度に新たに取得した職員

５０平成２７年度以前から引き続き取得している職員

（２）　年次有給休暇の取得状況（平成２８年１月１日～平成２８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）

２３.９％９.２日２１２人１,９４６日８,１３６日

※全対象職員数は、当該期間中に採用・退職した職員および休業等の事由がある職員を除きます。
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７．職員の福祉および利益の保護の状況

（５）　不利益処分に関する不服申し立ての状況
該当なし

（４）　勤務条件に関する措置の要求の状況
該当なし

公費負担額決算額実施主体事業名称

１,９７３千円５,５１６千円
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
受診者数健康診断の種類
　９５人基本検診

定期健康
診断

　９３人胸部Ｘ線
　２０人胃検診
　　７人肝炎ウィルス検診
１４０人人間ドック
　　５人婦人（子宮がん）検診
　　３人婦人（乳がん）検診
　４７人ＶＤＴ健診

（１）　健康診断の実績 （２）　公務員災害補償
通勤災害公務災害区　　分
０２申請件数
０１認定件数
０１不認定件数

６．職員の退職管理の状況 平成２８年度退職者（１４人）の再就職状況

人数区分
５人退職者のうち市役所に採用した者
５人再任用職員

※退職者からの再就職の状況に係る届出等に基づきます。

人数区分
４人退職者のうち市役所以外へ再就職した者（※）
０人民間企業等
３人国および他の地方公共団体
１人その他　法人等

（５）　特別休暇の状況
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
妊娠６月末までは４週間に１回、７月から９月末までは２週間に１回、１０月から分べんまでは
１週間に１回、産後１年まではその間に１回とし、１日の正規の勤務時間内で必要と認める期間

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１日２回（１回につき４５分）⑧生後満１歳に達しない子を育てるための休暇
有給３日の範囲内で必要と認める期間⑨妻の出産に伴う休暇
有給出産予定日前８週間（多胎妊娠の場合は１４週間）前の日から出産の日後８週間を経過する日までの期間内における５日の範囲内の期間⑩出産の際、子を養育するための休暇
有給１年に５日（２人以上１０日）の範囲内で必要と認める期間⑪子の看護のための休暇
有給１年に５日（２人以上１０日）の範囲内で必要と認める期間⑫短期の介護休暇
有給２日の範囲内で必要とする期間⑬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⑭忌引
有給３日の範囲内の期間⑮夏季休暇
有給必要と認める期間⑯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⑰ボランティア休暇

５．職員の服務の状況
（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

（２）　営利企業等の従事許可の状況
許可件数営利企業等の従事内容
０営利を目的とする会社の役員等に就任する場合
０自ら営利を目的とする私企業を営む場合
６報酬を得て事業または事務に従事する場合

４．職員の分限および懲戒処分の状況

合
計

免
職

停
職

減
給

戒
告

処分の種類
処分事由

１人００１人０
法律又は条例、規則若し
くは規程に違反した場合

０００００
職務上の義務に違反し
又は職務を怠った場合

０００００
全体の奉仕者たるにふさわ
しくない非行のあった場合

１人００１人０合計

（２）　懲戒処分者数
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
４人０４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
４人０４人００合計

（１）　分限処分者数
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７級６級５級４級３級２級１級区分

部長の職務課長の職務
課長補佐
の職務

高度の知識また
は経験を必要と
する主任の職務
もしくは係長ま
たは主査の職務

主任の職務

高度の知識ま
たは経験を必
要とする職員
の職務

定型的な職務ま
たは比較的高度
の知識、経験を
必要とする職員
の職務

職務内容

４人
２．１％

１９人
１０．１％

２３人
１２．２％

７４人
３９．３％

４９人
２６．１％

８人
４．３％

１１人
５．９％

職員数
構成比

（３）一般行政職の級別職員数の状況　（平成２９年４月１日現在）

（注）１.職員手当に、退職手当は含みません。
　　　２.職員数は、平成２８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

６,０８０千円１,２４６,３２５千円
　８０３,３０３千円
　１３１,７０６千円
　３１１,３１６千円

給料
職員手当
期末・勤勉手当

２０５人平成２８年度

②　職員給与費の状況（一般会計決算）

（１）総括

①　人件費の状況（一般会計決算）
（参考）平成２７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２９年３月３１日現在）

区分

１４.９％１４.０％２,１２０,４６３千円３０５,４６０千円１５,１９６,７１４千円２９,９５８人平成２８年度

　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、国や他の地方公共団体、民間企業等と

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。

９．市の給与・定員管理等について

（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況

２０年１５年１０年区分
３７３,０００円
２８９,８７５円

２８４,７００円
２５４,５８０円

２５３,６００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２９年４月１日現在）

国鹿島市区分
１７８,２００円
１４６,１００円

１７９,８００円
１４７,１００円

大学卒
高校卒

一般行政職

②　職員の初任給の状況（平成２９年４月１日現在）

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

４１０,７１９円３３０,５３１円４３.６歳
３８８,３７４円

３３２,０３９円４３.６歳一般行政職
３５２,０９６円

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２９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。

８．職員の研修の状況
受講者数研修内容区分
１,２５４人　メンタルヘルス研修、コンプライアンス研修、自治体契約実務研修、パソコン研修　など市主催研修職場研修

５６人　新規採用職員研修、新任係長研修、市町監督者研修　など階層別研修
職場外研修 ８０人　佐賀県市町村振興協会主催研修、市町村職員中央研修所、民間等主催実務研修　など自主研修

２５人　杵藤地区広域市町村圏組合主催研修、他市との合同職員研修　などその他
１,４１５人　合計



広報かしま　Ｈ２９(２０1７).１２.１13

対前年
増減数

職員数（人）
部門

平成２９年平成２８年

　　０
　△３
　△１
　　０
　　０
　　０
　△２
　　３
　△１

　　　４
　　５３
　　１５
　　　２
　　２５
　　１０
　　２１
　　３４
　　１５

　　　４
　　５６
　　１６
　　　２
　　２５
　　１０
　　２３
　　３１
　　１６

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

一
般
行
政

　△４　１７９　１８３小　計

　　１　　２２　　２１教　　育特
別

行
政 　　１　　２２　　２１小　計

　　０
　　０
　　０

　　１０
　　　９
　　１５

　　１０
　　　９
　　１５

水　　道
下　水　道
そ　の　他

 公
営
企
業

等
会
計 　　０　　３４　　３４小　計

　△３
　２３５
[３１２]

　２３８
[３１２]

合　　計

（注）１職員数は一般職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）

支給職員１人
当たりの
平均支給年額
（平成２８年度）

支給実績
（平成２８年度）

国の制度
との比較
（相違点）

手当名

２１４千円２７,０２０千円同じ扶養手当

２７６千円１１,３１２千円同じ住居手当

５８千円６,８０６千円
（交通用具利用者
の通勤距離区分）

通勤手当

５５９千円１３,４２１千円（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２９年４月１日現在）

支給職員１人当たり
平均支給年額

支給実績区分

３５６千円７１,５８８千円２７年度

３７２千円７５,１９３千円２８年度

５６千円支 給 実 績

８千円支給職員１人当たりの平均支給年額

３.０％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２８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　　９３０千円

勤勉手当　　５９３千円

（支給割合）

同左

（支給割合）

期末手当　２.６月分

勤勉手当　１.７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

２５.５５６２５月分
３４.５８２５月分
４９.５９　月分
４９.５９　月分

２０.４４５月分
２９.１４５月分
４１.３２５月分
４９.５９　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

－１７,６８１千円
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２９年４月１日現在）①期末手当・勤勉手当（平成２８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。

給料月額等区分

市　長　７８６,０００円
副市長　６３５,０００円
教育長　５９６,０００円

給　　料

議　長　４２０,０００円
副議長　３５４,０００円
議　員　３３４,０００円

報　　酬

市長・副市長・教育長・議長・副議長・議員
平成２８年度支給割合　３.２５月分
加算措置の状況　役職加算１５％

期末手当

市長・副市長・教育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
教育長　給料月額×在職月数×２０／１００
　　　※いずれも任期毎に支給

退職手当

（５）特別職の報酬等の状況（平成２９年４月１日現在）
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情報掲示板ワイド

お
知
ら
せ

地域包括支援センターからのお知らせ

介護者のつどい
お
知
ら
せ

　日ごろの悩みや体験談を持ち寄り、認知症など介護

の必要な家族との関わり方を一緒に考えてみませんか。

　今回は、お楽しみクリスマス会も予定しています。

ぜひ、ご参加ください。

　と　　き　１２月１９日（火）１３時３０分～１５時

　と　こ　ろ　エイブル２階和室

　参　加　費　無料　※申込不要

　 　地域包括支援センター

　　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは

《参加者の声》

　介護を始めたばかりの１０数年前は、わかっている

のに優しく接することができなかった。やっと今、自

分や母親への否定をやめることができた。そうして気

持ちは楽になった。

　介護を始めたばかりの人や、その途中で模索してい

る人には、経験者のことばはとても支えになる。もっ

と家族を介護している人が集まって、ここで話をした

り、聞いたりできればとても良いと思う。

年末年始の公共施設等の休みと取り扱い業務
お
知
ら
せ

潤杵藤葬斎公園　　　１月１日（祝）

潤市民交流プラザかたらい
　　　　　　　　　　１２月２９日（金）～１月３日（水）

潤子育て支援センター　１２月２９日（金）～１月３日（水）

潤市陸上競技場　　　１２月２８日（木）～１月３日（水）

潤産業活性化施設（海道しるべ）　
　　　　　　　　　　１２月２９日（金）～１月３日（水）

潤市民球場　　　　　１２月１日（金）～２月２８日（水）
　※芝の養生のため

潤蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場
　　　　　　　　　　１２月２７日（水）～２月２８日（水）
　※年末年始および芝の養生のため

潤各地区公民館　　　１２月２９日（金）～１月３日（水）

潤市内各体育館　　　１２月２８日（木）～１月３日（水）

潤北公園　　　　　　年中無休

潤動物保護　　　　　１２月２８日（木）～１月３日（水）

潤し尿汲み取り　　　１２月３０日（土）～１月３日（水）
　※日程表による計画収集を行っています

潤ゴミ収集　　　　　１２月３０日（土）～１月３日（水）

潤生ごみ収集バケツ　１２月２９日（金）～１月９日（火）
　※対象地区は大字納富分です

　市に関係する公共施設・サービスの年末年始の休みは次のとおりです。

　市役所の業務のうち、次のものは年末年始の休みの

期間中（１２月２９日～１月３日）も行っています。

恭出生届

　［持参品］出生届出書、印鑑、母子手帳

恭婚姻・離婚届

　［持参品］婚姻・離婚届出書、印鑑、

　　　　　身分証明書（運転免許証、パスポートなど）

恭死亡届

　［持参品］死亡届出書、印鑑、火葬料７,０００円（杵藤広域圏内）

恭各種証明書の予約交付（市民課、税務課関係分）

　［持参品］手数料、身分証明書（免許証・健康保険証など）　　

　　　　　印鑑証明書のときは、印鑑登録証をお持ちください。

　［予約方法］１２月２８日（木）１７時までに、本人か同一世帯の人が市

　　　　　民課緯（６３）２１１７に電話で申し込んでください。

　　　　　※戸籍に関する証明書は予約交付できません

　［交付時間］８時３０分～２０時

焔届出および交付する場所　市役所守衛室

ニセ電話詐欺の被害者は高齢者だけではありません！
　最近、「アダルトサイトの利用料が未払いになっています。このままでは裁判になります。コンビニで支払い

を。」などといった電話やメールが来たという相談が増えています。このような請求はすべて詐欺です。

　　　　　　噛身に覚えのない請求は無視する　噛安易に連絡しない

　　　　　　噛一人で判断せず、家族や警察に相談する

 　鹿島警察署生活安全課　緯０９５４（６３）１１１１詳しくは

詐欺被害を
防ぐために

今月は年金支給日です。オレオレ詐欺
や還付詐欺にも注意しましょう！
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情報掲示板ワイド

　福祉課と社会福祉協議会では、来春、高校や大学などに進学される人で、学費の支払いが困難な人のために無利

子の修学資金貸付申込の受け付けをしています。どうぞご利用ください。

貸　付　内　容

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

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

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

　　　　　煙母子父子寡婦福祉資金の上記貸付額は、自宅通学の場合です。自宅外通学についてはお問い合わせください。

締切申込先・問合先資格償還期間貸付額（円）学校区分貸付の種類

１２月１５日（金）

福祉課

（市役所１階）

　緯（６３）２１１９

煙市内に１年以上在住

煙学業成績優良な人

煙中学校３年時の予約申込のみ

※他の修学資金貸付との重複利用不可

１０年　１２,０００高校
市奨学
資金

修
学
資
金（
月
額
）

煙母子・父子家庭世帯

※他の修学資金貸付との併用に

　ついてはご相談ください

９年

　２７,０００以内高校（公立）

母子父子
寡婦福祉
資金

　４５,０００以内高校（私立）

　６７,５００～７９,５００以内短大

１８年　６７,５００～８１,０００以内大学

９年　２７,０００～７９,５００以内専門学校等

社会福祉協議会

（市民交流プラザ３階）

　緯（６２）２４４７

煙低所得世帯（母子・父子家庭は除く）

煙佐賀県育英資金、日本学生支

　援機構第１種奨学金利用優先

煙貸付総額２００万円以

　下の場合１０年以内
煙貸付総額２００万円を

　超える場合２０年以内

　３５,０００以内高校
教育支援
費

　６０,０００以内高専・短大

　６５,０００以内大学

福祉課

（市役所１階）

　緯（６３）２１１９

煙母子・父子家庭世帯

煙前年度所得税住民税非課税者

５年

　４０,６００以内小学校

母子父子
寡婦福祉
資金

就
学
支
度
資
金（
入
学
時
の
み
）

　４７,４００以内中学校

煙母子・父子家庭世帯

※他の修学資金貸付との併用に

　ついてはご相談ください

１５０,０００以内高校（公立）

４１０,０００以内高校（私立）

３７０,０００～５８０,０００以内大学・短大

１５０,０００～５８０,０００以内専門学校等

社会福祉協議会

（市民交流プラザ３階）

　緯（６２）２４４７

煙低所得世帯（母子・父子家庭は除く）

煙佐賀県育英資金利用優先
１０年以内５００,０００以内

高校・高専

大学・短大
就学支度
費

ご利用ください「修学資金」
お
知
ら
せ

　この計画は、検診・医療情報等に基づくデータ分析を活用し、広域連合で実施する健康づくり事業を効果的かつ

効率的に行うための指針として、平成２７年３月に３カ年計画で策定しました。今回は、平成３０年度からの第２

期計画（案）を公表し、皆さんからのご意見を募集します。

怯意見募集期間　１２月１２日（火）～平成３０年１月１０日（水）

怯意見を求めるための公表資料の閲覧場所　

　喰佐賀県後期高齢者医療広域連合のホームページおよび事務局窓口

　喰鹿島市役所保険健康課

 　

　佐賀県後期高齢者医療広域連合

　業務課企画保健係

　緯０９５２（６４）８４７６

詳しくは

佐賀県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ

長寿健康づくり事業実施計画（案）の意見を募集します

お
知
ら
せ
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建おくすりノートを持っていきましょう

毎日
（１９時～２１時）

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

日曜・祝日および１月１日～３日
（９時～１７時）

鹿島市休日こどもクリニック

（高津原）

緯０９５４（６３）１８３８

水曜日（１月１日～３日を除く）
（１９時～２１時）

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

※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

所在地在宅当番医日
嬉野市福田医院　　　　　緯０９５４（４３）０５５０５日
嬉野市うれしのふくだクリニック　緯０９５４（４２）１２１１１２日
鹿島市中村医院　　　　　緯０９５４（６３）９２３４１９日
嬉野市田中医院　　　　　緯０９５４（４３）２１１１２６日

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

December

１２月 く ら し カカカカカカカカカカレレレレレレレレレレンンンンンンンンンンダダダダダダダダダダカレンダーーーーーーーーーーー

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

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

子どもの健診や子育て相談などの問合せ先

保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３

の

場所：保健センター（エイブル１階）怯子育て・相談・教室
備考受付時間開催日行事名

内　容　手帳交付、説明会
対　象　市内在住の妊婦　※都合の悪い人はお電話ください

１０時～１０時３０分６・１３・２０・２７日（水）母子健康手帳交付

内　容　体重測定、個別相談
対　象　平成２９年１０月生まれ

１３時３０分～１３時５０分１４日（木）２か月児相談

内　容　身体計測、個別相談（健康、栄養、歯科等）
対　象　乳幼児と保護者

１３時３０分～１４時３０分１３日（水）赤ちゃん相談

内　容　離乳食指導・試食等
対　象　５・６か月児の保護者

１０時～１０時３０分５日（火）離乳食教室（前期）

内　容　離乳食指導・個別相談等
対　象　８～１０か月児の保護者

１０時～１０時３０分２６日（火）離乳食教室（後期）

内　容　歯科診察、フッ化物塗布　※必ず歯磨きをして来てください
対　象　平成２７年１２月生まれ（希望者のみ）

１３時４５分～１４時２１日（木）２回目フッ化物塗布

内　容　歯・栄養の話、赤ちゃんのお風呂の入れ方
対　象　妊娠６か月以降の妊婦　※要申込

１３時１０分～１３時３０分１日（金）マタニティスクール

内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

９時３０分～１０時３０分６日（水）成人健康相談

場所：保健センター（エイブル１階）怯子どもの健診
備考受付時間開催日行事名

持参品　母子健康手帳、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、小児科医の診察

１３時１０分～１３時３０分

２０日（水）
４か月児健診

（平成２９年８月生まれ）

持参品　母子健康手帳、問診票、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、歯科・小児科医の診察、　
　　　　フッ化物塗布（希望者のみ）

２１日（木）
１歳６か月児健診

（平成２８年５月生まれ）

持参品　母子健康手帳、問診票、尿、アンケート
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、フッ化物塗布（希望者のみ）

７日（木）
３歳６か月児健診

（平成２６年５月生まれ）

佐賀南部地区小児時間外診療佐賀南部地区小児時間外診療佐賀南部地区小児時間外診療

子どもの健診、子育て・相談・教室子どもの健診、子育て・相談・教室子どもの健診、子育て・相談・教室
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２・９・１６日（土）
３・１０・１７・２４日（日）、２３日（祝）、
２９日（金）～１月３日（水）

市役所
保健センター

２９日（金）～１月３日（水）
市民交流プラザ
（かたらい）

５・１２・１９・２６日（火）、２３日（祝）、
２９日（金）～１月３日（水）

子育て支援センター
（わ・わ・わ　ぽっと）

４・１１・１８・２５日（月）、
２８日（木）～１月４日（木）１３時まで

市民図書館

４・１１・１８・２５日（月）、
２９日（金）～１月３日（水）

生涯学習センター
（エイブル）

５・１２・１９・２６日（火）、
２８日（木）～１月３日（水）

陸上競技場・社会体育館

４・１１・１８・２５日（月）、２４日（日）、
２９日（金）～１月３日（水）

産業活性化施設
（海道しるべ）

※市民球場は、芝の養生のため１２/１～２/２８まで休場。
※蟻尾山グラウンド・ゴルフ場は、年末年始および芝の養
　生のため１２/２７～２/２８まで休場。
※各地区公民館など詳しくは１４ページへ。

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１６ページをご覧ください

当番薬局在宅当番医日
溝上薬局スカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５３日（日）
溝上薬局北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６１０日（日）
おおぞら薬局田中医院　緯（６３）４０８０１７日（日）
アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８２３日（祝）
アルナ薬局浜町店薬師寺医院　緯（６３）５２８１２４日（日）
祐信堂薬局森田医院　緯（６３）３９５６３１日（日）
オダ薬局中村医院　緯（６３）９２３４１月１日（祝）

郭広報かしまはパソコン、スマホからも

　見ることができます

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

鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
植松建設　　　　　　緯（６２）３５２６
家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
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
宮園電工　　　　　　緯（６３）３１５１

　２日（土）
　３日（日）
　９日（土）
１０日（日）
１６日（土）
１７日（日）
２３日（祝）
２４日（日）
２９日（金）
３０日（土）
３１日（日）
１月１日（祝）

平成２９年１０月３１日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿島市

世帯２－人１２－世帯１０,８０１人２９,８４３

世帯３＋人２－世帯　５,４０４人１３,８９７鹿　島

世帯０人０世帯　１,１６４人  ３,５６９能古見

世帯１－人０世帯　１,０３８人  ３,１２０古　枝

世帯２－人４－世帯　１,０２１人  ２,８８４浜

世帯１－人３－世帯　１,２３４人  ３,５２１北鹿島

世帯１－人３－世帯　　　９４０人  ２,８５２七　浦

人６－人１４,０６３男

人６－人１５,７８０女

子育て支援センタ子育て支援センターー

怯子育てなんでも相談

　どんなことでも気軽に相談ください。
対　象　子育て中の人
栢予約・利用料不要

怯子育てひろば　わ・わ・わ　ぽっと

　親子で自由に遊べる常設のひろばです。
対　象　就学前児と保護者
※就学前児と兄弟の小学生は利用できます。
栢予約・利用料不要

怯マタニティサロン・ウテロ

　マタニティday～子育てひろ
ば来場の妊婦さんを対象に、妊
娠・出産の不安や悩みの相談に
対応します。

と　き　１０時～１７時
栢利用料不要

怯ひろばの集い

１１日（月）

『みんなで音遊び・ダンスday♪』
　場　所　子育て支援センター

栢予約・参加費不要

２５日（月）

『ワンプレートでクリスマスクッキング竃』
　場　所　かたらい３階クッキングスタジオ

　定　員　１５組（先着）

　持参品　エプロン、三角巾、だっこ紐

栢要予約・材料費１人あたり１００円

（共　通）

　時　間　１１時～１１時４５分（予定）

　対　象　５か月～就学前児と保護者

※詳しくはfacebookをご覧ください

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階（ピオ内）

開館時間　１０時～１７時

休　館　日　火曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）、全館清掃日

 　緯０９５４（６３）０８７４

　　　　　https://www.facebook.com/wawawapot

詳しくは
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水 道 管 の 凍 結 に ご 注 意 を ！
お
知
ら
せ

　寒さが厳しくなる冬季（１２月～２月）は、水道管が凍ったり破裂したりすることがあります。市販されている保

温材や厚手の布などを水道管へ巻き、直接冷気を受けないようにして、凍結予防をお願いします。

怯水道管が凍結し水が出ない場合には　

　凍ってしまった水道管にタオルや布を巻き、蛇口を

開けてゆっくりぬるま湯をかけてください。日中の気

温が高くなるときには、自然に溶けるのを待つことで

も解消できます。

※急に熱湯をかけると水道管がひび割れや破裂するこ

　とがありますのでご注意ください

怯水道管が破裂した場合には　

　一時的に元栓を閉めて、お近くの市指定工事事業者

へ修理を依頼してください。開閉栓の器具は水道課窓

口での貸し出し、または各地区の区長、公民館に配布

している器具をご利用ください。

　元栓を閉めるまでの間は、タオルなどをかぶせて水

が飛び散らないようにしてください。

 　水道課　緯０９５４（６２）３７１８詳しくは

第２回肥前鹿島干潟等クリーンアップ作戦

　ラムサール条約登録地である新籠海岸を中

心に、『第２回肥前鹿島干潟等クリーンアッ

プ作戦』を今年度も行います。

　空き缶拾いなど、１時間程度の簡単な清掃

作業です。皆さんボランティア活動に参加し

てみませんか。

と　　き　１２月１０日（日）８時～　　と　こ　ろ　新籠海岸見晴らし台付近

 　環境下水道課ラムサール条約推進室　緯０９５４（６３）３４１６申込・問合せ先

～鹿島市の美しい水辺環境を守ろう！～

学習内容　佐賀の歴史（維新１５０年）、著名人の講演会、

　　　　　時事問題、心身の健康、地域活動体験、

　　　　　手軽にできるスポーツ、ガーデニング　など

　　　　　［年間６０講義］

受講期間　２年間（平成３０年４月～平成３２年３月）

　　　　　※年間３０日（おおむね週１回）

応募資格　おおむね６０歳以上の人

募集定員　６０人

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

　　　　　中の入学願書を提出してください（郵送可）

申込締切　平成３０年３月１６日（金）

 　

　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

　ゆめさが大学鹿島校では、平成３０年度の新規入学生を募集しています。新たな仲間とともに楽しみながら学べ

て、地域で活かせるカリキュラムを用意して、皆さんのご入学をお待ちしています。

ゆめさが大学鹿島校　学生募集
募
　
集
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就学援助制度のお知らせ
お
知
ら
せ

 　教育総務課学校教育係　緯０９５４（６３）２１０３申請・問合せ先

～平成３０年４月　市内小・中学校入学予定の子どもの保護者の人へ～
　就学援助制度のうち、新入学児童生徒学用品費（ラ

ンドセルや制服など）を、入学前（３月）に入学準備金

として支給します。

申請期間　平成３０年１月１５日（月）～２月１４日（水）

　　　　　※既に就学援助の認定を受けている場合は申請不要

対　　象　就学援助制度の対象者で、平成３０年４月、

　　　　　市内小・中学校入学予定の子どもの保護者

持　参　品

　①印鑑

　②世帯全員分の平成２９年度（平成２８年中）の所得証明書

　③児童扶養手当などの証書（受給している場合）

　④保護者名義の通帳の写し

※期間内に申請できなかった人も、来年度の対象者に認定された場合、新

　入学児童生徒学用品費が支給されます。詳しくはお問い合わせください。

対　　象　生活保護世帯およびこれに準じる程度に生

　　　　　活が苦しく、学用品費や給食費などの負担

　　　　　が困難な保護者

内　　容　

毅学用品費、通学用品費　毅校外活動費、修学旅行費

毅医療費（学校保健安全法で定められた病気のみ）

毅給食費　毅新入学児童生徒学用品費　など

申請手続

　申請の受け付けは、市役所２階の教

育委員会教育総務課で行っています。

　印鑑、収入がわかる

書類等（世帯全員分）が

必要です。

　市では、経済的な理由で就学困難な児童生徒へ、就学に必要な経費の一部を援助する制度を設けています。

鹿 島 市 長 選 挙 の 日 程
お
知
ら
せ

　任期満了（平成３０年５月１１日）に伴う鹿島市長選挙は、

次の日程で行われる予定です。なお、立候補予定者説

明会を２月中旬に開催予定です。詳しくは広報かしま

１月号でお知らせします。

　告示日（立候補受付日）　平成３０年４月１５日（日）

　執行日（投開票日）　　　平成３０年４月２２日（日）

　　　　　 　選挙管理委員会事務局

　　　　　　　　　　緯０９５４（６３）３４１８

詳しくは

～戦没者等の遺族の皆さまへ～

第十回特別弔慰金の請求は平成３０年４月２日まで

お
知
ら
せ

　戦没者等の死亡当時のご遺族で、平成２７年４月１日現在、公務扶助料や遺族年金等を受ける人がいない場合に

特別弔慰金が支給されます。期限を過ぎると支給を受ける権利がなくなりますので、請求がお済みでない人は、お

早めにお願いします。

支給内容　２５万円（５年償還の記名国債）

請求窓口　市役所１階福祉課

 　福祉課社会福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

　　　　　県福祉課

　　　　　緯０９５２（２５）７０５８

詳しくは

対　　象　次の順番による先順位の遺族１人

　①平成２７年４月１日現在、援護法による弔慰金の受給権を取得した人

　②戦没者等の子

　③戦没者等と生計関係があり、かつ、戦没者等と氏が同じである、父母、

　　孫、祖父母、兄弟姉妹

　④上記①～③以外の、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹

　⑤上記①～④以外の遺族で、戦没者等の死亡時まで引き続き１年以上生

　　計関係があった三親等内の親族
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マイナンバー（個人番号）カードについてのお知らせ
お
知
ら
せ

　マイナンバーカードは、１０年間有効（２０歳未満は５年間）の身分証にもなる顔写真付

きのカードです。窓口での手続きでは通知カード（紙のカード）の場合、免許証などの身分

証明書の提示を合わせてお願いすることがありますが、マイナンバーカードがあればそれ

だけで本人確認ができます。カードは申請から交付まで１カ月程度かかりますので、確定

申告や就職などで必要になる前に余裕を持って申請してください。

怯マイナンバーカードの交付申請方法

　申請には『個人番号カード交付申請書』（通知カードに同封）が必要です。紛失した場合や

通知カードを受け取った後に住所や氏の変更があった場合は、市民課で再発行します。

郵送による申請
　交付申請書に顔写真を貼り付け、必要事項を記入

して送付用封筒で郵送してください。

※送付用封筒（通知カードに同封）の差出有効期間は

　平成２９年１０月４日までとなっていますが、平成３１

　年５月３１日まで延長されています。また、交付申

　請書は市民課から郵送することもできます。

パソコン、スマートフォンによる申請
　パソコンやスマートフォンから『マイナンバーカード

総合サイト』にアクセスして交付申請書の申請書ＩＤ等

を手順に沿って入力し、顔写真を送信してください。

市民課に設置しているタブレット端末による申請
　市民課で顔写真を撮影し、職員の補助でオンライン申

請を行うことができます。

怯マイナポータルについて

　マイナポータルとは、個人が自分に関する情報などを確認することができる政府運営のオンラインサービスです。

自宅でマイナポータルを利用するには、パソコン、ＩＣカードリーダ、マイナンバーカードが必要になります。

　鹿島市では現在、以下のサービスを利用することができます。

　鴨自己情報表示（行政機関が保有する、あなたの情報を確認できます。）

　鴨やりとり履歴（行政機関同士が、あなたの個人情報を受け渡した履歴を確認できます。）

 　市民課　緯０９５４（６３）２１１７　　マイナンバー総合フリーダイヤル　緯０１２０（９５）０１７８詳しくは

『セアカゴケグモ』と『ヒアリ』に注意してください
お
知
ら
せ

『セアカゴケグモ』について
　佐賀県内では、今年１１月に佐賀市内でセアカコケ

グモが確認されました。（平成２２年　鳥栖市でも確認）

特　　徴　毒を持っているのはメスだけです。成熟し
　　　　　たメスの体長は、０．７㎜ ～１㎝。全体が黒
　　　　　色で、腹部の背面に目立った赤色の縦スジ
　　　　　があります。

駆除方法　市販の家庭用殺虫剤（ピレスロイド系）が有
　　　　　効です。クモに直接噴霧してください。卵
　　　　　のうの場合は、卵のう内の固体を殺すのは
　　　　　難しいので、足で踏むなどして潰してくだ
　　　　　さい。

注　　意　素手でつかまえたり、さわったりしないよ
　　　　　うにしてください。清掃や花壇の手入れな
　　　　　ど屋外で作業するときは、手袋などの着用
　　　　　をするようにしてください。

特定外来生物『ヒアリ』について
　佐賀県内ではヒアリは確認されていませんが、毒を

もっているためご注意ください。

　ヒアリの毒への反応は人によって大きく異なります。

刺された場合は２０～３０分程度安静にし、体調が急

変した場合は救急車を要請するなど、すぐに医療機関

を受診してください。その際、「アリに刺されたこと」

「アナフィラキシーの可能性があること」を伝えてく

ださい。ヒアリと思われるアリを発見した場合は、刺

激したりせずにご連絡ください。

 　佐賀県有明海再生・自然環境課

　緯０９５２（２５）７０８０（平日８時３０分～１７時１５分）

　緯０９５２（２４）２１１１（土・日・祝日および上記時間以外）

詳しくは

情報掲示板ワイド
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このごみどの袋・人権の輪

No.１３８

捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨捨ててててててててててててててれれれれれれれれれれれれれれ捨てればばばばばばばばばばばばばばばごごごごごごごごごごごごごごみみみみみみみみみみみみみみごみ
　　分分分分分分分分分分分分分分けけけけけけけけけけけけけけれれれれれれれれれれれれれれ分ければばばばばばばばばばばばばばば資資資資資資資資資資資資資資源源源源源源源源源源源源源源資源

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

電話帳も資源として回収できるようになりました
　電話帳は『雑誌類』として出してください。また、『新聞』『雑誌類』

『古着』『ダンボール』『アルミ缶』『廃油』の６種類を資源として回収

していますので、ぜひ、ご協力ください。

※回収量に応じて、市から『資源ごみ回収奨励金』を支払います

人に愛されること

人に褒められること

人の役に立つこと

人に必要とされること

　この４つの幸せを『社訓』とす

る会社があります。日本理化学工

業株式会社です。文房具や事務用

品を製造する会社で、ホタテ貝の

粉を使い特殊コーテイングする

チョークなどを作っています。

『虹色のチョーク』（小松成美著　

幻冬舎）や、テレビにも取り上げ

られました。なぜ、取り上げられ

たのでしょう。それは、この

チョークを作る人たちの中に、文

字が読めなくても作業工程を頭に

入れ、計算ができなくても規格通

りの製品をうまく作り出し、集中

力、分析力に富み、真面目に仕事

をし会社の大きな戦力として活躍

している人がいるからなのです。

　この会社は、社員の約７割が知

的障がいを持った方々です。一人

一人の個性に合わせた仕事内容を

考え、効率や環境を考える工夫が

なされています。合理的配慮がな

され、障がい者とともに働ける職

場だからです。

１９４８年１２月１０日、国連は、

『世界人権宣言』を採択し、毎年

１２月１０日を『世界人権デー』

と定めています。日本では、１２

月４日から１０日までを『人権週

間』として、人権意識の高揚を呼

びかけます。鹿島市では、児童生

徒に人権作文や標語、ポスターの

募集を行い、人権について考えて

もらう取り組みをします。また、

パネル展を行い、人権について考

えてもらいます。

人権は、誰もが平等に持っている

権利です。最初に書いた『社訓』

は、仕事をすることで人に愛され、

褒められ、人の役に立ち、必要と

される幸せは、人が生きていくた

めのエネルギーの源のように感じ

ます。差別や偏見、いじめや体罰、

セクハラや暴力、虐待や嫌がらせ

などから人権を守らなければ幸せ

にはなれません。自己を見つめて

みましょう。

人権週間に思う
～　みんなが　愛され　褒められ　役に立ち　必要とされるように　～

噛ご意見等をお寄せください

人権・同和対策課　緯０９５４（６３）２１２６

『捨てればごみ　分ければ資源』を合言葉に、分別のご協力をお願いします！

それは資源ごみですか？

古着の資源ごみとして出せないもの　→　もえるごみ（袋に入らなければ粗大ごみ）
　毅汚れがついたもの　毅寝具類　毅綿入り類　毅羽毛入り類　毅カーテン類　毅ぬいぐるみ

　毅下着　毅ナイロン製などの薄手の衣類　毅ファー付き衣類　毅ボアのようなモコモコ衣類

　※寝具類のうち、毛布は資源ごみとして回収できます

中には資源として回収できないものがありますので、ご注意ください。
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
受 賞 者 紹 介

１１月５日、佐賀県森林組合

連合会と森林組合が主催する

『さがの優良丸太展示品評会』

で、市内の森林所有者が永年

にわたり森林を適正に管理し

出品された優良材が表彰され

ました。おめでとうございま

す。

怯杉部門
　県知事賞［最優秀賞］
　巨瀨　純一さん（中川内）

怯桧部門

　県森林組合連合会長賞
　寺山　正喜さん（広平）

　県林業改良普及協会長賞
　一瀬　盛雄さん（末光）

市 長 訪 問

１１月１７日、七浦保育園の

園児１４人が勤労感謝の日に

ちなみ、市役所を訪れました。

園児たちは、元気な声で「いつ

もお仕事ありがとうございま

す。」と、感謝の言葉とともに

花束を市長に手渡しました。

明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞者発表

　平成２９年度明るい選挙啓発ポスターコンクールに多数の応募をいただきあり

がとうございました。応募総数１２９点のうち、入賞者を発表します。（敬称略）

【
県
入
選
】

恭中学生の部

西部中３年　藤山　将伍　　西部中３年　坂井　美琴　　西部中３年　福田　恭菜

西部中３年　杉谷　美羽　　西部中３年　平井　聖華　　西部中３年　松本　はるひ

西部中３年　　　和華子　　西部中３年　坂口　寿飛　　西部中３年　倉﨑　琴香

西部中３年　西村　潤　　　西部中３年　松浦　亜依　　西部中３年　森田　ひかる

西部中３年　江越　優夢　　西部中３年　高田　栞菜　　東部中３年　倉﨑　椋太郎

恭小学生の部

能古見小１年　植松　咲奈　　浜　小６年　今福　海理　　明倫小６年　馬場　稜賀

能古見小５年　小池　瑠羽　　七浦小５年　堀口　歩未　　明倫小６年　益田　竜之介

能古見小６年　田島　浩輝　　七浦小５年　三ヶ島　菜々美

浜　小３年　野田　結人　　七浦小６年　小橋　柊奏

恭高校生の部

鹿島高１年　岡　大貴　　　　鹿島実高２年　大平　由香子　　鹿島実高２年　諸岡　莉奈

鹿島高１年　田平　龍之介　　鹿島実高２年　小松　誇萌　　　鹿島実高２年　池田　彩夏

鹿島高１年　香田　有佐　　　鹿島実高２年　三原　美優　　　鹿島実高２年　中島　優里

　 　選挙管理委員会事務局

　　　　　　緯０９５４（６３）３４１８

詳しくは

『鹿島祐徳御膳』の提供が始まります！

　鹿島祐徳御膳とは、こだわりの稲荷寿司をメ

インとした５品がセットになった『ご当地御膳』

で、祐徳門前商店街の５店舗がそれぞれに趣向

を凝らしたオリジナル御膳を提供します。ぜひ、

ご賞味ください。（夜は要予約）

スタートイベント　※イベント終了後、提供スタート

と　　き　１２月８日（金）１０時～

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参集殿

提　供　店　家督屋、寿し政、立花屋、三都屋、若松屋（順不同）

　　　　　　　　　　　　　 　産業支援課　緯０９５４（６３）３４１１詳しくは

寓寓鹿島祐徳御鹿島祐徳御膳膳（イメージ（イメージ））

これらの作品を県の同コンクールに出品した

ところ、坂井　美琴さん（西部中３年）の作品

が入賞しました。おめでとうございます。
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市内の小学生が千葉県香取市の子どもたちと交流しました

　１０月１４日から１６日にかけて、市内

の小学生7人が、千葉県香取市を訪問しま

した。香取市と鹿島市は、鹿島藩初代藩主

鍋島忠茂公が矢作の地を領地とするなど

歴史的にも縁の深い間柄です。平成２８

年４月には、両市の間で友好都市協定書を

締結しています。

　子どもたちは、香取市の宇井成一市長をはじめ、藩主のお墓を代々守ってきた地区の皆さんや鹿島市出身の先輩

からお話をうかがい、あらためてふるさとの大切さを学びました。また、あいにくの雨でしたが、香取市の子どもた

ちと佐原の大祭での山車曳き廻し体験やウォークラリーを行い、将来にわたる友好関係を築きました。

大韓民国 全羅南道  高興郡 、釜山外国語大学校を訪問しました
チョルラナムド コフングン

　１０月３１日から１１月２日にかけて、

市の交流団が、鹿島市と友好結縁を結んで

いる大韓民国全羅南道高興郡および官学

国際交流協定を結んでいる釜山外国語大

学校を訪問しました。

　高興郡とは、鹿島ガタリンピックでの交

流や北鹿島小学校と高興郡の 大西 初等學
テソ

校の相互訪問による小学生交流などを通じ、釜山外国語大学校とは鹿島ガタリンピックでの交流やインターンシッ

プ事業、通訳での協力などを通じて交流を深めています。

　今回は高興郡で開催された記念事業に参加するとともに、釜山外国語大学校のキャンパスを訪問し、今後も友好

関係を深め両地域がともに発展していくような交流を続けていくことを確認しました。

みんなで楽しく農業体験！

　１１月４日、鹿島市と太良町で『多良

岳オレンジ海道を活かす会』と地元地区

との連携で毎年開催されている農業体験

のイベントに海童保育園の園児たちが参

加しました。体験は、稲刈り、芋掘り、

大根掘り、みかん狩りなどがあり、園児

たちは夢中になって楽しんでいました。
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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！
会費　１年コース　１,０００円
　　　３年コース　３,０００円
　　　（高校生以下　各半額）
特典　「えいぶる事業」のチケット代金
　　　の割引や先行予約、「えいぶる
　　　講座」の受講などができます。
　　　３年コースは、入会・更新時に
　　　５００円のクーポン券を贈呈。
 
　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

エイブルからのお知らせなど

図書館からのお知らせ市　民
図書館

恭としょかんのクリスマス会『人形劇団いちごじゃむがやってくる！』
　毎年恒例！図書館からのクリスマスプレゼントは、人形劇団いちご
じゃむさんの人形劇です。楽しくて、心温まる人形劇が皆さんを待っ
ています！ぜひ、ご参加ください！（参加無料、申込不要）
と　　き　１２月２３日（祝）１４時～１５時
と　こ　ろ　エイブル１階いきいきルーム（保健センター内）
対　　象　子ども（保護者同伴可）
定　　員　１２０人

恭年末年始の休館について
休館期間　１２月２８日（木）～平成３０年１月４日（木）１３時まで
年始の開館　平成３０年１月４日（木）１３時～１９時

 　市民図書館 ０９５４（６３）４３４３詳しくは

　子供向けの『えいぶるえいが』は懐かしのディズニ

ーやトムとジェリーの短編集２番組を無料上映！！

と　　き　１２月１７日（日）

と　こ　ろ　エイブルホール

※料金無料、要整理券

　熊本県の重要無形文化財『清和文楽人形浄瑠璃芝居』は太夫（語り）・三味

線・人形が一体となった総合芸術です。

と　　き　平成３０年１月２１日（日）１４時～

と　こ　ろ　エイブルホール（全席自由）

料　　金　大人（一般）　　　　　１,５００円
　　　　　大人（会員）　　　　　１,０００円
　　　　　高校生以下（一般・会員共）　５００円
※当日各５００円増し　１２月２日（土）発売

 清和文楽 人形浄瑠璃     芝居
せ い わ ぶ ん ら く

         
に ん ぎ ょ う じ ょ う る り し ば い

第１０回
えいぶる事業

トムとジェリー吹替版ディズニー楽しい乗り物

１０時４５分～１１時４５分②９時３０分～１０時３０分①

１３時１５分～１４時１５分④１２時００分～１３時００分③

１５時４５分～１６時４５分⑥１４時３０分～１５時３０分⑤

えいぶる　えいが２０１７第９回
えいぶる事業

エイブルからの
クリスマスプレゼント

 熊本 　
く ま も と

 義泰 　作陶展
よ し ひ ろ

床　の　間
コーナー

～ 翠青磁 に魅せられて～
すいせいじ

　熊本義泰さんは、昭和１９年鹿島市生ま

れの青磁陶芸家です。京都で天目の第一人

者　木村盛和さんに師事し、昭和５４年に

帰郷され、自宅に窯を開かれました。深い

緑色の青磁に魅せられ、

その研究に没頭。精力

的に活躍中です。

　日本伝統工芸展など

で多数入賞・入選され

ています。

　展示期間　１２月２７日（水）まで

整理券はチラシ裏、エイ
ブルの木１１・１２月号、当
日窓口にあります。

受講料ところ開講期間講　師定員講　座　名

無　料
肥前鹿島干潟、

蟻尾山
１２月１６日（土）
９時～１２時

江島　美央さん
（鹿島市役所）

中村　さやかさん
（日本野鳥の会佐賀県支部）

２０人

公開講座
※ラムサール条約推進室共催

野鳥観察
　＆歴史解説ツアー

会　員　　　５００円
一　般　１,０００円
材料代　１,５００円程度

エイブル３階

研修室Ｂ
１２月２７日（水）
１０時～１２時

霜村　久子さん１５人
公開講座
生花で造る
　お正月のリース

５００円/１回
エイブル３階

研修室Ａ

平成３０年１月１１日～６月２８日
［木曜日　月２回］
１３時３０分～１５時

永池　守

（エイブル館長）
２０人

書道教室（入門編）
～とめ、はね、はらいから
　　　　　作品づくりまで～

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。

寓青磁紫陽花文方形鉢
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“wouldn't miss it for the world” 
今月のキーフレーズ

№１４４

　この表現は「絶対に逃したくない」という意味で使われます。 スティーブン先生

こんなときこのひとこと、学校だより

（テェファニー）　ママ！ママが忙しくてその日に仕事

　　　　　があるの私はわかってるけど、私の

　　　　　卒業式に来てくれるの？

（マ　マ）　もちろんよティファニー！絶対に見

　　　　　逃したくないわ。

Tiffany:

Mom:

Mom! I know you're busy and have work 
that day, but are you going to my 
graduation ceremony?
Yes, of course Tiffany! I wouldn't miss it 
for the world.

（ステーシー）　やぁジョー！エリカのリサイタル行

　　　　　くつもり？彼女にとってとても大切

　　　　　なことなんだ。

（ジョー）　うん。その日休みを頼んでるんだ。

　　　　　絶対に見逃したくないからね。

Stacy:

Joe:

Hey Joe, are you going to Erica's music 
recital? It's very important to her.

Yes, I am. I've requested the day off that 
day. I wouldn't miss it for the world.

　１０月２５日、『虹』のテーマのも

と、第５６回文化発表会が開催され

ました。スローガンは『一人一人の

想いを結び、七色の花を咲かせよ

う』。

　生徒たちは『ステージの部』『展示

の部』で、みんなで力を合わせ、精

一杯頑張りました。

　どれも見応えのある素晴らしい内

容で、見ている人たちに深い感動を

与えてくれました。

（生徒の感想）

潤３年朗読劇『戦争は終わらない～

原爆詩集からのコラージュ～』では、

役者の迫真の演技を見て戦争の悲惨

さと平和の大切さを感じることがで

きた。朗読にも気持ちがこもってい

て、戦争とこれからの私たちについ

て深く考えさせられた。

潤２年劇『雲の上の三武将』では、

役者がそれぞれの役になりきってい

たので、とてもおもしろかった。転

び方があまりにも素晴らしく、ハプ

ニングで見事に作られた鎧がはずれ

たりしたが、終始、体育館がたくさ

んの笑いに包まれた。

潤３年展示作品『産業奨励館・原爆

ドーム』は段ボールと紙粘土を使い、

本物そっくりに作られていて、驚い

た。原爆が落ちる前と落ちた後の建

物の様子がよくわかった。また、

１５０個の白い鳩のオブジェが彩り

を添え、感動的だった。

潤合唱コンクールでは、指揮者を務

め、本番では自分が思い描いていた

指揮をすることができた。指揮者賞

を取ることができたが、クラスのみ

んなと一緒に勝ち取った賞だと思う。

みんなにありがとうと伝えたい。

文化発表会

東部中学校

No.２４７

学 校 だ よ り

四Filipino　Words and Phrases四
（ フ ィ リ ピ ン の 言 葉 ）

 Mundo  :世界　　　　
ムンド

 Importante  :大切な
インポルタンティ

 Musika  :音楽　　　　
ムシッカ

 Trabaho  :仕事
トラバホ
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 　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　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。

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

　インフルエンザ予防接種費用の助成期間を今年度に限り延長します。希望する人は直接医療機関へお申し込みください。

対　象　者　中学３年生までの子どもで希望する人

期　　間　平成３０年１月３１日（水）まで

接種回数　１３歳未満：２回、　１３歳以上：１回

助　成　額　１,０００円／回

自己負担金　接種費用から助成額（１,０００円）を引いた金額

持　参　品　母子健康手帳・健康保険証（住所の確認用）

接種場所　市内の実施医療機関と谷口医院（嬉野市）

栢期間内に上記接種場所以外で接種を受けた人にも、助

　成額を払い戻します

　①領収書②印鑑③通帳④接種済証または母子健康手

　帳を持参のうえ、平成３０年３月３０日（金）までに保健セ

　ンターへ申請してください

中学３年生までのインフ中学３年生までのインフルルエンザ予防接種助成期間を延長しまエンザ予防接種助成期間を延長しますす

　市食生活改善推進協議会では、毎月『食育の日』

に料理教室を行っています。どなたでも参加できま

す。ぜひ、お申し込みください。

と　　き　１２月１９日（火）　１０時～１４時

と　こ　ろ　エイブル調理室

会　　費　３００円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾

申込期限　１２月１２日（火）

 　保健センター（エイブル１階）

　　　　　　　　　　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

食改さんの料理教食改さんの料理教室室

　インフルエンザ予防接種期間を今年度に限り延長し

ます。県内のインフルエンザ予防接種実施医療機関で

受けることができます。

　希望する人は、接種を希望する日の１週間前までに

直接医療機関へお申し込みください。

対　象　者　平成２９年１２月３１日までに下記の①または②に該当する人

　　　　　①６５歳以上で希望する人

　　　　　②６０～６４歳で心臓・腎臓・呼吸器などに

　　　　　　重い障がいのある人

期　　間　平成３０年１月３１日（水）まで（今年度に限り期間延長）

　　　　　※医療機関によって異なる場合があります

接種回数　１回

自己負担金　１,３００円（医療機関の窓口でお支払ください）

　　　　　※生活保護世帯、中国残留邦人支援給付世

　　　　　　帯の人は無料

持　参　品　毅健康保険証（住所確認用）

　　　　　毅健康手帳またはおくすりノート（済証貼付用）

高齢者のインフ高齢者のインフルルエンザエンザ
予防接種期間を延長しま予防接種期間を延長しますす
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　子宮頸がん検診は、毎年受けられるようになりました。

受　付　保健センター（エイブル１階）　

午後：１３時３０分～１４時３０分　夜間：１８時～１９時

対象者　子宮頸がん検診：２０歳以上の女性

　　　　乳　が　ん検診：４０歳以上で昨年度未受診の女性

料　金　子宮頸がん検診：７００円

　　　　乳　が　ん検診：４０歳代１,２００円、５０歳以上７００円

その他　潤乳がん検診はマンモグラフィのみです（視触

　　　　　診はありません）。※毎回先着５５人で締め切ります

　　　　潤５～６月に実施したがん検診申込書などで

　　　　　申し込んだ人には受診票を郵送しています。

　　　　潤区ごとに受診日を定めていますが、都合が悪

　　　　　いときは別の日に受診できます。（連絡不要）

　　　　潤新たに希望する人はご連絡ください。

子宮頸がん・乳がん検診を実施していま子宮頸がん・乳がん検診を実施していますす

対　象　区月　日

野畠・北舟津・三部・新籠・常広・音成
１２月４日
（月）午後

馬渡・伏原・下浅浦・広平・貝瀬・土穴・
本城・奥山・竹ノ木庭・嘉瀬浦・大宮田尾・
西葉・矢答

１２月６日
（水）午後

夜間検診を行います月　日

対象になる人で、今年度、まだ検診を受けていな
い人は、ぜひ、受診してください。保健センター
に申し込みが必要です。

１２月８日
（金）夜間

 　保健センター（エイブル１階）

　　　　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

　県内の医療機関での個別接種です。直接医療機関へ

申し込みください。

対　象　者

【平成３０年度までは５歳刻みで対象者が決められています（経過措置）】

　①今年度中に６５・７０・７５・８０・８５・９０・９５・１００歳になる人

　　（対象者には４月にお知らせのはがきを郵送しています）

　②６０～６４歳で、心臓・腎臓・呼吸器などに重い障がいのある人

接種期限　

　平成３０年３月３１日

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

注意事項　

　１．過去に２３価肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある人

　　　は対象外です

　２．定期接種の対象となるのは１人１回のみです

　　　（上の『対象者①』の人は、今年度接種を受けなかった場合、

　　　　次年度以降は全額自己負担となります）

　３．平成３１年度以降の対象者は６５歳と上の『対象者②』の人です

 　保健センター（エイブル１階）

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

高齢者の肺炎球菌感染症予防接高齢者の肺炎球菌感染症予防接種種
　平成２５年３月３１日までに、市の助成により子

宮頸がん予防ワクチン（ヒトパピローマウイルスワク

チン）、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのい

ずれかを接種した人のうち、接種後に何らかの症状

が生じ、医療機関を受診した人は、接種との関連性が

認定されると、医療費・医療手当が支給される場合が

あります。

　お心当たりのある人は、具体的な請求方法などに

ついて下の相談窓口まで至急お問い合わせください。

【相談窓口】　独立行政法人医薬品医療機器総合機構
　　　　　　救済制度相談窓口

緯０１２０（１４９）９３１（フリーダイヤル）
※ご利用になれない場合はこちらへ

緯０３（３５０６）９４１１（有料）

受付時間　月曜日～金曜日（祝日・年末年始を除く）

　　　　　９時～１７時

医薬品副作用被害救済制度の請医薬品副作用被害救済制度の請求求
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　１２月２２日は冬至です。柚子湯

に入って温まってみませんか。

　かたらいでは、冬至ウィークとし

て３日間お風呂に柚子を浮かべてお

待ちしています。

と　　き　１２月２２日（金）～２４日（日）

　　　　　１１時～２１時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階浴室

入浴料金　１００円／回

持　参　品　タオル、石鹸、シャンプー類

 　市民交流プラザかたらい

　　　　　緯０９５４（６３）３０３０

 

恭家屋を取り壊したとき

　所有していた家屋の

全部または一部を取り

壊したときは、税務課

まで届け出てください。

届け出をされなかった

場合、翌年度以降もそ

のまま課税されること

がありますので、確実な届け出をお

願いします。

恭登記していない家屋(未登記家屋)

　の所有者が変わったとき

　登記していない家屋（未登記家屋）

を売買または贈与したときや所有者

が亡くなって相続したときは、税務

課まで届け出てください。

※家屋を新築・増築・改築したとき

　もご連絡ください

 　税務課課税係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１８

おお知知ららせせ
『かたらい』から
柚子湯のお知らせ

詳しくは

家屋の取り壊し・未登記家屋の
所有者変更は届け出をお願いします

詳しくは

 

　渡り鳥が多い季節になりました。

　野鳥はさまざまな原因で衰弱して

死亡しますので、死んでいる野鳥を

見つけても直ちに鳥インフルエンザ

を疑う必要はありません。

　ただし、死亡した野鳥を見つけて

も素手でさわらないでください。

　心配な場合や大量に死んでいると

きはご連絡ください。

 　農林水産課農政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

　　　　　土・日曜、祝日の連絡先（代表）

　　　　　緯０９５４（６３）２１１１

 

　祐徳門前商店街で出店してみませ

んか？店舗経営に興味のある人、新

規事業を予定している人はお電話く

ださい。私たちがサポートします！

 　商工観光課商工労政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

野鳥に注意してください

詳しくは

祐徳門前商店街チャレンジ
ショップ出店者募集！

詳しくは

 

　人権週間を機に、互いが今一度、

人権について考え、人がお互いに人

を大切にする『思いやりある明るい

社会』を築きましょう。

　市では、次の６人の人権擁護委員

が相談を受け付けますので、人権全

般で困ったことがあったら人権・同

和対策課までご連絡ください。

　　　宮津彰子さん　　（土井丸）

　　　廣瀬正紹さん　　（中浅浦）

　　　小野原トシミさん（上古枝）

　　　圓成寺美和子さん（庄　金）

　　　関　正和さん　　（納富分）

　　　山田次郎さん　　（西塩屋）

　また、市内小中学校『人権作文・

標語・ポスター』の優秀作品をエイ

ブル１階エントランスロビーに展示

します。

 　人権・同和対策課

　　　　　緯０９５４（６３）２１２６

１２月４日～１０日は
『人権週間』です

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ

１日（金）　　　　　　　開会、会議録署名議員の指名、会期の決定、

　　　　　　　　　　　議案の一括上程（市長提案理由説明）

２日（土）～５日（火）　　休会

６日（水）～７日（木）　　議案審議、質疑、討論、採決

８日（金）　　　　　　　調整日（議案審議、質疑、討論、採決）

９日（土）～１０日（日）　　休会

１１日（月）　　　　　　　常任委員会

１２日（火）　　　　　　　休会

１３日（水）～１５日（金）　　一般質問

１６日（土）～１７日（日）　　休会

１８日（月）　　　　　　　調整日（一般質問）

１９日（火）　　　　　　　休会

２０日（水）　　　　　　　委員会報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

開　　議　１０時

 　議会事務局　緯０９５４（６３）２１０４詳しくは

市議会１２月定例会会期日程（案）
～あなたも傍聴してみませんか～

※一般質問の数などにより議事日程
　を変更する場合があります。
※一般質問などの内容は鹿島市ＨＰ
　の『鹿島市議会』に掲載します。
※ケーブルテレビでは１１チャンネル
　で議会中継を放送します。

　平成２９年１０月分市長交際費の支出状況を公表します。

 　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

支出の相手方、行事名支出金額支出日・件数区　分
五ノ宮神社獅子舞３,０００円１０月１２日祝　儀
４月からの累計　３０２,０２１円　３,０００円合　計

平成２９年１０月　市長交際費支出状況
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恭お正月のしめ飾りはいかがですか。

　しめ縄用としてシルバーで育てた

水稲の青さの残る稲わらで作ります。

恭お正月前、各種作業の注文をお受

けします。

　「家事（掃除など）」「襖、障子の張

り替え」「年賀はがき書き」など、お

正月の準備承ります。

恭会員を募集しています。

対　　象　６０歳以上または来年３月

　　　　　までに６０歳になる人

説　明　会　１２月２１日（木）９時３０分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

恭畑や家庭菜園などに有機チップの

堆肥はいかがですか。

恭ストーブ用の「まき」もあります。

恭刃物研ぎいたします。

と　　き　１２月２１日（木）８時３０分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

 　鹿島市シルバー人材センター

　　　　　緯０９５４（６３）０９７０

お正月の準備、承ります
シルバー人材センター

詳しくは

 

　鹿島地区保護司会では、企画調整

保護司が常駐して相談を受け付けま

す。気軽にお越しください。

と　　き　月～金曜日（１２月は水曜日除く）

　　　　　９時３０～１５時３０分

と　こ　ろ　更生保護サポートセンター

　　　　　（東亜工機旧本社２階）

相談内容　胸犯罪予防活動

　　　　　胸非行などの相談

※秘密は厳重に守られます

 　

　更生保護サポートセンター

　緯・姉０９５４（６０）４２５２

更生保護サポートセンター
がオープンしました

詳しくは

 

　 NASVA （自動車事故対策機構）で
ナ ス バ

は、自動車事故による重度後遺障が

い者への『介護料』の支給を行う重

度後遺障害者介護料支給制度や、自

動車事故被害者への『交通遺児育成

資金』の無利子貸し付けを行う交通

遺児等貸付制度があります。自損、

他損事故を問いません。

 　

　独立行政法人自動車事故対策機構佐賀支所

　緯０９５２（２９）９０２３

　http://www.nasva.go.jp/index.html

 

　　　

 

　市連合青年団と田澤記念館では、

今年もサンタクロース（の格好をし

たスタッフ）が、お預かりしたプレ

ゼントをあなたの家にお届けする

『サンタの幸せ宅配便』を行います。

応募方法　１２月９日（土）１９時３０分～２１時

　　　　　市民交流プラザかたらい３階

　　　　　中会議室で受け付け

※申込用紙はＨＰよりダウンロードできます

　http://kashimaseinendan.the-ninja.jp/

配達要件　市内限定

定　　員　５０件

※プレゼントのお預かりは、１２月２３日（祝）

　１９時３０分～２１時に田澤記念館で行います

費　　用　５００円／１家族

配達時間　１２月２４日（日）１８時３０分～

栢サンタクロースになってプレゼン

　トを配達するボランティアスタッ

　フも募集しています。

 　市連合青年団　竹下

　　　　　緯０８０（５２７４）４２９９

自動車事故の被害に
遭われた人へ

詳しくは

募募 集集
お届けします

サンタの幸せ宅配便

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ・募集

冬の交通安全県民運動　～守ろう交通ルール　高めよう交通マナー～
　１２月１３日（水）から２２日（金）まで、冬の交通安全県民運動が実施さ

れます。１２月は忘年会などで飲酒の機会が多くなる時期です。飲酒運転

は自分だけでなく家庭の崩壊につながります。絶対にやめましょう。

「飲酒運転四（し）ない運動の推進」

　胸運転するなら酒を飲まない　　胸酒を飲んだら運転しない

　胸運転する人に酒をすすめない　胸酒を飲んだ人に運転をさせない

 　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１２詳しくは

怯冬の交通安全県民運動（１２月１３日～２２日）重点事項　　　※（　）内は前年比

①追突事故の防止　②飲酒運転の根絶　③早めのライト点灯による夜間の交通事故防止

　年末にかけて交通指導・取締りを重点的に行います。安全運転を心がけて

無事故で１年を締めくくり、良い年を迎えましょう。

 　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１詳しくは

平成２９年１０月末　交通事故発生状況

物 損 事 故 数傷 者 数死 者 数人 身 事 故 数
（＋６０９）１６,５２１件（－１,０８５）７,４６３人（－０２）２６人（－７１８）５,６４６件佐 賀 県 内
（－０９４）８５３件（－０４８）３４９人（＋０１）２人（－０２３）２８７件鹿島警察署管内
（－０３５）４４１件（－０３０）１８０人（　００）０人（－０１２）１４７件鹿 島 市 内

　森林資源を活用した無農薬栽培、自然の恵みを体験しませんか。採れたて

シイタケを炭火焼きで試食もできます。

期　　間　平成３０年３月下旬まで（休館日を除く）

※天候や育成状況により収穫できない日もあります

時　　間　９時～１６時　　参　加　費　１人５００円

※収穫したシイタケ１袋（２０枚程度）を持ち帰れます

申込方法　事前に電話で申し込んでください。

 　（受付時間　９時～１６時）火曜日休館

　自然の館ひらたに　緯０９５４（６４）２５７９

　シイタケ学校に参加された人は、平成３０年２月に
　収穫体験を予定しています

 申込・問合せ先

シイタケ狩りを体験しませんか
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　鹿島商工会議所、佐賀県農業協同

組合、佐賀県有明海漁業協同組合で

は、平成３０年の新年を迎え、鹿島

市の発展を祈念する『新年賀詞交換

会』を開催します。

　どなたでも参加できます。皆さん

お誘いあわせの上ご参加ください。

と　　き　平成３０年１月４日（木）

　　　　　１２時～１３時３０分

と　こ　ろ　割烹清川（西牟田）

申込期限　１２月８日（金）

参　加　費　４,０００円／１人

申　　込　申込用紙（鹿島商工会議所

　　　　　および鹿島商工会議所のＨ

　　　　　Ｐにあります）に必要事項

　　　　　を記入し、参加費を添えて

　　　　　鹿島商工会議所へお申し込

　　　　　みください。

※参加者名簿を作成し、参加申込をいた

　だいた皆さんにのみお渡しします

　（お申し込みのない人には提供できません）

 　鹿島商工会議所

　　　　　緯０９５４（６３）３２３１

 

　平成３５年に開催される佐賀国体

のアーチェリー競技が鹿島市で予定

されています。アーチェリーの基本

を学んで体験してみませんか。

と　　き　１２月１０日・１７日（日）

　　　　　９時３０分～１２時

と　こ　ろ　古枝林業体育館

対　　象　小学生～大人

定　　員　２０人

講　　師　西川　定さん

　　　　　（佐賀県アーチェリー協会ヘッドコーチ）

参　加　費　１人１,０００円（保険料を含む）

　　　　　※当日徴収します

申込方法　１２月８日（金）までに電話

　　　　　でお申し込みください。

 

　　スポーツライフ・鹿島事務局

　　（市体育協会内）

　　緯０９５４（６２）３３７９

平成３０年
新年賀詞交換会

詳しくは

アーチェリー体験教室

申込・問合せ先

 

対　象　者　求職者

訓練期間　３月２日（金）から６カ月

受　講　料　無料（別途テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期間　１２月１８日（月）～平成３０年１月３１日（水）

※施設見学や模擬体験もできます

 　ポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

 

 

　生徒によるレストランや授業で開

発した商品の販売などを行います。

　ぜひ、お越しください。

と　　き　１２月１６日（土）

　　　　　１０時３０分～１４時

と　こ　ろ　鹿島実業高等学校

内　　容

食品調理科　高校生レストラン、

　　　　　　カフェ、弁当販売

商業科　模擬店、商品販売

文化部　展示（美術・華道など）

　　　　体験（茶道、ドローン操作など）

 　鹿島実業高等学校

　　　　　緯０９５４（６３）３１２６

 

　市内外の小中高校生を中心に作り

上げた、クリスマスにふさわしい

ファンタジーの舞台公演です。ご家

族でお楽しみください。

と　　き　１２月２４日（日）１４時～

と　こ　ろ　エイブルホール

入　場　料　無料

内　　容　鴨演劇『ハッピー・ハロウィン』

　　　　　鴨歌とダンスのステージ

 　劇団ヤマト事務局　野崎

　　　　　緯０９０（２５０８）８３７４

平成３０年３月期
職業訓練受講生募集

詳しくは

イイベベンントト

鹿実フェアの開催

詳しくは

劇団ヤマト
クリスマス公演

詳しくは

 

　鹿島市出身のピアニスト、愛野由

美子さんによるクリスマスコンサー

トを開催します。ゆうあい聖歌隊も

登場します。美しい音色に心癒され

てみませんか。（事前申込不要）

と　　き　１２月２２日（金）

　　　　　開場１８時３０分　開演１９時

と　こ　ろ　ケアコートゆうあい１階ホール

入　場　料　無料（コーヒーサービスあり）

 　ケアコートゆうあい

　　　　　緯０９５４（６３）５５３３

 

狂古枝ふれあいまつり　古枝公民館ほか

　３日（日）８時３０分～　

狂鹿島市特産品まつり　

　７日（木）～８日（金）［８ページ参照］

狂お火たき　　　　　祐徳稲荷神社

　８日（金）２０時ごろ点火　

狂６５歳　盛年の集い　エイブルホール

　１０日（日）１３時３０分～

狂市内小学校第２学期終業式　

　２２日（金）　

狂市消防団年末警戒　市内一円

　２８日（木）～３０日（土）　２０時～翌５時

 

 

　平成３０年３月２４～２５日開催予定の

花と酒まつりで行われる『生け花教

室』『杉玉作り体験』のボランティ

アスタッフ育成講座を開催します。

ぜひ、ご参加ください。

と　　き　平成３０年１月～３月（全６回）

定　　員　１０人程度　※市内在住者

参　加　費　無料

 　浜公民館

　　　　　緯０９５４（６２）２５３４

クリスマスピアノコンサート
＆ゆうあい聖歌隊

詳しくは

その他のイベント

講講習習会会・・教教室室
～花と酒まつり～

スタッフ育成講座

詳しくは

情報掲示板　愚　募集・イベント・講習会・教室

定員募集訓練科

１５CAD/NCオペレーション科

１５板 金 ・ 溶 接 施 工 科

１５電 気 シ ス テ ム 施 工 科
（ 若 年 者 訓 練 コ ー ス ）

２４住 環 境 C A D 科

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７期の口座振替日は

１　２月２　８日（木）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）
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　人生のラストシーンをどのように

迎えるか。今回は、日本尊厳死協

会・さが会長　満岡聰さんによる『尊

厳死と安楽死』についての講話です。

と　　き　１２月１３日（水）１９時～

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階

定　　　　員　先着２０人

参　加　費　無料

 　風のガーデンの会・鹿島　代表久原

　　　　　緯０９０（１１９５）４１０２

 

 

　事前に申込みが必要です。

と　　き　１２月１７日（日）１３時～１６時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

 　（電話での相談可）

　佐賀県労働者福祉協議会

　ライフサポートセンターさが

　緯０１２０（９３１）５３６

風のガーデンの会　第３回研修会
『ハッピーエンドの迎え方』

詳しくは

相相 談談
弁護士による
無料法律相談会

申込・問合せ先

 

　事前に申込みが必要です。

と　　き　１２月９日（土）・１０日（日）

　　　　　９時～１２時、１３時～１６時

と　こ　ろ　消費生活センター（アバンセ３階）

定　　　　員　各日８人　※相談時間１人４５分

 　

　佐賀県消費生活センター

　緯０９５２（２４）０９９９

 

狂無料法律相談（市民優先）

　１４日（木）市役所５階

　受付１３時～１４時（先着６人）１３時３０分開始

　※行政相談と同日開催

　２８日（木）市民会館１階

　受付９時３０分～１０時３０分（先着６人）１０時開始

　総務課緯（６３）２１１１

狂法律・行政合同相談　市役所５階

　１４日（木）１３時開始（１５時３０分まで）

　※無料法律相談と同日開催

　総務課緯（６３）２１１１

狂厚生年金・国民年金相談　

　市民会館１階サロン

　５・１９日（火）１０時～１２時、１３時～１５時

　要予約　市民課緯（６３）２１１７

佐賀県・弁護士会・司法書士会合同
多重債務無料相談会

申込・問合せ先

その他の相談

狂人権相談

　市民交流プラザかたらい３階会議室

　１日（金）１０時～１５時

狂消費生活相談　市民会館１階サロン

　毎週月・金曜日　※１５日を除く

　９時３０分～１２時、１３時～１６時

狂こころの健康相談（臨床心理士対応）

　市民会館２階第５会議室

　２０日（水）９時３０分～１２時

　要予約　福祉課緯（６３）２１１９

狂発達障害児（者）専門相談　

市役所５階第７会議室

　２６日（火）１０時～１６時　要予約

　NPO法人それいゆ緯０９０（６２９６）７５５０

狂土地・建物に関する無料相談所　

市民会館１階サロン

　２６日（火）１３時３０分～１６時３０分

狂ファイナンシャルプランナーによ

　る納税相談（１０人程度）　税務課

　１１日（月）９時～１６時（時間外可）

　要予約　税務課緯（６３）２１１８

狂介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～１７時

狂生活お困りごと相談（要予約）　

　市民交流プラザかたらい３階

　月曜日～金曜日９時～１７時

　生活自立支援センター（社会福祉協議会内）

緯（６２）２４４７

情報掲示板　愚　講習会・教室・相談

　『部落差別の解消の推進に関する法律』が施行されました
　この法律は、『部落差別のない社会を実現すること』を目的としています。地方公共団体は、その地域の実情
に応じ『相談体制の充実』を図るとともに『教育および啓発』を行うよう努めるものとされています。市では、
この法律の趣旨を踏まえ、現存する部落差別の解消（同和問題の解決）を推進するため、引き続き教育・啓発等に
取り組みます。

平成二十八年法律第百九号　部落差別の解消の推進に関する法律

（目的）
第一条　この法律は、現在もなお部落差別が存在するとともに、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、全ての国民
　に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、部落差別は許されないものであるとの認識の下にこれを解消することが重要な課題であるこ
　とに鑑み、部落差別の解消に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、相談体制の充実等について定めることに
　より、部落差別の解消を推進し、もって部落差別のない社会を実現することを目的とする。

（基本理念）
第二条　部落差別の解消に関する施策は、全ての国民が等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっとり、
　部落差別を解消する必要性に対する国民一人一人の理解を深めるよう努めることにより、部落差別のない社会を実現することを旨として、行われなければ
　ならない。

（国及び地方公共団体の責務）
第三条　国は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関する施策を講ずるとともに、地方公共団体が講ずる部落差別の解消に関する施策を推進する
　ために必要な情報の提供、指導及び助言を行う責務を有する。
２　地方公共団体は、前条の基本理念にのっとり、部落差別の解消に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、国及び他の地方公共団体との連携を図りつつ、
　その地域の実情に応じた施策を講ずるよう努めるものとする。

（相談体制の充実）
第四条　国は、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るものとする。
２　地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別に関する相談に的確に応ずるための体制の充実を図るよう努める
　ものとする。

（教育及び啓発）
第五条　国は、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うものとする。
２　地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏まえて、その地域の実情に応じ、部落差別を解消するため、必要な教育及び啓発を行うよう努めるものとする。

（部落差別の実態に係る調査）
第六条　国は、部落差別の解消に関する施策の実施に資するため、地方公共団体の協力を得て、部落差別の実態に係る調査を行うものとする。

　附　則
　　この法律は、公布の日から施行する。

 　人権・同和対策課　緯０９５４（６３）２１２６詳しくは
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話まちの話題題

　このバスは、市の花 『さくら』をイメージしたピンク色に、

両側面は 『肥前浜宿』と 『肥前鹿島干潟』、背面には 『鹿島酒蔵

ツーリズム』がデザインされています。県内一円をこのラッピ

ングバスが運行されますので、ぜひ、ご覧ください。

ラッピングバス出発式

　１１月１日、ラッピングバス出発式が行われました。　

　晴天に恵まれ、初運行出発地点となった祐徳稲荷神社

バス停には多くの人が集まり、出発に花を添えました。

善行紹介 ご寄附をありがとうございま善行紹介　ご寄附をありがとうございますす

　１１月１６日、鹿島錦保存会様から鹿島錦の保存と振興・普及のた

めに、屏風のご寄附をいただきました。これに対し、市から感謝状を

お贈りしました。

　この屏風は昭和４３年１２月に立ち上げた会が来年設立５０年を迎

える記念として、図案の構想から５年がかりで制作された大作です。

　会員３５人で縦１５㎝横２８㎝の織物１５４枚を織り、縦約２ｍ、

横約１ｍに張り合わせて作られた二曲一双の屏風のうちの半双です。

　会員代表の　口ヨシノさんは「市の支援のおかげで５０年を迎えら

れた。これからも新しい会員と一緒になって伝統を守っていきたい。」

と話されました。

　鹿島錦保存会は、鹿島錦の伝統技法を継承するために設立され、現

在の会員数は５０人、第２・４火曜日と毎週木曜日にエイブルで教室

を開かれています。興味のある人は、ぜひ、ご参加ください。


