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明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます。。

昨年は、皆さんにとってどのような年でしたか昨年は、皆さんにとってどのような年でしたか。。

平成３０年が皆さんにとって豊かで穏やかな年であります平成３０年が皆さんにとって豊かで穏やかな年でありますよよ

うに・・うに・・・・

写真は昨年１２月に行成地区で世代間交流として行われた写真は昨年１２月に行成地区で世代間交流として行われたもも

ちつきの様子です。参加した子どもたちは、息を合わせちつきの様子です。参加した子どもたちは、息を合わせてて

しっかりともちをついていましたしっかりともちをついていました。。

（２３ページに関連記事があります（２３ページに関連記事があります））

写写真真
もちつもちつきき
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地域の宝を活かしたまちづくり

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

　昨年は、鹿島市が誇る豊かな自然や風土、「ものづくりの力」などの地域の宝（資源）が評価

された年でございました。

　私たちのまちは、「ものづくりが得意技」で、日本酒の醸造や伝統工芸から機械・金属製品

まで、長年磨かれてきた技術が今に脈々と受け継がれています。このように鹿島の地が古く

から、「ものづくりのまち」であること、特に金属工業において高い技術水準を有しているこ

とに評価をいただいたことが決め手となり、埼玉県川口市に本社があり、金属加工等を手掛

けられている「川島金属株式会社」が、鹿島市の谷田工場団地に進出されることとなりまし

た。従業員は、地元から約３０人の採用を計画されており、今後の産業の振興や地域経済の

活性化に期待しているところです。

　次に、宝の海として昔から私たちに恵みをもたらしてくれる有明海の干潟と祐徳稲荷神社、

そして嬉野市の温泉を舞台にしたＮＨＫ佐賀放送局制作の地域ドラマ「ガタの国から」が７

月に全国放送され、注目を浴びました。県内に数ある地域資源の中から鹿島の風景が選ばれ

ましたのは、市民の皆さまのこれまでの努力によって地域の魅力が鮮明になり、評価を受け

たからだと思います。

　また、干潟を活用した取組も評価を受けました。３０年以上続く干潟の運動会「鹿島ガタリ

ンピック」が、昨年９月に「第３９回サントリー地域文化賞」を受賞されました。鹿島ガタ

リンピックは、地域の自然を活かしたユニークな競技大会を３０年以上にわたって継続し、

笑顔と元気を全国、さらには世界中の人々に広げていることが評価されました。

　そして、これまでの集大成ともいえることは、鹿島市が、市民と一丸となって自ら創意工

夫を行い、優れた施策を実施し、地方自治の充実発展に尽力している自治体として、昨年

１１月の地方自治法施行７０周年記念式典におきまして、総務大臣表彰を受賞したことでご

ざいます。この受賞は、これまで市民の皆さまと行政が協働して、懸命に地域資源を磨き上

げ、頑張ってきたことが大きく評価されたものです。

　このように、鹿島市には、先人から受け継いだ誇るべき「地域の宝」があります。これら

の地域資源を掘り起こし、さらに磨き上げることが、まちづくりには重要だと考えています。

これまでの取組にさらなる工夫と努力を重ね、まちづくりの新たなステージへと飛躍したい

と考えています。

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

せていただきます。

　谷田工場団地への企業

進出は９年ぶりです。

　川島金属株式会社の佐

賀工場は、最新鋭の設備

を整え、基幹工場と位置

付けて６月から操業予定

です。

　昨年の３３回は、県内

外と海外１３カ国の計約

１,２００人が競技に参

加されました。

　干潟ならではのユニー

クな競技に、約３万人の

観客が盛んに拍手と笑顔

で声援を送っていました。

鹿島市長　　口　久俊

川島金属株式会社進出協定調印式 ３０年以上続く『鹿島ガタリンピック』
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新年のごあいさ　新年のごあいさつつ
みんなが住みやすく、暮らしやすい鹿島をめざして

　明けましておめでとうございます。

　皆さまにおかれましては、希望に満ちた輝かしい新春をお迎えのことと、鹿島市議会を代

表してお慶びを申しあげます。

　昨年を振り返ってみますと、国内では、桐生祥秀選手が陸上１００メートル走で日本人初

の９．９８秒を記録、また将棋の最年少プロ藤井聡太４段（１５）が、公式戦デビューから２９

連勝樹立という明るい出来事がありました。本市では、レスリングの中村百次郎選手が国際

大会で３位、テコンドーの前田望来選手が全国大会３位、西部中学校陸上部女子が全国駅伝

大会で２１位と健闘されるなど若い人たちの活躍がありました。

　昨年の議会では、緊張感を持った議会活動を行なうことを目的として、正副議長の任期を

２年とする申合せを作りました。５月に正副議長選挙を行い、議長に再選をさせていただき、

気持ちを新たに議会活動に取り組んでおります。その一環として、議会報告会（意見交換会）

を６地区で行い、多くのご意見とご質問を聴かせていただきました。このことについての説

明等を取りまとめた冊子を、各地区公民館に配布いたしております。また、国内で多発する

災害への対応が議会にも必要と考え、議会と議員の行動等を明確にするための市議会災害対

策会議要綱を作成しました。

　今年の議会は、現議員の任期が５月に４年目を迎えることになり、大きな区切りであり、

ひとつの仕上げの時期であります。また、議会の基本理念や方針を謳った議会基本条例が制

定から８年目になります。議員は、市民の代弁者として皆さまの意見をお聴きし情報発信を

することを常に念頭に置きながら、活発な議論と充実した審議を行うよう活動に取り組んで

まいります。

　今年は、明治維新１５０年記念の年であり、国内はもとより「薩長土肥」の佐賀県や鹿島

市でも多くのイベントが計画されていて、多いに盛り上がることを期待しています。さらに、

２月に韓国で冬季オリンピック、６月にロシアでサッカー・ワールドカップの開催が予定され

ており選手の活躍が楽しみです。

　本年が、皆さまにとりまして素晴らしい年となりますよう心からお祈り申しあげます。

　昨年８月２１・２３・２８日、各地

区公民館で議会報告会を行いました。

　たくさんのご参加ありがとうござ

いました。

議会報告会

鹿島市議会議長　松尾　勝利
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【１】川島金属株式会社が

　　谷田工場団地へ進出！
金属加工などを手掛ける川島金属株
式会社（埼玉県川口市）が谷田工場団
地へ進出されます。従業員は、地元
から約３０人を雇用する予定で、地
域経済の活性化に期待しています。

【１０】高校生に郷土教育
７月に財務省から出向した地方創生
担当の職員が、日本の人口問題と佐
賀県、鹿島市の実情について、鹿島
高校や鹿島実業高校、杵藤地区の高
校の１，５００人を超える生徒を対
象に講演を行いました。講演では、
鹿島には世界に通用するものづくり
や人材、企業があることなどを紹介
し、生徒からは、「地元で就職した
い」「地元愛が深まった」などの感想
をいただきました。

【７】新たな食の名物へ！

　　『鹿島祐徳御膳』の誕生
“鹿島市に新たな食の名物を”との
想いで、約１年をかけて関係者と検
討を重ね、１２月８日に鹿島祐徳御
膳が誕生しました。こだわりの稲荷
寿司をメインとした５品がセットで、
値段は、１，０００円（税別）です。祐
徳門前商店街の５店舗で趣向を凝ら
した御膳が味わえます。

【４】鹿島が舞台の地域ドラマ

　　『ガタの国から』全国放送
鹿島の干潟や祐徳稲荷神社、嬉野の
温泉を舞台に制作された『ガタの国
から』が全国放送されました。脚本
は、ドラマ『半沢直樹』や『下町ロケッ
ト』を手掛けた八津弘幸さん。出演
者は、主演の上白石萌音さんとタイ
の俳優ティティ・マハーヨーター
ラックさんをはじめ、鹿島や佐賀に
ゆかりがある有森也実さんや哀川翔
さんなど豪華なキャストで撮影され
ました。また、約６０人の市民の皆
さんがエキストラやボランティアス
タッフとして参加されました。

【９】ふるさと納税１億円の大台へ！
ふるさと納税の取組を強化したこと
により、平成２８年度決算で、目標
の１億円に到達しました。平成２９
年度も、すでに１
億円を超えて昨年
を上回るペースで
す。今後も、寄附
者の志と声援に応
えられる施策と鹿
島市の魅力を全国
に発信していきま
す。

【３】箱根駅伝３連覇！

　　青山学院大学　鹿島初合宿
青山学院大学陸上競技部の原晋監督
をはじめ主力選手など１０人が鹿島
市で初めて強化合宿を行いました。
この合宿中、原監督自ら指導をされ
た陸上教室に小学生から一般のラン
ナーまで約２００人が参加されまし
た。また、昨年は青山学院大学をは
じめ箱根駅伝常連校６大学の選手、
計１５１人が合宿を行いました。

【６】大量の流木が鹿島の沿岸に漂着
福岡県朝倉市や大分県日田市などで
甚大な被害をもたらした九州北部豪
雨。多くの家屋が流失し、有明海沿
岸にも大量の流木などが漂着しまし
た。県や市町、漁協、漁業者が、９月
の海苔漁期までの撤去を目標に流木
の撤去作業を進め、約１カ月半で撤
去した漂着物の総量は２万２千立方
メートルにもなりました。

【８】鹿島市・高興郡（韓国）　

　　友好結縁２０周年！
市と大韓民国全羅南道高興郡が、
１９９７年１月に友好結縁を締結し
て２０周年となりました。ガタリン
ピックが縁で、これまで同郡からの
来訪者数は、延べ約３５０人にのぼ
り、市の国際交流の推進に大きな役
割を果たしました。今後も、この友
好関係が末永く続くことを願います。

【５】鹿島ガタリンピック

　　サントリー地域文化賞受賞
干潟の運動会『鹿島ガタリンピック』
が、第３９回サントリー地域文化賞
を受賞しました。サントリー地域文
化賞は、地域の文化向上と活性化に
貢献した個人、団体に贈られる賞で、
『鹿島ガタリンピック』は、地域の自
然を活かしたユニークな競技大会を
３０年以上にわたって継続し、笑顔
と元気を全国、さらには世界中の
人々に広げていることが評価され受
賞されました。

【２】鹿島市が総務大臣表彰受賞
地方自治法施行７０周年記念式典
で、市民と一丸となって自ら創意
工夫を行い、優れた施策を実施し、
地方自治の充実発展に尽力してい
る自治体として、鹿島市が表彰さ
れました。これまで市民の皆さん
と行政が協働して懸命に地域資源
を磨き上げ頑張ってきたことが大
きく評価されたもので、その長年
の取組や施策に対しての称賛とい
えます。

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市市市市市市市市市市市市市市鹿島市ののののののののののののののの１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１０００００００００００００００００００００００００００００ 大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大 ニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニニ ュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュュ ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ススススススススススススススススススススススススススススス平成２９年を振り返る
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文化・スポーツの結果

文文化化・・スポーツの結スポーツの結果果
　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）

皐第５８回佐賀県学童美術展県審査

　【絵画の部】　

　　特選　末次　郁斗（鹿島小１年）、平野　裕菜（鹿島小５年）、

　　　　　向井　明莉（鹿島小６年）、赤瀬川　陽基（能古見小１年）

　　　　　山下　心（浜小４年）、中村　遥奈（浜小６年）

　　　　　石橋　亜紀（七浦小４年）、三ヶ島　菜々美（七浦小５年）

　　　　　中橋　白貴（明倫小６年）、巨瀬　晴斗（明倫小６年）

　　　　　林田　月（西部中３年）

　準特選　古賀　友惺（鹿島小１年）、田中　美亜莉（鹿島小２年）

　　　　　下村　依吹（鹿島小４年）、矢野　葵衣（鹿島小５年）

　　　　　宮﨑　温子（鹿島小６年）、乘冨　大雅（能古見小２年）

　　　　　小池　瑠羽（能古見小５年）、三原　叶已（古枝小１年）

　　　　　池田　壮希（浜小１年）、三原　杏樹（浜小３年）

　　　　　松枝　那奈（浜小５年）、峰松　颯大（浜小５年）

　　　　　松本　志道（七浦小１年）、木原　悠人（七浦小２年）

　　　　　大島　秀太（七浦小３年）、鳥井　聡太郎（七浦小４年）

　　　　　瀬戸　奏（七浦小５年）、中島　惇ノ介（七浦小５年）

　　　　　小野　龍一（明倫小１年）、小野原　未来（明倫小３年）

　　　　　佐々木　健伍（明倫小４年）、古賀　詞子（明倫小５年）

　　　　　高尾　真矢（明倫小５年）、松本　歩太（明倫小６年）

　　　　　平井　聖羅（西部中１年）、中島　実咲（西部中１年）

　　　　　峰下　しずく（西部中１年）、一ノ瀬　祐太（西部中２年）

　　　　　坂本　麗奈（西部中２年）、尾形　銀河（西部中２年）

　　　　　唐島　智帆（西部中３年）池田　大志（東部中１年）

　　　　　松本　昴己（東部中１年）、竹下　和正（東部中２年）

　　　　　馬場　音樹（東部中２年）

　【デザインの部】　

　準特選　安冨　和紗（西部中１年）、島内　美智子（西部中１年）

　　　　　唐島　智帆（西部中３年）、釘尾　晴菜（東部中１年）

　【線描の部】　

　　特選　本山　崇太（鹿島小２年）、納富　翔英（鹿島小６年）

　　　　　梶山　陸斗（古枝小５年）

　準特選　峰松　駿企（浜小５年）、石橋　みつき（七浦小４年）

　　　　　岡　優茉（七浦小５年）、山﨑　優梨音（西部中３年）

　　　　　橋本　花菜（東部中１年）、中島　啓翔（東部中３年）

皐第７０回佐賀県児童生徒理科研究発表会

　開　催　日　１１月１１日（西部中学校）

　　特選　学研賞　高取　杏奈（鹿島小５年）

　　特選　太良町議会議長賞　古賀　妃奈乃（鹿島小４年）

　　特選　鹿島嬉野藤津地区小中学校校長会長賞　宮﨑　智暉（鹿島小４年）

　　特選　理振会長賞　植松　野乃佳（西部中１年）

　　　　　　　　　　　神代　果鈴（西部中１年）

　　　　　　　　　　　細川　愛実（西部中１年）

　　特選　太良町教育長賞　小﨑　結衣（西部中２年）

皐全国読書作文コンクール

　　入選　安達　心希（鹿島小４年）

皐第４３回JA共済小・中学生交通安全ポスターコンクール

　　銀賞　川﨑　咲恵（北鹿島小１年）

皐海と日本プロジェクト in佐賀

　オリジナル佐賀海苔パッケージコンテスト

　　最優秀賞　久野　薫風（明倫小３年）

皐佐賀県動物図画コンクール

　　最優秀賞　山田　聡文（鹿島小６年）

皐クミアイプロパン絵のコンクール

　　二席　山口　真生（鹿島小１年）

皐第３７回全九州高等学校空手道新人大会

　開　催　日　１１月２４日～２６日（大分県　べっぷアリーナ）

　【男子個人形】　九州北ブロック準優勝　馬場　海星（龍谷高２年）

皐第３４回全中国空手道選手権大会

　開　催　日　１１月２６日（広島県立総合体育館小アリーナ）

　【軽量級５５kgまで】　３位　堀田　陸志（西部中１年）

皐２０１７阿蘇オープンテコンドー選手権大会

　開　催　日　１１月１２日（熊本県　阿蘇市阿蘇体育館）

　【幼児の部】　優勝　川島　涼羽（飯田保育園）

　【小学６年女子】　２位　竹下　心海（古枝小）

　【小学５年男子－３２kg級】　３位　宮﨑　千洋（鹿島小）

　【小学６年男子－３８kg級】　３位　宮﨑　大洋（鹿島小）

　【小学２年男子】　３位　川島　真友（浜小）

　【小学３年男子＋２７kg級】　３位　喜多　奏（北鹿島小）

　【小学３年男子＋２７kg級】　３位　前田　望来（北鹿島小）

　【小学５年男子＋３３kg級】　３位　中野　晃汰（北鹿島小）

皐第４１回佐賀県少年剣道学年別個人選手権大会

　開　催　日　１１月４日（基山町総合体育館）

　【小学３年男子】　優勝　野中　龍臥（鹿島小）

　【小学４年女子】　優勝　山口　慧花（浜小）

　【小学２年】　３位　松本　龍磨（浜小）

皐佐賀県中学校新人剣道大会

　開　催　日　１１月１１日（大和中学校体育館）

　【個人戦】　３位　植松　明彩（東部中２年）

皐佐賀県中学生新人バレーボール大会

　開　催　日　１１月１２日（芦刈小中学校体育館）

　　３位　東部中学校女子バレーボール部

皐第１５回全国ホープス選抜卓球大会佐賀県選考会

　開　催　日　１１月１８日（県総合体育館）

　　２位　峰松　晃太郎（浜小５年）

皐第２０回佐賀県中学生空手道大会新人戦

　開　催　日　１１月２６日（神埼市次郎体育館）

　【個人形中学１年生　男子の部】　優勝　北　莉暢（西部中）

皐全国選抜ジュニアテニス選手権佐賀大会予選

　開　催　日　１２月３日（県総合運動場庭球場）

　【１２歳以下ダブルス】　２位　松浦　圭祐（明倫小５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
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　皆さん、こんにちは。私は　口雅

琳といいます。今年の六月に中国か

ら日本に来ました。

　私は中国の遼寧省というところで

生まれ、育ちました。今は東部中学

校の二年生として、毎日学校に通っ

ています。まだ、日本語が上手では

ないので授業はとても大変です。数

学や英語は今まで中国で勉強をして

いたことと同じなので、日本語が分

からなくても何とかなりますが、社

会や理科、特に国語は全くと言って

いいほど分からず、授業中何をして

いいのか分からなくなるときがあり

ます。しかし、クラスの友達や先生

たちがたくさん助けてくださるので、

近頃は日本語もだいぶん上達してき

ました。定期テストも初めて全部受

けて、多くの先生方からほめていた

だき、今回もここに立つチャンスを

もらえました。私の日本語、ちゃん

と発音できていますでしょうか。

　私がなぜ日本に来ることになった

のか。それは私の夢に関係がありま

す。私は中国で暮らしている時から、

日本という国に行きたい、そして、

留学して学びたい、と考えていたの

です。しかし、その私の夢は二年前

の父の死で諦めざるを得ませんでし

た。母を残して私だけが日本に行く

ことも、何よりそんな学費を作るこ

とができませんでした。悲しんでい

る母に日本に行きたいとはとても言

えませんでした。しかし、そんな私

を見て手をさしのべてくれたのが、

母の姉である伯母でした。　伯母は

日本で結婚し、日本でしっかりと働

いて暮らしています。伯父と伯母は

「そんなに勉強したいならうちにお

いで。うちの娘になって勉強すると

いいよ。」と言ってくれたのです。諦

めるしかないと思っていた夢が繋

がった瞬間でした。しかし、それで

も迷いはありました。母を置いてい

きたくなかったのです。そんな私に

母は自分の悲しみを隠して行ってお

いでと背中を押してくれました。そ

うして、私は夢の国であった日本で

の生活、勉強の毎日を決心します。

　しかし、日本で勉強するというこ

とはそう簡単なことではありません

でした。なかなか、日本へ行く許可

が下りなかったのです。本当なら四

月から東部中学校で一緒に勉強を始

めるはずだったのですが、様々な審

査に時間がかかり、許可が下りるま

でに長い時間がかかり、六月になっ

てやっと日本に来ることができたの

です。

　やっと来れた学校は初めはドキド

キしました。どうしたらいいのかわ

からない私のために、初めは伯母が

毎日学校に付き添い、授業の通訳や

困ったときの通訳をしてくれました。

仕事を休んでまでしてくれたことに

感謝しています。そして、伯母の仕

事先の方もこんなに長く休むことを

許可してくださり、また、職場体験

も受け入れてくださり、感謝をいく

らしても足りません。中国で日本語

の勉強をしてから来たつもりでした

が、それでもとても難しかったです。

何とかみんなについていきたいと、

毎日遅くまで日本語の勉強をしまし

た。勉強だけではなく、スポーツに

も挑戦しようと思い、今は、ソフト

ボール部に入って頑張っています。

初めはとても難しかったのですが、

今はとても楽しいです。クラスのみ

んなだけではなく、学年のみんなが

話しかけてくれ、いつも親切にして

もらっています。先生方も分からな

い私に根気強く話をしたり、聞いた

りしてくれます。そのおかげで夏休

みが過ぎる頃には日本語で話したり

聞いたりすることがだいぶんできる

ようになり、授業もだんだん分かる

ようになってきました。

　日本で学ぶという夢が叶い、今は

その夢をしっかりと達成できるよう

に毎日頑張っているところです。日

本で高校、大学に進みたいという夢

はまだまだこれから実現させていか

なければなりません。そして、もし、

その夢が叶ったら、今度はアメリカ

への留学も考えています。様々な国

の文化や考え方に触れ、自分をどん

どん成長させていきたいのです。大

学院はアメリカで。これが日本に来

てからの私の新しい夢です。日本に

呼んでくれた伯父や伯母への感謝は

夢を実現することで表したいと思い

ます。そして、私にしかできないこ

と。日本と中国の架け橋となって、

もっとこの二つの国の人々がお互い

を理解し、仲良くできるような、そ

んなことができたらと思っています。

私の夢はこれからもどんどんふくら

みます。まずは毎日しっかりと頑張

りたいと思います。どうか皆さんも

応援してください。

日本と中国の架け橋
として
東部中学校　２年

　口　 雅 
や

 琳 
りん

　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
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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。

　今回は中学生の発表と俳句の作品（優秀賞）を掲載します。（小学生の発表とかべ新聞は、１２月号に掲載しました）

 　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

　私の将来の夢は、絵本作家になる

ことです。絵本作家になりたいと

思ったきっかけは、二つあります。

　一つ目は、子供が好きで多くの子

供達に絵本のおもしろさを学んでほ

しいと思ったからです。

　私が小さい頃は、絵本が好きで、

読み出すとたくさん感情が溢れ出し

ていました。絵本を通して、そこか

ら学ぶ嬉しさや楽しさ。また、読み

聞かせなどにより家族と過ごす時間

も増えるという絵本を本職として

作っている人を私は、心の底から

「すごい」と尊敬しています。

　二つ目は、私自身が絵を描くこと

が好きだということです。

　現在私は、美術部に所属していま

すが入学した時は、まだどの部活に

入部するかはっきりしていませんで

した。私が美術部に入部しようと決

めた動機は、部活紹介で先輩方の絵

を拝見した時に私も大きなパネルの

上に自分の絵を描いてみたいと思っ

たからです。

　美術部に入部して、夢に向かって

絵をもっと頑張ろうと思ういい機会

がありました。それは、韓国での絵

の研修です。研修では、韓国の方と

同じく研修に来ていたインドの方と

の交流があり、三カ国合同のスケッ

チ大会もありました。韓国での研修

で私は、多くの事を学ぶことができ

ました。実際に他国の人の絵に触れ

たことで、私の実力は、まだまだだ

ということを実感しました。見たま

まをそのまま絵にする私に比べ、自

分の空想上のものを描くことや、絵

のタッチを描いた絵に合わせて変化

させていく工夫と技術の違いがある

ことに気付くことができました。

　私は、自分の絵と研修で見た絵を

比べ「すごい。」や「いいな。」とい

う感情だけではなく、「悔しい。」

「もっと頑張ろう。」など一歩踏み出

す勇気をもらいました。その勇気を

一日一日無駄にせず、常に絵本作家

になるという夢を忘れずに部活を頑

張っていこうと思います。また、今

回の研修で分野を問わず色んな絵を

観て、型にとらわれず絵を描ける様

学んでいきたいです。

　私は、絵本作家になり子供達に、

夢や希望を持つことができる絵本を

作り上げていくことが目標です。そ

の理由は、子供が絵本を読み終わっ

て「私も僕もあんな風になりたい。」

と思うことで子供達の夢が一つ増え

ていくからです。また、親も子供か

ら笑顔で夢を語ってくれるので嬉し

ささえ芽生えてくると思います。私

が幼い頃絵本が好きだったように、

子供達が私が作り上げた絵本を読ん

で一つでも多くの夢を持ち、大人に

なっても心の中に残るような絵本を

作り上げていきたいです。

　そのために私は、日頃から何かに

挑戦していく気持ちを大事にしてい

こうと思います。視野を広げること

で、発想力が高まっていき、勉強や

部活に励むことで、文章力や画力が

高まって夢への一歩に繋がっていく

からです。

　私が絵本作家になるための知識や

経験は、まだまだ積み重なっていな

いので、今後も日々の学校生活での

行動や学習を一日ずつ見直していき

ながら、夢への一歩を歩んでいこう

と決心しました。

夢へ向けて

西部中学校　２年

坂本　麗奈

戌戌戌戌戌戌戌戌戌戌戌戌戌戌戌戌戌戌戌戌戌戌
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　私には障がいを持つ二人のいとこ

がいます。二人は持って生まれた物

は違いますが、私たち姉妹とは小さ

な頃から一緒に遊んだり、買い物に

行ったり、机を囲んでゲームや宿題

をしたりと、とても仲良く、楽しく

過ごしてきました。でも、いとこ達

に対する周囲の目は思った以上に冷

たくて、同じ人間なのに障がいを

持っているというだけで差別をする

人が多いことにいつも苦しくなりま

す。私たちと一緒だよ、と叫びたく

なるときがあります。

　学校の図書室には障がいを持った

方が訴える本がたくさんあります。

その本を読むと、人の目が怖くて外

に出ることができなくなった人や、

いじめられて自殺をしてしまった人

の話などがあり、泣きながら読んだ

こともあります。いとこ達はどんな

思いでいるのかと考えて、悲しい思

いをすることもあります。だから私

は、障がいを持っていても楽しく、

元気に過ごせる社会を作りたいと

思っています。

　障がいを持っている方が、周りの

人に迷惑を掛けるなどと気にするこ

となく、外に出て過ごせる環境を作

るためには、家族だけではなく、地

域の人たち全ての理解が必要です。

学校での勉強をした障がいを持つ人

だけではなく、誰にとっても優しい

ユニバーサルデザインのものをたく

さん増やしていくことが必要だと思

います。公共の乗り物、バスや電車、

飛行機などを中心に、赤ちゃんがお

腹にいるお母さんやお年寄りの方、

重い障がいを持った方を優先にでき

るような乗り物があったらいいなと

思います。そして、元気な人たちの

中にも疲れている人もいると思うの

で、その人達も遠慮したりすること

のない乗り物ができないかと思いま

す。ほんのちょっとした気遣いかも

しれませんが、このちょっとで助か

る人が何人もいるのなら、ぜひ作っ

てほしいです。

　私のいとこもそうですが、障がい

を持っている人たちの中には、支援

さえあれば社会のために貢献したい

と考えている人が少なくないと思い

ます。障がいを持っていても働くこ

とができる職場がもっと増えたらい

いと思います。障がいを持っていて

も同じ人として学校に行き、社会に

出て、そして働きたいと思うのは当

然のことです。テレビでもたくさん

の障がいを持った方が活躍されてい

ます。就きたい職業に就いて働くこ

とができれば、きっとそれが生きが

いとなり、障がいを持った方の笑顔

も増えるのではないでしょうか。

　近頃では障がいを持った方が差別

をされることで苦しんだり、自殺を

したりすることを受け、ポスターが

作られたり、支援をする組織がたく

さんできたりしています。それを多

くの人が目にすることで周囲が理解

を深め、小さな気遣いから始めてほ

しいと思うのです。そんなことが私

のいとこ達に起こったらきっと笑顔

になるだろうと思うと、私の顔も自

然と笑顔になります。

　私は自分ができることはいとこ達

にしてやりたいと思っています。し

かし、私が今までやってきたことが

本当にいとこ達のためになっていた

のか、見直すことも必要だと思いま

す。ただの自己満足になっていたり、

逆に邪魔をしていたりしたことが

あったかもしれません。私は将来、

障がいを持っている方が生活しやす

いような社会にできる、そんな仕事

をしたいと思います。今の私が考え

ただけでも次から次へとアイディア

が浮かんできます。私のアイディア

だけでは不十分なところもたくさん

あると思うので、それを他の多くの

人と一緒に考えていきたいです。

　また、アイディアを出すだけでは

なく、もっと障がいのことについて

多くの人が知るべきだと思います。

私のいとこが持っている障がいにつ

いても詳しくは知りません。しかし、

知らないことには支援もできないと

思うのです。障がいを持った方は、

それぞれに違い、支援の仕方も違い

ます。私のいとこに限らず、多くの

方のサポートをするためには、これ

からしっかりと学んでいく必要があ

ります。そして、これは私だけでは

なく、日本に住む人全てが学ぶべき

ことだと思います。

　まだ具体的には何をしたいのか、

何をすればいいのか分かっていませ

んが、障がいを持っている方も、そ

うでない方も、皆が笑顔で元気に過

ごせるような社会を作るお手伝いを

する、そんな未来を夢見ています。

優しい未来のために
できること

東部中学校　２年

松本　ひなた

「ぼくの夢わたしの夢を発表」の続き

作品募集期間　　平成２９年９月８日～１０月６日

投句数（実行委員会に寄せられた俳句）　　総　数　３,７１４句

　煙小学生　１年生　　,４５３句　　　　煙中学生　１年生　　,３２９句

　　　　　　２年生　　,４０４句　　　　　　　　　２年生　　,３４９句

　　　　　　３年生　　,４７６句　　　　　　　　　３年生　　,３７６句

　　　　　　４年生　　,３５１句

　　　　　　５年生　　,４８８句

　　　　　　６年生　　,４８８句

俳俳　句句
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　ぼくの将来の夢は、テニスのイン

ストラクターになる事です。ぼくが

テニスのインストラクターになりた

いと思ったわけは、選手と喜びを分

かち合えるからです。

　ぼくは小学生の頃、地域のクラブ

チームに所属していました。入った

時先生達は優しく迎え入れてくれま

した。どんどん上の段階になってい

くごとに教えも厳しくなり、練習メ

ニューも変わり、きつくなってきま

した。けれど、そのきつい練習メ

ニューを乗り越えて、やっとレギュ

ラーチームに入れました。

　そのレギュラーチームの先生は、

ぼくが入って来た時から最後まで見

てくれた先生でした。その先生は、

一人一人徹底的に教えていくという

方法でした。先生は少し間違ったと

ころでも近くに行って丁ねいに教え

てくれました。決して一人に一生懸

命に教えて一人は、手を抜いて教え

るということはせずに、一人一人平

等に教え、一人一人に合った指導を

してくれました。でも、いつも優し

いというわけでは、ありませんでし

た。試合などで接戦になったり、負

けそうになって、集中が落ちてきた

りした時は、厳しくしかって集中を

取り戻してくれたり、ボールや道具

などを片付けるのが遅かったりする

と厳しく叱ってくれたりもしました。

先生は優しい時は、優しくしてくれ

て、厳しく叱らなければいけない時

は厳しく叱ってくれるそんな先生で

した。

　六年生の冬に団体戦がありました。

その時先生が試合前にぼくを呼びま

した。すると、先生は、アドバイス

などではなく、なぜか、プレッ

シャーの言葉をかけてきました。そ

の時のぼくは、まだ分かっていな

かったけど、プレッシャーの中でプ

レーをし、それにたえぬきながら試

合をできるかどうか、試してくれて

いたのだと思いました。ぼくは、六

年生の時にあった公式の団体戦は年

に二回程度しか出れていなかったの

で、レギュラーチームのプレッ

シャーの重みが分かりませんでした。

ぼくは、試合になってやっと分かり

ました。個人戦の時よりはるかに見

ている人が多くて最初はあまり体が

動きませんでした。けれど、先生は、

プレッシャーを和らげてくれました。

そのおかげでプレッシャーにも打ち

勝って、団体戦で二位まで勝ち進め

ました。その時は、すごく嬉しかっ

たです。ぼくは六年生の時には、あ

まりいい成績も上げられていなかっ

たので本当によかったと心の中で

思っていました。けれど、その先生

もすごく喜んでくれていました。

やっぱり教え子がいい成績を上げて

喜んでいるところを見ると、先生も

嬉しくなるものなのだな、と思いま

した。

　ぼくは、そういう先生になるため

に、日常の生活を見直し、テニスの

腕をもっと上達させていきたいです。

そのためには、先生が言っているこ

とをよく聞きもっともっと今より上

を、目指していきたいです。多くの

生徒を指導し、一緒に勝利の喜びを

分かち合うそんな、テニスのインス

トラクターという夢を諦めずつき進

んでいきたいです。

ぼくの夢

西部中学校　１年

林田　大和
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平成　３　０　年度市嘱託職員等を募集します

市役所や学校などで働いてみませんか市役所や学校などで働いてみませんか？？市役所や学校などで働いてみませんか市役所や学校などで働いてみませんか？？

恭募集期間　１月４日（木）～１月１９日（金）　（土・日曜日および祝日を除く）・・・募集区分③④⑤⑥⑦

恭試験日時　１次試験　２月４日（日）９時集合（市役所５階大会議室）・・・・・・・・募集区分③④⑤

恭採用試験実施要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先

　教育総務課管理係（市役所２階）　緯０９５４（６３）２１０３

・③④⑥⑦
　自動車の普通免許
　を有する人

・⑤
　自動車の普通免許
　を有する人で、社
　会教育または学校
　教育に関する経験
　を有する人

１日６時間程度
（週３０時間程度）

学校図書館事務など

平成３０年４月１日
　～平成３１年３月３１日
※次年度に継続して雇
用する場合があります

３人
程度

③
学校図書館
事務補助嘱

託

職

員

学校用務員業務など
２人
程度

④
学校用務員

週２４時間程度
幼児・小中学生・高齢
者・女性に関する各種
施策の取り組み

１人
⑤
社会教育指導員
（生涯学習担当）

１日７時間程度
（週３５時間程度）

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

平成３０年４月１日
　～平成３１年３月３１日
※春・夏・冬休みは勤
務がありません

若干名
⑥
特別支援教育
支援員

日

日

雇

用

職

員

１日４時間程度
（週２０時間程度）

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

若干名
⑦
学校生活支援員

応募方法　市のホームページからダウンロードした専用履歴書または各提出先に備え付けの専用履歴書に必要事項

　　　　　を記入して、提出してください。（郵送可、消印有効となります。）

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

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

【選考方法】　・①②③④⑤は作文および面接試験（③のみ国語・数学の学科試験も行います。）
　　　　　　・上記以外は面接による選考を行います。

恭募集期間　１月４日（木）～１月２２日（月）　（土・日曜日および祝日を除く）・・・募集区分①②

恭試験日時　２月４日（日）９時～　市役所（予定）

恭採用試験実施要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先

　総務課職員係（市役所３階）　緯０９５４（６３）２１１３

応募資格勤務時間・形態勤務内容雇用期間
募　集
人　員

募集区分

次のすべてを満たす人
毅身体障害者手帳の交付を
受けている毅介護者なしで
業務遂行が可能毅活字印刷
文による出題および口頭に
よる面接試験に対応可能

９時～１６時
（休憩あり）

月～金曜日（祝日を除く）

パソコン等を使った
一般事務等

平成３０年４月１日

　～平成３１年３月３１日

※勤務成績良好と認めら

れる場合は、上記期間を

含め２年を限度に延長す

ることもあります。

１人

①鹿島市役所
　嘱託職員（障が
　い者対象）
［一般事務］

土木設計および現
場監督の経験を有
する人

９時～１７時
（休憩あり）

月～金曜日（祝日を除く）

土木設計、監理業務
のほか一般事務

若干名
②鹿島市役所
　嘱託職員
［土木技師対象］
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恭募集期間　１月４日（木）～１月３１日（水）・・・募集区分⑭⑮

恭試験日時　２月２０日（火）市民交流プラザかたらい３階会議室

恭募集要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先
　〒８４９－１３１１　鹿島市大字高津原４３２６－１

　市民交流プラザかたらい管理室　緯０９５４（６３）３０３０

募集要領に定める
要件を満たしてい
る者

月～金曜日（祝日を除く）
①８時３０分～１６時３０分
②９時～１７時

かたらいの受付事務、
施設管理全般、一般・経
理事務など

平成３０年４月１日
　～平成３１年３月３１日
※次年度に継続して任用
する場合があります

若干名
⑭かたらい
　管理室
　嘱託職員

昼・夜間でのローテーショ
ン勤務（土・日・祝日を含む）
１日５時間～７時間３０分
（８時３０分～２２時のうち）

かたらいの受付事務、
施設管理全般、一般・経
理事務補助など

平成３０年４月１日
　～平成３１年３月３１日

若干名
⑮かたらい
　管理室
　日日雇用職員

恭募集期間　１月４日（木）～１月３１日（水）　（火曜日および祝日を除く）・・・募集区分⑫⑬

恭試験日時　２月１５日（木）市民交流プラザかたらい３階会議室

恭募集要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先
　〒８４９－１３１１　鹿島市大字高津原４３２６－１

　子育て支援センター（市民交流プラザかたらい内）　緯０９５４（６３）０８７４

毅保育士毅幼稚園教諭毅
看護師毅教職員毅栄養士
毅社会福祉士毅臨床心理
士などの資格を有する人

月・水～日曜日（祝日を除く）
週３０時間

１日７時間３０分程度
（９時～１８時のうち）

子育てひろば運営、育
児相談、その他センタ
ーの業務など

平成３０年４月１日
　～平成３１年３月３１日
※次年度に継続して任用
する場合があります

若干名
⑫
子育て支援センター
指導員

月・水～日曜日（祝日を除く）
週３日、１日７時間程度
（９時～１８時のうち）

子育てひろば、その他
センターの運営補助

平成３０年４月１日
　～平成３１年３月３１日

若干名
⑬
子育て支援センター
補助指導員

恭募集期間　１月４日（木）～１月３１日（水）　（土・日曜日および祝日を除く）・・・募集区分⑧⑨⑩⑪

恭試験日時　２月１４日（水）市役所５階第５会議室

　　　　　　２月１６日（金）新世紀センター２階会議室

恭募集要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先

　福祉課（市役所１階）　緯０９５４（６３）２１１９
※⑧⑨⑩の提出先はハローワークです

応募資格勤務時間・形態勤務内容雇用期間
募　集
人　員

募集区分

月～金曜日の放課後
（１４時～１８時１０分または１９時）、
長期休業中の６～８時間
程度、土曜日（月１回程度）

市内全校区の小学校
各クラブにおける学
童保育平成３０年４月１日

　～平成３１年３月３１日

若干名
⑧
放課後児童クラブ
支援員

上記日程で支援員
が休みのとき
長期休業中の６～８時間程度

市内全校区の小学校
各クラブにおける学
童保育

若干名
⑨
放課後児童クラブ
補充支援員

次のすべてを満たす人
毅介護者なしで業務遂行
が可能（障がいのある人
の場合）毅自動車の普通
免許を有する人毅パソコ
ンを使った事務が可能

週３日
９時１５分～１７時１５分

障がい児・者に対す
る日常生活面での相
談対応、就労支援等

平成３０年４月１日
　～平成３１年３月３１日
※次年度に継続して雇用
する場合があります

若干名
⑩
障がい者支援相談員

毅自動車の普通免許を
有する人毅パソコンを
使った事務が可能

月～金曜日（８時３０
分～１７時１５分）のう
ち週３０時間

被保護者等との面接・
相談、ハローワーク同
行、書類作成補助等

１人
⑪
生活保護受給者等
就労支援員

⑩のみ福祉課に備え付けの専用履歴書と
４００字詰め原稿用紙１～２枚程度のテーマ
（『障がい者支援相談員に必要な資質につい
て』）に沿った作文を提出してください。
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鹿島市長選挙の立候補予定者説明会
　４月１５日（日）告示（立候補受付）、４月２２日（日）

投開票で執行予定の鹿島市長選挙の『立候補予定者説

明会』を次の日程で開催しますので、立候補を予定さ

れている人は、必ず出席してください。

と　　き　２月１５日（木）１３時３０分～

と　こ　ろ　市役所３階第３会議室

そ　の　他　出席者は立候補予定者を含む２人以内

　 　選挙管理委員会事務局　緯０９５４（６３）３４１８詳しくは

募集人員　若干名

募集資格　※昭和２８年４月２日以降に生まれた人

　保健師、看護師、准看護師、介護支援専門員のいず

れかの資格を有し、認定調査の経験がある人。

　また、自宅にインターネットを接続しているまたは

接続可能な人。

雇用期間　４月１日～平成３１年３月３１日

　※勤務成績で期間の更新をする場合があります

勤務形態　自宅を拠点に行います。（自己所有車使用）

報　　酬　調査１件あたり５，３００円

応募方法

　①市販の履歴書（顔写真貼付）、②資格等を証明する

　　書類の写しを介護保険事務所へ持参または郵送し

　　てください。

選考方法　書類選考および面接

　※面接の日時、場所は後日連絡します

募集期間　１月１０日（水）～２月９日（金）

　※土・日曜日および祝日を除く

調査内容・方法について
調査方法　在宅認定調査および調査票作成
調査地域　杵藤地区管内
調査件数　１カ月あたり１５～３０件程度
　　　　　（希望により調整可能）

 　

　〒８４９－１３０４　鹿島市大字中村９１７番地２

　杵藤地区広域市町村圏組合　介護保険事務所認定係

　　　　　　　　　　　　緯０９５４（６９）８２２７

提出・問合せ先

在宅認定調査員を募集します
　杵藤地区介護保険事務所では、介護保険法に基づく在宅認定調査を行う調査員を募集します。

その他の採用・募集情報

　一般職の任期付職員制度は、任期を区切って、地方公務員法の適用を受ける職員を採用する制度のことです。　　

今回、平成３０年４月１日から任用する任期付の常勤職員および短時間勤務職員を次のとおり募集します。

鹿島市任期付職員を募集します

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　

　　『任期付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、

　　８２円（返信が速達の場合は３６２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　（長形

　　３号：Ａ４サイズ用紙が３つ折で入る大きさ）　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　１月４日（木）～１月２２日（月）

　　　　　８時３０分～１７時１５分（土・日曜、祝日を除く）

試　　験　と　き　２月４日（日）９時集合

　　　　　ところ　市役所３階会議室（予定）

そ　の　他　給与、勤務条件等の詳細は、採用試験案内

　　　　　（市ホームページ掲載）をご覧ください。

 　〒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

職務内容任用期間採用予定受験資格試　験試験区分

一般行政の
業務に従事

２年間若干名潤昭和３７年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた人
潤住所要件はありません

作文および
面接

任期付【常勤】

３年間１０人程度任期付【短時間】

※任用期間は５年を限度に更新する場合があります
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地元を早く離れたいと思っていたが、講演を聞いて地元
を活性化させたいと思った
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◆自分の住む町に魅力を感じますか
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その他貧困格差医療、介護こども、子育て支援就労促進

85
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32
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16
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◆人口減少をストップするためには、何が必要だと思いますか

※受講者数５６０人と回答者数は必ずしも一致しない

地元企業・日本企業の凄さを知り、将来の展開について誇
りを持てるようになった

人口減でも視点を変えることでプラスに転じると知り、
枠にはまらない自由な発想で日本を盛り上げたい

地元に興味を持つ重要さを改めて知り、今後自分たちに
何ができるかをよく考え、故郷のために頑張りたい

日本企業の能力は認めるが、過労死など多くの問題を抱
える日本。家族の繋がりの希薄さや少子化問題がある中、
本当に「豊かな国」とは何かを考えさせられた

アンケート結果・生徒の声
鹿
島
高
校
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◆自分の住む町に魅力を感じますか
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◆人口減少をストップするためには、何が必要だと思いますか
4

（1％）

※受講者数３２５人と回答者数　は必ずしも一致しない

アンケート結果・生徒の声

地元をもっと発展させていきたい。鹿島をもっと発展さ
せていきたいと思った

就職は県外と思っていたが、講演を聞いて県内のために
佐賀県で就職しようと思った

ものづくり企業が多い当市では、地元の学生等を多く採
用している現状に感銘を受けた

世界と取引をしている企業が地元にあることを知り驚い
た。鹿島の魅力を全国や世界の人に知って欲しい

佐賀は他の県と比べて田舎だと思っている部分があった
が、逆に佐賀の魅力を考える機会だった。そしてどのよ
うにしたら佐賀を知ってもらえるか、変えられるかを考
えるようになった

鹿
島
実
業
高
校

　　方方創創生生をを
　　　考え考えるる
地 　１０月１９日、鹿島実業高校で『地方創生と鹿島市の実情について』、

１１月１７日、鹿島高校で『地方創生と佐賀県について』をテーマに講演

会が行われました。日本における人口問題の現状と県や市の状況について

学んだ高校生たちの声やアンケート結果を紹介します。
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January

１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！

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１０・１７・２４・３１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１１月生まれ

１３時３０分～１３時５０分１８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１７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１６日（火）離乳食教室（前期）

内　容　おやつ作り・個別相談　※申込期限１月２３日（火）
対　象　１歳６か月～就学前児と保護者（先着１０組）

１０時～１０時３０分３０日（火）幼児食教室

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２８年１月生まれ（希望者のみ）

１３時４５分～１４時２５日（木）２回目フッ化物塗布

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１０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

２４日（水）
４か月児健診

（平成２９年９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）

２５日（木）
１歳６か月児健診

（平成２８年６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）

１１日（木）
３歳６か月児健診

（平成２６年６月生まれ）

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

※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
鹿島市田中医院　　　　　緯０９５４（６３）４０８０９日
太良町田代医院　　　　　緯０９５４（６７）２１２０１６日
鹿島市稗田産婦人科　　　緯０９５４（６３）３３０９２３日
太良町町立太良病院　　　緯０９５４（６７）００１６３０日

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

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

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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情報掲示板ワイド

　国民年金などの公的年金は、やがて必ず訪れる長い

老後の収入を国が約束してくれる年金制度です。

　日本国内に住所を有する２０歳から６０歳までの人は、

国民年金に加入して保険料を納付する義務があり、老

後等に年金を受け取る権利があります。

被保険者区分

潤第１号被保険者岳自営業者、学生など

潤第２号被保険者岳サラリーマン、公務員

潤第３号被保険者岳第２号被保険者に扶養されている

　　　　　　　　　配偶者

『万一』もサポート

　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、

障害年金や遺族年金もあります。障害年金は病気や事

故で障がいが残ったときに受け取れます。また遺族年

金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計

を維持されていた遺族（子のある配偶者や子）が受け取

れます。国民年金は、思いがけない人生の『万一』も

サポートします。

加入手続

潤第１号被保険者岳市区町村役場

潤第２号被保険者岳厚生年金保険などの加入手続きに

　　　　　　　　　合わせて行いますので、個別の手

　　　　　　　　　続きは必要ありません。

潤第３号被保険者岳配偶者の勤め先などを経由して行

　　　　　　　　　います。

保険料の猶予・免除

　学生である場合など、収入が少ないために国民年金

保険料の納付ができない場合は、申請により保険料の

納付が猶予・免除となる『学生納付特例制度』『納付猶

予制度』『保険料免除・一部納付（免除）制度』がありま

す。この申請を行わないまま保険料が未納となってい

ると、年金が受け取れない場合がありますので、ご注

意ください。

 　武雄年金事務所

　　　　　緯０９５４（２３）０１２１

詳しくは

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

お
知
ら
せ

　国民年金は４月から、口座振替に加えて現金・クレジットカード納付についても、割引額の大きい２年前納を利用

できます。口座振替・クレジットカード２年前納の申込期限は２月２８日（水）です。

国民年金保険料の２年前納申込を受け付けます
お
知
ら
せ

現金（納付書）による前納

　任意の月から翌年度末までの前納が可能になります。

　※最大で４月分から平成３２年３月分までの２年分の

　　前納が可能になります

クレジットカードによる前納

　２年前納が可能です。現在の口座振替による２年前

納と同じく、４月分から平成３２年３月分までの保険料

を４月末に納付いただきます。

 　
　武雄年金事務所
　緯０９５４（２３）０１２１

詳しくは平成２９年１１月から郵送している社会保険料（国民年金保険料）控除証明書に掲載
しているお知らせ、または、日本年金機構ホームページをご覧ください。

　飼い犬の登録時に鑑札と注射済証をお渡ししています。

　飼い犬はリードが外れたり、室内であっても逃げてしまうことがあります。

　逃げてしまって一時保護されたときに、首輪に鑑札と注射済証が付いていれば、容易

に探し出すことができます。取れていないか、また、緩んだりしていないか定期的に愛

犬をチェックしましょう。

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

飼い犬に鑑札と注射済証をつけましょう

犬の飼い方マナー
↑↑
○○

飼い犬がいなくなったときは、まず連絡してください。保護されているかもしれません。
杵藤保健福祉事務所　緯０９５４（２３）３５０１　　市環境下水道課　緯０９５４（６３）３４１６　　鹿島警察署　緯０９５４（６３）１１１１
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情報掲示板ワイド

　２月１６日（金）から３月１５日（木）まで、平成２９年分所得税の確定申告および平成３０年度市県民税申告の受

付けを行います。日程や会場などの詳細は、広報かしま２月号でお知らせします。

２月から確定申告・市県民税申告が始まります
お
知
ら
せ

　申告内容によっては、さまざまな書類、領収書また

は証明書が必要になりますので、紛失しないように大

切に保管しておいてください。

　なお、事業などをされている人は、『収支内訳書』

の記載および帳簿などの準備を、医療費控除を受ける

人は、個人ごと・病院ごとに領収書を集計し、明細書

を作成してください。また、マイナンバー（個人番号）

の記入が必要ですので、マイナンバーカード等の準備

をお願いします。

　スムーズな申告、確実な申告をするため“ご自身で

の準備”をお願いします。

　 　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

怯申告に必要な証明書を送付します

　社会保険料控除用に次の証明書を送付します。

潤国民健康保険税納付証明書（世帯主あて）

　送付時期　１月下旬

　 　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８

潤後期高齢者医療保険料納付証明書（加入者あて）

　送付時期　１月下旬

　 　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０

潤国民年金保険料控除証明書（加入者あて）

　送付時期　平成２９年１１月上旬

　※平成２９年１０月以降にはじめて納付された人には、

　　２月上旬に郵送されます。

　 　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２１

詳しくは

詳しくは

詳しくは

武雄税務署からのお知らせ
～医療費控除、セルフメディケーション税制、マイナンバーについて～

平成２９年分の確定申告から『医療費控除に関する明細書』の添付が必要です。
（『医療費控除に関する明細書』は、国税庁ホームページからダウンロードできます。）

潤医療費の領収書の添付または提示は必要ありません。

潤明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から５年間、税務署から領収書（医療費通知に係るもの
　を除く）の提示または提出を求める場合があります。領収書は、ご自宅等で保管してください。

※平成３１年分の確定申告までは、領収書の添付または提示によることもできます。

平成２９年分の確定申告で、医療費控除を受ける人

スイッチOTC医薬品を購入した場合、１万２千円を超えて支払った額の所得控除を受けることができます。

　特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診のいずれか

を受けている人が対象です。

上限額　　　　　　　　　　対象金額　※１月１日～１２月３１日購入分

８万８千円スイッチOTC医薬品購入費用１万２千円以上

※セルフメディケーション税制の適用を受ける場合は、従来の医療費控除の適用を受けること
　はできません。

セルフメディケーション税制（医療費控除の特例）が創設されました

《個人番号の持ち主であることを確認できる書類》
身
元
確
認

＋

《本人のマイナンバーを確認できる書類》
番
号
確
認

毅運転免許証　　毅パスポート
毅公的医療保険の被保険者証
毅身体障害者手帳　　毅在留カード
　　　　　　　　　　　　などいずれか１つ

毅通知カード
毅住民票の写しまたは住民票記載事項証明書
　（マイナンバーの記載があるもの）

　　　　　　　　　　　　などいずれか１つ

申告書には、マイナンバーの記載が必要です
マイナンバーの記載（本人、控除対象配偶者、扶養親族および事業専従者）が義務付けられています。

怯マイナンバーカードをお持ちの人
　マイナンバーカードだけで本人確認（番号確認と身元確認）が行えます。

怯マイナンバーカードをお持ちでない人
　番号確認書類と身元確認書類がそれぞれ必要です。

 　武雄税務署　緯０９５４（２３）２１２７詳しくは

自動音声により案内します。

相談内容に応じて該当の番号を選択してください。
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１日（祝）～３日（水）、
６・１３・２０・２７日（土）、
７・１４・２１・２８日（日）、８日（祝）

市役所
保健センター

１日（祝）～３日（水）
市民交流プラザ
（かたらい）

１日（祝）～３日（水）、８日（祝）
９・１６・２３・３０日（火）

子育て支援センター
（わ・わ・わ　ぽっと）

１日（祝）～４日（木）１３時まで、
９日（火）、１５・２２・２９日（月）、
２５日（木）

市民図書館

１日（祝）～３日（水）、
９日（火）、１５・２２・２９日（月）

生涯学習センター
（エイブル）

１日（祝）～３日（水）、
９・１６・２３・３０日（火）

陸上競技場・社会体育館

１日（祝）～３日（水）、
９日（火）、１５・２２・２９日（月）

産業活性化施設
（海道しるべ）

※市民球場は、芝の養生のため２月２８日まで休場。
※蟻尾山グラウンド・ゴルフ場は、芝の養生のため２月
　２８日まで休場。

在宅当番医・当番薬局
受付時間　９時～１７時
※受診の際は事前に在宅当番医へ電話で確認してください

建おくすりノートを持っていきましょう
夜　　間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内
　　　　　緯０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は１４ページをご覧ください

当番薬局在宅当番医日
オダ薬局中村医院　緯（６３）９２３４１日（祝）
前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０２日（火）
溝上薬局スカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５３日（水）
溝上薬局西牟田店別府整形外科　緯（６３）３０６３７日（日）
アルナ薬局鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７８日（祝）
溝上薬局北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６１４日（日）
アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８２１日（日）
西牟田薬局田中医院　緯（６３）４０８０２８日（日）

宮園電工　　　　　　緯（６３）３１５１
峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
佐賀庭苑　　　　　　緯（６２）８８１６
植松建設　　　　　　緯（６２）３５２６
家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
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

　１日（祝）
　２日（火）
　３日（水）
　４日（木）
　５日（金）
　６日（土）
　７日（日）
　８日（祝）
１３日（土）
１４日（日）
２０日（土）
２１日（日）
２７日（土）
２８日（日）

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

平成２９年１１月３０日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿島市

世帯２－人２０－世帯１０,７９９人２９,８２３

世帯２－人８＋世帯　５,４０２人１３,９０５鹿　島

世帯０人１４－世帯　１,１６４人  ３,５５５能古見

世帯０人２－世帯　１,０３８人  ３,１１８古　枝

世帯１＋人４－世帯　１,０２２人  ２,８８０浜

世帯０人１－世帯　１,２３４人  ３,５２０北鹿島

世帯１－人７－世帯　　　９３９人  ２,８４５七　浦

人１２－人１４,０５１男

人８－人１５,７７２女

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

子育て支援センタ子育て支援センターー

怯妊娠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・妊娠中の人
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

怯ファミリーサポートセンター

　子育てを助けて欲しい人とお
手伝いをしたい人が、お互いの
信頼と了解のもと助け合う会員
制の子育てネットワークです。
まずは会員登録をお願いします。

 　

ファミリーサポートセンター

緯０９５４（６３）０８７４

詳しくは

怯ひろばの集い

１３日（土）
『Let's play English
　　　英語であそぼうday四』
　時　間　１１時１５分～１２時（予定）

２２日（月）
『鬼のお面を作って
　　　豆まきをしようday♪』
　時　間　１１時～１１時４５分（予定）

（共　通）

　場　所　子育て支援センター

　対　象　５か月～就学前児と保護者

栢予約・利用料不要

※詳しくはfacebookをご覧ください



18 Ｈ３０(２０１８).１.１　広報かしま

償却資産の申告は１月３１日までにお願いします
お
知
ら
せ

　会社や農業・漁業・商工業を営んでいる人が、その

事業のために使用している機械・器具・備品などを償

却資産といいます。この償却資産は固定資産税の課税

対象となり、市に申告する必要があります。

　平成３０年１月１日現在、所有している資産（耐用

年数を過ぎて使用されている資産も含む）の名称や金

額などを記入の上、必ず期限内に申告をお願いします。

提　出　先　税務課課税係

提出期限　１月３１日（水）

怯 eLTAX による申告
エルタックス

　申告はeLTAXによる電子申告も可能ですのでご利

用ください。詳しくは、市ホームページにて『市税の

電子申告』を検索ください。

 　税務課課税係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１８

詳しくは

潤加入できる人

　鹿島市に住民登録をしている人

潤掛け金

　１人５００円（年額）で、加入は１人一口です。

　中途加入の掛け金も１人５００円です。

潤共済期間

　共済期間は４月1日から翌年３月３１日までです。

　４月1日以降に加入申し込みをされますと、翌日か

　ら共済対象となります。

潤加入申込

　市内の『ゆうちょ銀行・郵便局窓口』で申し込みで

　きます。申込書も備えてあります。

潤交通災害の対象

　図のような走行中の交通

　事故による人身事故が対

　象となります。

潤その他

　災害見舞金の請求や詳し

　いことは、気軽にお問い

　合せください。

 　市民課市民年金係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７ 

詳しくは

平成３０年度交通災害共済の加入申込を受け付けます
お
知
ら
せ

情報掲示板ワイド

恭健康づくり教室　～ロコトレでロコモ予防～

　と　　き　１月１２日～３月３０日　

　　　　　　毎週金曜日　１０時～１１時３０分

　と　こ　ろ　七浦海浜スポーツ公園体育館

　内　　容　ストレッチ・リズムダンスなど

　対　　象　おおむね４０歳以上

　参　加　費　無料

　持　参　品　タオル、飲み物、動ける服装など

恭認知症サポーター養成講座

　認知症について、基本的な知識や対応の方法など、分

かりやすく説明します。認知症の人やその家族を温か

く見守る認知症サポーターになりませんか。

　と　　き　１月１２日（金）１９時～２０時

　と　こ　ろ　かたらい３階大会議室

　参　加　費　無料

恭男性のための料理講座

　男性限定、料理初心者大歓迎！食事摂取は健康の基

本です。自立した食生活・栄養管理で介護予防！包丁の

使い方から栄養の摂れる美味しい料理まで、レベルに

応じた調理実習で栄養とお口の健康について学びます。

　ぜひ、参加してください。

　と　　き　１月２６日、２月２・１６日、３月９・２３日（金）

　　　　　　１４時３０分～１６時３０分

　と　こ　ろ　エイブル２階調理室

　対　　象　おおむね４０歳以上の男性

　定　　員　１０人（先着）

　参　加　費　１,５００円（材料費、教材費含む）※初回に集金します

　持　参　品　エプロン、三角巾

 　地域包括支援センター

　　　　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

申込・問合せ先

お
知
ら
せ
地域包括支援センターからのお知らせ

お
知
ら
せ
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情報掲示板ワイド

『さが未来スイッチ交付金』事業を募集します

募集要件

　地域住民を中心とした団体が取り組む、交付決定後

に開始し平成３１年３月末までに完了する次の事業

毅区分Ａ（ソフト事業）

　地域の維持・活性化を目的とした取り組みで、モノ

の整備を伴わない事業（事業に不可欠な場合は対象事

業費の１／２まで対象）かつ新規事業であること

（既存事業に新たな取り組みをする場合は対象）

【補助率等】　補助対象事業費の９割

毅区分Ｂ（ハード事業）

　コミュニティ活動に必要な備品（伝承芸能の道具や

テント、放送設備等）、または公民館等の建設・修繕

【補助率等】　補助対象事業費の７割（上限２５０万円）

申請方法　

　市役所３階企画財政課または市ホームページにある

申請書に必要事項を記入のうえ、企画財政課まで提出

してください

申請締切　２月２日（金）期限厳守

そ　の　他

潤この交付金事業は、県の平成３０年度の予算成立が

　前提となります。

潤『さが未来スイッチ交付金』は、今回の募集で最後

　となる予定です。ぜひ、ご検討ください。

 　

　企画財政課企画係　緯０９５４（６３）２１０１

申込・問合せ先

募
　
集

　地方創生に向けた取り組みとして、地域の維持・活性化のためのイベントや地域コミュニティの強化に対する事業

に補助金が交付される『さが未来スイッチ交付金』について、平成３０年度中に実施可能な事業の募集を行います。

ぜひご活用ください。

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

　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
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このごみどの袋、人権の輪

No.１３９

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『もももももももももももももももももももももももももももももえええええええええええええええええええええええええええええななななななななななななななななななななななななななななないいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・そそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそそ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もえない・その他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他他』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』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袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋袋ににににににににににににににににににににににににににににに入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入入れれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれれるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるるもももももももももももももももももももももももももももももの袋に入れるも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
『もえない・その他』の袋には、もえないもの（袋に入る大きさのもの）を入れてください。

　幼い頃の憧れのヒーローも年代

によって異なり、月光仮面世代・

リボンの騎士世代・タイガーマス

ク世代などいろいろです。

　祭りの出店で買ってもらったお

面をつけ、ヒーローになりきり元

気に遊ぶ姿にも時代を感じること

ができます。

　ラテン語で仮面のことを『ペル

ソナ』といいます。この言葉は

『パーソナリティー（個性）』の語

源と言われています。仮面を被る

ことで別人格に変身できるのです。

　先日、ヤマンバメークの少女へ

のテレビインタビューを見ました。

「小学校の時、顔やアトピーの肌

のせいでいじめられた。ガングロ

メークを知り、化粧を始めた。誰

からもいじめられなくなった。濃

い化粧をしている子は何らかの理

由がある。ヤマンバメークは自分

に勇気をくれるもの。」と話してい

ます。

　ヤマンバメークで、安心・自由・

自信を取り戻すことのできた少女

とは逆に、周りの偏見や差別によ

り自らの素性や出自を隠しての生

活を強いられる人もいます。

　先日、講演会に出向き、「彼女は

できたか。」と会う度に尋ねられて、

苦しい思いをした青年の話を聞き

ました。その人は、「同性愛者の

自分には苦痛の質問であった」と

告白されました。性的指向に関す

る少数派の人々へ偏見のある社会

において、息を潜めることしかで

きなかったと、学生時代を振り

返っています。

　二人の告白に触れて、「自分ら

しく生きる」ためには、安心・自

由・自信の気持ちを持てることと

知らされました。

　差別解消三法が施行された意義

を学び、「違っていて当たり前」の

社会を築いていきましょう。

仮面の告白から学んだこと
～みんなで築こう人権の世紀！みんな違ってみんないい！～

噛ご意見等をお寄せください

人権・同和対策課　緯０９５４（６３）２１２６

油が入っていたビン　→　『もえない・その他』の袋
油が入っていたカン　→　『カン』の袋
※カンは多少の汚れは構いません。また、ガラス・刃物・割れ物など

　危険なものは紙などに包み『キケン』などの表示をお願いします。

毅茶碗・皿などの陶器類　毅ガラス類　毅鍋・やかん等の鉄製類　毅小型の家電製品類

毅カン・ビンの使い切っても汚れが落ちないもの（ペンキなど）

　家庭から出るごみを、業務として収集運搬・処分するためには、市の委託や許可（一般廃棄物処理業許可）が

必要です。また、テレビ・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機・冷蔵庫・冷凍庫の処分には、家電リサイクル法に

基づき販売店または協力店に依頼してください。この場合、『リサイクル料金』と『収集運搬料金』が必要です。

無無無無無無無無無無無無無無許許許許許許許許許許許許許許可可可可可可可可可可可可可可のののののののののののののの回回回回回回回回回回回回回回収収収収収収収収収収収収収収業業業業業業業業業業業業業業者者者者者者者者者者者者者者ににににににににににににににごごごごごごごごごごごごごご注注注注注注注注注注注注注注意意意意意意意意意意意意意意をををををををををををををを無許可の回収業者にご注意を！！！！！！！！！！！！！！！ 不明な点は環境下水道課環境係までお問い合わせください。

無許可の業者を利用するとトラブルに巻き込まれるケースがあります

気無料と言いながら、後で高額な料金を請求される　気回収された廃家電や粗大ごみが不法投棄される

気環境対策を講じずに処分され、フロンガス、鉛などの有害物質が環境中に放出される　など

これは『もえるごみ』へ
胸プラマーク　　がないプラスチック製品（容器、風呂桶、おもちゃなど）

胸留め金がついた靴（安全靴含む）、バッグ、衣類

特に間違えやすい一例です。ご注意ください。
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こんなときこのひとこと、学校だより

№１４５

今月のキーフレーズ
　“blessing in disguise”
　この表現は「辛いが後のためになること」という意味です。

オードリー先生

（エイミー）　佐賀バルーンフェスティバルへ行く

　　　　　電車に乗りそこなって良かったね。

（ザック）　そうだね。キャンセルだったんだ。　

　　　　　風が強すぎてね。

（エイミー）　電車に乗りそこなったのは多分よ　

　　　　　かったんじゃないの。

Amy:

Zach:

Amy:

It's a good thing we missed the train to 
the Saga Balloon festival.
Yes, I saw it was cancelled! The wind was 
too strong.
Missing the train was probably a blessing 
in disguise.

（ヨ　シ）　僕と彼女、別れてよかったと思うよ。

（アイリ）　え～どうして？

（ヨ　シ）　彼女と別れた後、愛する女性に出　

　　　　　会って。今、僕の奥さんなんだ。

Yoshi:

Airi:
Yoshi:

It's a blessing in disguise that my 
girlfriend broke up with me.
Oh, why?
After she broke up with me, I met the 
woman I love who is now my wife.

保育実習
～赤ちゃん登校日～

校学 だ よ り

No.１６３

寓楽しい時間はあっという間

　平成２９年９月１５日から１０月

１９日まで、子育て支援センターの

支援を受け、３年生技術･家庭科の時

間に保育実習（『赤ちゃん登校日（中

学生と親子の育ち合い事業）』）を行

いました。乳幼児とその保護者との

ふれあいをとおして、自分の生い立

ちを重ね合わせ、自分も親や家族か

ら大切に育てられた存在であること

に気づいていきました。

　生徒たちは授業が進むにつれて、

乳幼児を「かわいい」と思うだけの

気持ちから、「かけがえのない大切

な存在」として受け止め、一緒に過

ごす時間を大切にしようとする気持

ちに変わっていきました。

　大人になったとき、幼い子どもを

いとおしく思う気持ちがどの生徒に

も芽生えてきたようで嬉しく思えま

した。

　授業を終え、「赤ちゃんはすごい

と書いている人と、お母さんはすご

いと書いている人の２パターンがあ

りました。私はどちらかというと母

のすごさの方が大きかったです」や

「私は歩くまでにとても時間がか

かったと聞きました。それと比べて

弟は一番早かったそうです。」「遊び

だけではなく、成長や性格にも違い

があった。私はいつも兄のまねをし

ていたそうだ。兄弟がいる子どもさ

んは同じくまねをしている人もい

た。」と感想を書いてくれた生徒もい

ました。

西部中学校

校学 だ よ り

No.２４８
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
ボートレース『肥前鹿島干潟杯』開催

　１１月２３日、ボートレース大村で『Ｂ

ＴＳ鹿島開設２周年肥前鹿島干潟杯』の

優勝戦が開催されました。

　優勝者は、鹿島実業高校出身の山口裕

二選手で「この優勝戦にかける思いが

あった」と話されました。表彰式に藤田

副市長とかし丸くんが参加。山口選手に

花束を手渡し、健闘を称えました。今後

の山口選手の活躍を期待しましょう。

善 行 紹 介

１１月２８日、株式会社スー

パーモリナガ様からご寄附を

いただきました。

堤浩一社長から「当社では、障

がい者雇用の優良事業所とし

て厚生労働大臣表彰を受けた

ことをきっかけに障がい者支

援にお役立ていただきたいと

寄附をしております。これか

らも社会貢献に取り組んでい

きたい。」とのお話しがありま

した。

スーパーモリナガ様からは以

前から環境保全や障がい者支

援を目的とした寄附をいただ

いており、今回で２０回目と

なります。市では、ご意向に

沿って障がい者支援に活用さ

せていただきます。

親子の絆を体感『赤ちゃん登校日』

　９月から１１月にかけて、西部中学

校と東部中学校で『赤ちゃん登校日』

が行われました。

　民生児童委員と母子推進員の協力の

もと、乳幼児と保護者、中学３年生が

それぞれグループを作って自己紹介を

したり、中学生からの出産や子育ての

質問に保護者が丁寧に答えたりしてい

ました。その後、赤ちゃんを抱っこし

たり幼児と遊んだり、教科書では習わ

ない赤ちゃんのぬくもりや親子の絆を体感できる時間を過ごした生徒たちは、と

ても楽しそうでした。親子とふれあい、自分も大切に育てられた存在であること、

将来の持ちたい家庭像などそれぞれに感じてもらえたのではないでしょうか。

　参加・協力してくださった皆さん、本当にありがとうございました。

　地域コミュニティ活動の

活性化と宝くじの普及宣伝

を目的とした『宝くじ助成

金』を活用して、平成２９

年度に浜町振興会、本城区

でさまざまな整備を行いま

した。

　 　企画財政課企画係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

　浜町振興会では、地域のコミュニティ活動活性化のため、イベントなどで使
用するテントとテント用ウェイトを整備しました。

　本城区では、地区住民同士の交流の中核となる集会所の大規模な修繕を行い
ました。
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受 賞 報 告

１１月２０日、天皇皇后両陛

下のご臨席のもと開催された

地方自治法施行７０周年記念

式典で、市民と一丸となって

自ら創意工夫を行い、優れた

施策を実施し、地方自治の充

実発展に尽力している自治体

として、鹿島市が総務大臣表

彰を受賞しました。

この受賞は、これまで市民の

皆さんと行政が協働して懸命

に地域資源を磨き上げ頑張っ

てきたことが評価されたもの

です。

寓総務大臣表彰伝達

鹿島のものづくり、お仕事に興味津々！

　１２月２日、市内の親子連れ１８組４４人が参加して

『かしま仕事めぐりツアー』が開催されました。

　この事業は、市産業連携活性化協議会の主催で行われ、

鹿島の将来を担う子どもたちとその保護者が、ふるさとの

ものづくりや仕事の現場を見学し、理解を深めてもらうこ

とで、将来的な地元就労・定住促進につなげようと企画し

たものです。

　今回は、森鉄工株式会社、漁協のり乾燥施設、のり網冷

凍施設、農協みかん選果場、株式会社佐賀LIXIL製作所、

祐徳稲荷神社の６カ所を訪問。

　参加者は、それぞれの工場や事業所でスタッフの丁寧な

説明を受けながら、普段は見ることができない実際のもの

づくりや仕事の現場を熱心に見学していました。

行成地区　しめ縄づくり、もちつきで世代間交流　

　１２月１７日、行成ふれあいセンターで、しめ縄づくり、もちつきが行われまし

た。行成地区では、毎年この時期に世代間交流の場として開催され、今回も子ど

もからお年寄りまで約１００人が参加。雪が降る天候の中、子どもたちは寒さに

負けず藁をしっかりと持ち、しめ縄づくりを体験しました。

　もちつきが始まるころには空も晴れ、きな粉もちやあんこもち、豚汁などが振

舞われました。参加した子どもたちは「藁を締めるとき硬くてむずかしかったけ

ど楽しかった。」「おもちがやわらかくておいしかった。」と笑顔で話していました。
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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

　平成２９年４月２０日現在、鹿島市に住民登録している右

記の対象者へ、『無料クーポン券』を送付しています。まだ使

用されてない人で受診される場合は、使用期限が平成３０年

２月２８日までですので、早めに指定医療機関で受診しま

しょう。

　詳しくは送付している案内をご覧ください。

平成２９年度対象者

子宮頸がん検診

　平成８年４月２日～平成９年４月１日生まれ

乳がん検診

　昭和５１年４月２日～昭和５２年４月１日生まれ

子宮頸がん・乳がん検診の無料クーポン券をお持ちの皆さ子宮頸がん・乳がん検診の無料クーポン券をお持ちの皆さんんへへ
～検診はお済みですか？～検診はお済みですか？～～

　感染性胃腸炎は、多種多様な病原体（細菌、ウイルス、

原虫など）による病気のことです。冬季に集中して発

生がみられるものの多くはノロウイルスやロタウイル

スなどが原因と考えられます。

症状

①ノロウイルスやロタウィルスに感染すると、吐き気、

　嘔吐、下痢、腹痛、発熱などの症状が見られます。

②高齢者や乳幼児では脱水症状などから症状が重くな

　る場合がありますので注意が必要です。

感染防止のポイント

①手洗いは予防の基本です。

②下痢・嘔吐のある患者に接する注意点

　胸こまめに手を洗いましょう。（特に用便後）

　胸患者が嘔吐した部屋には、立ち入る人を最小限に

　　し、窓があれば換気をしてください。

　胸嘔吐物、糞便などを処理する際は、使い捨て手袋、

　　マスク、エプロンを着用して処理しましょう。

　胸汚物の付着した床などは、汚物を十分に取り去っ

　　てから、塩素系漂白剤で消毒しましょう。

③二枚貝については、なるべく生食を避け、加熱して

　食べましょう。

④食品を加熱する際は、食品の中心部まで十分に加熱

　調理しましょう。

感染性胃腸炎感染性胃腸炎にに
注意しましょう　注意しましょう！！

　インフルエンザは感染力が強いため、日ごろから感染予

防に努めましょう。

　潤こまめな手洗い・うが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。

　潤加湿器などで適度な湿度（５０～６０％）に保ちましょう。

　潤流行時にはできるだけ人混みや外出は控えましょう。

　潤外出時はマスクを着用しましょう。

　潤予防接種をうけましょう。

インフルエンザインフルエンザのの
感染予防に努めましょ感染予防に努めましょうう

　毎月１９日は『食育の日』です。市食生活改善推進協議会では毎月、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　1月１９日（金）　１０時～１４時　　持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾

と　こ　ろ　エイブル調理室　　　　　　　申込期限　１月１２日（金）

会　　費　３００円　　 　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
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　今年度、まだ国保特定健診を受診していない人はぜ

ひ受診してください。受診の際は事前の申し込みをお

願いします。

と　　き　１月２６日（金）　受付８時３０分～１０時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

対　象　者　平成２９年度中に４０～７４歳になる国保加入者

持　参　品　受診券・受診票（平成２９年４月末に郵送し

　　　　　ています）、国保被保険者証

料　　金　１,０００円

注意事項　潤今年度すでに国保特定健診を受診した人、国保人

　　　　　　間ドック・脳ドックの助成を受けた人は受診でき

　　　　　　　ません

　　　　　潤対象者には通知でお知らせします

　　　　　潤受診票、受診券をお持ちでない人は再発行します

　　　　　潤同時に歯周疾患検診も行いますので、歯みがきを

　　　　　　してお越しください

 　保健センター（エイブル１階）

　　　　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

　受診を希望される人は申込みをお願いします。

と　　き　２月１４日（水）　受付１３時３０分～１４時３０分

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

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

　　　　※乳がん検診は先着５５人で締め切ります

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

※市民税非課税世帯・生活保護世帯・後期高齢者医療

　制度被保険者は無料

 　保健センター（エイブル１階）

　　　　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

今年度最後の国保特定健診を実施しま 今年度最後の国保特定健診を実施しますす

子宮頸がん・乳がん検診を実施しま子宮頸がん・乳がん検診を実施しますす

　インフルエンザ予防接種費用の助成期間を延長します。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　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日までに保健センタ

　ーへ申請してください

麻しん・・・非常に感染力が強く、一人が感染すると爆発的に広まる疾患です。乳児など免疫力が低い人に感染した

　　　　　場合、治癒しても数年後に脳炎などの重い合併症を起こす可能性があります。

風しん・・・妊婦が感染すると、胎児が風しんウイルスに感染し、難聴や心疾患などの障害をもった赤ちゃんが産まれ

　　　　　る可能性があるといわれています。（先天性風しん症候群）

　どちらも非常に恐ろしい病気ですが、予防接種により十分予防することができます。お子さんや社会全体の感染

予防のために、期間内に予防接種を受けましょう。

対　象　者　

　第１期：１歳から２歳に至るまで（１歳児）

　第２期：平成２３年４月２日～平成２４年４月１日生（年長児）

　栢第２期接種期間は、３月３１日（土）まで

料　　金　無料（接種期間を過ぎた場合は全額自己負担）

持　参　品　母子健康手帳・予診票

※麻しんおよび風しんに既にかかったことがある人は、

　接種前に保健センターへご相談ください

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

麻しん・風しん混合予防接種を受けましょう麻しん・風しん混合予防接種を受けましょう！！
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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

　人形浄瑠璃『文楽』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　１月２１日（日）１４時～　発売中

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

　１～３月の床の間コーナーは、６地区ごと

に歴史・文化・人物などを紹介する『かしま

再発見』展の第３回として、能古見地区の展

示を行います。

期　　間　１月４日（木）～３月３０日（金）

ギャラリートーク

　と　き　２月１８日（日）１０時～

　ところ　エイブル３階研修室

　講　師　福井　尚寿さん

　　　　　（県立博物館・美術館副館長）

　テーマ　能古見が生んだ天下の画家

　　　　　『 雲谷  等顔 について』
うんこく とうがん

恭“としょかん福袋”今年もやります！

　おすすめの本が３冊入った『としょか

ん福袋』（貸出用）を準備しています。す

てきなおまけ付き竃たくさんのご利用

お待ちしています！

※限定１１０セット（なくなり次第終了）

恭「冬の特大おはなし会」においでよ！（参加無料、申込不要）

　寒い冬は、楽しいおはなしであったまろう！おはなしのほか、幻

燈スライドで昔話の上映があります。大人だけでも大歓迎！

と　　き　２月３日（土）１４時～１５時３０分

と　こ　ろ　エイブル１階いきいきルーム

 　市民図書館 緯０９５４（６３）４３４３申込・問合せ先

開館は１月４日（木）１３時から市　民
図書館

かしま再発見展
～能古見編～

床　の　間
コーナー

　被災した南相馬市のマーチングバンドを追ったド

キュメンタリー。プロデューサーツンさんの被災地報

告と市民によるパネルディスカッション。

と　　き　２月１８日（日）１５時～

と　こ　ろ　エイブルホール（全席自由）１月６日（土）発売

料　　金　大人（一般）　１,０００円　　大人（会員）　　５００円
※前売り・当日共　高校生以下（一般）　３００円　　高校生以下（会員）　無料

えいぶる講座　募集中講座 定員になり次第締め切りますので、早めにお申し込みください。

受講料ところ開講期間講　師定員講　座　名

会　員　　　５００円
一　般　１,０００円
材料代　　　５００円

エイブル２階

調理実習室
１月２５日（木）
１０時～１３時

末光　露さん２０人
公開講座
世界の料理教室
～中国の文化と料理を学ぼう～

無　料
エイブル３階

生活工房B
２月２日（金）
１３時３０分～１５時

藤井　直紀さん
（佐賀大学低平地沿岸海域研究センター）

２０人
公開講座（市民の科学講座『有明海学２０１７』）
干潟の成長と干拓の創成

無　料
エイブル３階

研修室
２月４日（日）
１３時～１５時

大城　サカエさん

福田　レベッカさん
２０人

公開講座（英語で遊ぼう♪講座）
バレンタインデイfor kids
※小学３年生以上対象

と　　き　３月４日（日）１５時～

先行発売　１月１４日（日）　一般発売　１月２７日（土）
※先行発売は会員のみ。詳細はお問い合わせください。

『Sing a Song』
戸田恵子、大和田獏　ほかによる演劇公演

と　　き　５月８日（火）～１３日（日）

募集期間　１月５日（金）～３１日（水）
※詳細はエイブルの木１月号、またはHPをご覧ください。

『第１６回エイブル祭り』で舞台発表・
作品展示をされる人・団体を募集します

 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

東日本大震災復興支援映画『MARCH』上映会
＆ちょんまげ隊長ツンさんの被災地報告会

平成２９年度
第１０回えいぶる事業

平成２９年度
第１１回えいぶる事業
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　今年もいろいろな仕事を請け負い

ます。そこで、あなたも知識と経験

を役立てながら、仲間とともに楽し

く仕事をしてみませんか。

恭会員を募集しています！

　定例の入会説明会は毎月第３木曜

日９時３０分から当センターで行っ

ていますが、随時入会できます。

対　象　６０歳以上または今年３月　

　　　　までに６０歳になる人

説明会　１月１８日（木）９時３０分～

ところ　シルバー人材センター

恭各種作業の注文をお受けします

　『農作業』『庭木の剪定』『家事』『『は

がき書き』など、いろいろな作業に

ついてお気軽にご相談、ご注文くだ

さい。

恭刃物研ぎいたします

と　き　１月１８日（木）８時３０分～

恭畑や家庭菜園などにＥＭ入り有機

　チップの堆肥はいかがですか

 

　　鹿島市シルバー人材センター

　　緯０９５４（６３）０９７０

おお知知ららせせ
あけましておめでとうございます
鹿島市シルバー人材センター

問合せ・ご注文

 

 

　詳細は各公民館発行の公民館だよ

りの募集要項をご覧ください。

募集期間

　栢北鹿島公民館

　　１月５日（金）～２９日（月）

　栢七浦公民館

　　１月１０日（水）～３１日（水）

募集人数　職員（主事）各１人

条　　件　募集要項に定める要件を

　　　　　満たす人

勤務時間　週４０時間勤務

　　　　　※通常８時３０分～１７時３０分

事業内容　地域振興、生涯学習推進

　　　　　のほか、公民館の維持管

　　　　　理、各種団体の事務など

給　与　等　月額　２０３,０００円

　　　　　※社会保険等を含む。昇給・賞与なし

雇用期間　平成３０年４月１日～

　　　　　平成３３年３月３１日

※継続して再雇用する場合があります

 　

北鹿島公民館　緯０９５４（６２）２０１４

七浦公民館　緯０９５４（６２）８３２５

募募 集集
北鹿島公民館・七浦公民館

職員募集

詳しくは

 

　県内で就農できる６５歳未満の社

会人を対象に、参加者を募集します。

と　　き　２月１４日（水）～１６日（金）

と　こ　ろ　佐賀県農業大学校ほか

内　　容　講義・栽培実習体験など

募集定員　１０人程度

募集期限　１月３１日（水）

※募集要領、受講申込書は市農林水産課にあります

 　佐賀県農業大学校研修部

　　　　　緯０９５２（４５）２１４５

 

　愛好会や職場の仲間を誘って、み

んなで参加してみませんか！

と　　き　※少雨決行

　１月２７日（土）　小学生駅伝

　１月２８日（日）　中学生・一般駅伝

と　こ　ろ　蟻尾山公園

　　　　　（陸上競技場、クロカンコース）

申込方法　申込書、エントリー料を

　　　　　合わせて申し込み

申込期限　１月１５日（月）

 　鹿島市体育協会

　　　　緯０９５４（６２）３３７９

社会人のための就農
基礎講座参加者募集

詳しくは

クロカンフェスタinかしま
参加者募集

申込・問合せ先

　平成２９年１１月分市長交際費の支出状況を公表します。

 　　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

支出の相手方、行事名支出金額支出日・件数区　分
琴路神社獅子舞３,０００円１１月２日

祝　儀
鹿島商工会議所女性会創立３０周年祝賀会１０,０００円１１月２２日
アジア湿地シンポジウム歓迎レセプション６,０００円１１月７日会　費
供花２件３２,４００円１１月１４・１５日弔　慰
（４月からの累計　３５３,４２１円）５１,４００円合　計

平成２９年１１月　市長交際費支出状況

※（　）内は前年比　　栢思いやり運転で　脱ワーストワン！

怯その他・・・・積雪または凍結している道路で冬用タイヤ、タイヤチェーンを

装着せず運転するのは違反となり検挙の対象になります。大変危険ですので、

他の運転者への迷惑にならないためにも早めの準備・装着をお願いします。

 　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１詳しくは

平成２９年１１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
（＋６８０）１８,１１７件（－１,１８１）８,２３２人（＋０４）３３人（－８１２）６,２２１件佐 賀 県 内
（－１２０）９１３件（－０５１）３８３人（＋０２）３人（－０２５）３１７件鹿島警察署管内
（－０２８）４９２件（－０２６）２０２人（　００）０人（－００８）１６５件鹿 島 市 内

情報掲示板　愚　お知らせ・募集

潤市税集合徴収分
潤介護保険料
潤後期高齢者医療保険料の

第８期の口座振替日は

１　月３１日（水）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）
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　入居予備者は、抽選により選考し

ます。詳細はお問い合わせください。

対象団地　市内全４団地ほか

　　　　　（武雄市・大町町地区）

申　込　書　２月１日（木）から配布

受付期間　２月５日（月）～１３日（火）

　　　　　９時～１９時　※土・日・祝日を除く

受付場所　武雄市武雄町昭和２６５番地

　　　　　指定管理者　川原建設

抽　選　日　２月１６日（金）

抽選会場　武雄総合庁舎（別館会議室）

 　指定管理者　川原建設武雄管理室

　　　　　緯０９５４（２６）０５２２

 

　出願手続などの詳細はお問い合わ

せください。

入試区分　①一般入試　②社会人入試

　　　　　③施設推薦入試

募集人員　①～③合わせて４０人程度

受験資格

　①中学校卒業（見込み）以上の者

　②高校を平成2８年3月以前に卒

　　業の者

　③医療・福祉施設に継続勤務１年

　　以上で施設長（医師）の推薦があ

　　る高校卒業（見込み）の者

出願期限　１月１１日（木）

入　試　日　１月１４日（日）

合格発表　１月１７日（水）

試験科目

　①　国語、数学、集団面接・討議

　②③作文、集団面接・討議

今後の入試日　２月･･･２月１０日（土）

　　　　　３月･･･３月１１日（日）

 

　〒８４９－１３１１

　鹿島市大字高津原８１３

　鹿島看護学校

　緯０９５４（６３）３９６９

　　　　

 

県営住宅入居予備者を
募集します

詳しくは

鹿島看護学校
平成３０年度生徒募集

請求・問合せ先

 

怯新春！三社参りウォーキング

と　　き　１月６日（土）※少雨決行

集合場所　蟻尾山公園　市民球場前

　　　　　８時２０分集合

コ　ー　ス　市内神社を３カ所巡る

　　　　　※約１０ｋｍ（約３時間）

参　加　費　一般　３００円（保険料を含む）

　　　　　（スポーツライフ・鹿島会員は２００円）

　　　　　※当日受付でお支払いください

そ　の　他　終了後に振る舞いと抽選会あり

申込方法　当日会場で受付

怯市民交流ボウリング大会

と　　き　１月１３日（土）９時３０分～

と　こ　ろ　メリーランドタケオボウル

内　　容　２ゲームハンディキャップ制

参　加　費　１,０００円（ゲーム・靴・保険料を含む）

申込方法　電話で申し込み

申込期限　１月１０日（水）

 

　スポーツライフ・鹿島事務局

　（市体育協会内）

　緯０９５４（６２）３３７９

 

　将来の水産業を担う後継者育成の

ため、平成３０年度の研修生を募集

します。

対　象　者　満１８歳以上

募集人員　２０人程度

研修期間　４月から１年間

研修科目　水産の基礎・専門研修、

　　　　　各種免許取得講習など

願書受付　１月９日（火）～２月９日（金）

願書請求先　佐賀県高等水産講習所

　　　　　または漁協本所、支所

試　験　日　３月１日（木）、２日（金）予定

試験内容　筆記試験と面接

 　佐賀県高等水産講習所

　　　　　緯０９５５（７２）２５６５

スポーツライフ・鹿島事務局
からのお知らせ

申込・問合せ先

佐賀県高等水産講習所
研修生募集

詳しくは

 

 

　作業学習などで生徒が作った製品

を販売します。

と　　き　

潤中学部　２月２日（金）１０時～１６時

　（学校内でも販売します　１０時３０分～１４時３０分）

潤高等部　２月２２日（木）１０時～１６時

と　こ　ろ　ゆめタウン武雄

販　売　品　やきもの、木工製品、花苗、

　　　　　手工芸品、和紙製品など

※生徒による販売は１０時～１４時３０分です

 　うれしの特別支援学校

　　　　　緯０９５４（６６）４９１１

 

狂鹿島市消防出初め式　中川グラウンド

　６日（土）９時３０分～

狂鹿島市成人式　市民会館

　７日（日）１４時～　

狂市内小中学校第３学期始業式

　９日（火）

 

 

　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）

　　　　　※２月のみエイブル２階

資　料　代　２００円

潤１月１０日（水）

演　題　『近世の被差別民の実相をさぐる』

講　師　中村久子さん（佐賀部落解放研究所）

潤２月１日（木）

演　題　『能古見地区の歴史と文化』

講　師　高橋研一さん（市民図書館学芸員）

潤３月７日（水）

演　題　『多良海道の歴史を歩いてみよう

　　　　　　　～多良海道のなりたち～』

講　師　永池守さん（エイブル館長）

 　鹿島史談会事務局　杉谷

　　　　　緯０９５４（６３）２４８７

イイベベンントト
うれしの特別支援学校
販売会の開催

詳しくは

その他のイベント

講講習習会会・・教教室室
鹿島史談会
鹿島の歴史講座

詳しくは

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

情報掲示板　愚　募集・イベント・講習会・教室

滑携帯電話から

　　　　　パソコンから 滑

鹿島看護学校 検索

お詫びと訂正

平成２９年１２月号に誤りがあり

ましたので、お詫びして訂正しま

す。

２２ページ『明るい選挙啓発ポス

ターコンクール入賞者発表』坂井

美琴さん県同コンクール出品結果

　（誤）県入選　　（正）県特選
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　鹿島手話サークルでは、ろう者へ

の理解と簡単なコミュニケーション

方法の習得を目的に開催します。

たくさんの参加をお待ちしています。

と　　き　１月１８日～３月８日（全８回）

　　　　　毎週木曜日　１９時～２０時３０分

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

　　　　　４階多目的室

内　　容　初級学習と聴覚障がい者との交流

参　加　費　５００円※保険、テキスト代

 

　鹿島市ボランティア活動センター

　（鹿島市社会福祉協議会内）

　緯０９５４（６２）２４４７

 

 

　説明会終了後、個別相談も受け付

けますので、ぜひ、ご参加ください。

と　　き　２月３日（土）１０時～１２時

と　こ　ろ　アバンセ（佐賀市）

定　　　　員　５０人

申込方法　電話による受付

　　　　　※当日参加も可

恭その他、相続などの無料電話相談

　と　き　毎週火曜日１８時～１９時３０分

　電　話　緯０９５２（２９）０６３５

 

　成年後見センター・リーガルサポート佐賀支部

　緯０９５２（２９）０６２６

手話講習会

申込・問合せ先

相相 談談
遺言と成年後見制度の

無料説明会

申込・問合せ先

 

　農業に興味がある人、農業で生活

していきたい人などを対象に相談会

を行います。

と　　き　２月１０日（土）

　　　　　午前の部　１０時～１２時

　　　　　午後の部　１４時～１６時

と　こ　ろ　JAさが鹿島支所

 　農林水産課

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

 

　事前に申込みが必要です。

と　　き　１月２１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

 

狂無料法律相談（市民優先）

　１１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

　２５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

　１１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

就農相談会を行います

詳しくは

弁護士による
無料法律相談会

申込・問合せ先

その他の相談

狂厚生年金・国民年金相談　

　市民会館１階サロン

　１６日（火）１０時～１２時、１３時～１５時

　要予約　市民課緯（６３）２１１７

狂消費生活相談　市民会館１階サロン

　毎週月・金曜日（祝日を除く）

　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

　１７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

　２３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

　２３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

　１５日（月）９時～１６時（時間外可）

　要予約　税務課緯（６３）２１１８

狂生活お困りごと相談（予約優先）　

　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

鉄道近接工事にご注意ください
　鉄道に関する事故は、一歩間違えれば

脱線事故や感電事故など、大惨事を引き

起こす可能性があります。

　建物の建設・解体や庭木、山林の木の伐

採など、線路に近接した作業を行う場合

は、JR九州へご相談ください。

※詳しくはホームページをご覧ください。

　 　九州旅客鉄道㈱佐賀鉄道部

　　　　　　緯０９５２（２３）２９３９

詳しくは

安全へのお願い　JR九州 検索

隔
作業内容や環境条件、使用重機によっては８ｍ以上の場合でも近接工事の
適用となる場合があります。

おおむね８ｍ おおむね８ｍ

近接工事 近接工事

線路内
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　ふな市は、二十日正月に出す郷土料理『ふなんこぐい』の材料『鮒』

を売る市のことです。

　昔、二十日正月には商家や醸造元、網元などが奉公人や蔵男達の労

をねぎらうためにごちそうを振舞う習わしでした。このとき、普通は

鯛料理が出されるのですが有明海ではあまり捕れず高価だったので、

鯛に似た鮒を代用していたようです。

　このため、佐賀平野のクリークなどで捕れた鮒を売る市がその前日

の１９日に始まったと言われています。

　

ふ
な
市

と きと　　き　１月１月１９１９日（金） 早日（金）　早朝朝
とと こ　こ　ろろ　浜町酒蔵通浜町酒蔵通りり ６時～　６時～１２１２時［時［交通規制有交通規制有］］
関連イベン関連イベントト
　◆◆浜町酒蔵通浜町酒蔵通りり（（１９１９日６時～）日６時～）
　　・もちまき・もちまき　・ふなんこぐい試・ふなんこぐい試食食
　　・海童保育園児によるマーチン・海童保育園児によるマーチンググ
　　・共生保育園児による一声浮・共生保育園児による一声浮立立
　　・うどん販売・うどん販売　・大抽選会・大抽選会（チケッ（チケット１枚ト１枚２２００００円）円）

 　浜公民館浜公民館　緯緯０９５４（６２）２５３０９５４（６２）２５３４４詳しくは


