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2 Ｈ３０(２０１８).4.1　広報かしま

『市内循環バス』や『のりあいタクシー』が
　　　　　　　　　　もっと使いやすくなります

　主な内容は以下のとおりです。詳しくはお尋ねいただくか、市ホームページをご覧ください。

　 　鹿島市地域公共交通活性化協議会（企画財政課内）　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

潤市内循環バス　　　　　　４月２日（月）～７日（土）

潤予約型のりあいタクシー　４月２日（月）・４日（水）・６日（金）

潤高津原のりあいタクシー　４月３日（火）・５日（木）・７日（土）
　　対　象　者　毅学生（小学・中学・高校生）　毅昭和２９年４月１日以前生まれの人（平成３０年度中に６５歳以上になる人）

　　　　　　　毅障がい者および介護人（介護人は１人につき１人まで）　毅運転免許証自主返納者

　対象者は何回乗っても無料！ご利用には、学生証や被保険者証などの提示が必要です。

その１ みみみみみみみみみみんんんんんんんんんんなななななななななな乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗っっっっっっっっっってててててててててて使使使使使使使使使使っっっっっっっっっってててててててててて！！！！！！！！！！ごごごごごごごごごご利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用あああああああああありりりりりりりりりりががががががががががととととととととととうううううううううう週週週週週週週週週週間間間間間間間間間間みんな乗って使って！ご利用ありがとう週間！！！！！！！！！！！

期 間 限 定

みんなで守ろう
地域公共交通

　　対象事業　市内のバス停留所や待合所の環境整備に係る事業

　　対象経費　事業に直接要した経費　※土地の取得または賃借に係る経費を除く

　　補　助　率　対象経費の１／２以内

　　　　　　　結節拠点や１日の利用者が３０人以上などの場合は２／３以内
　　募集件数　予算の範囲内（１カ所につき上限５０万円）　※応募多数の場合は選考

　　募集期間　４月２日（月）～５月１８日（金）

　自治会や事業者などが、バス停留所や待合所にベンチ整備などを行う場合、その費用の一部を補助します。

　詳しくはお尋ねください。

その４ ババババババババババスススススススススス停停停停停停停停停停留留留留留留留留留留所所所所所所所所所所やややややややややや待待待待待待待待待待合合合合合合合合合合所所所所所所所所所所ののののののののののベベベベベベベベベベンンンンンンンンンンチチチチチチチチチチななななななななななどどどどどどどどどどのののののののののの費費費費費費費費費費用用用用用用用用用用をををををををををを補補補補補補補補補補助助助助助助助助助助ししししししししししままままままままままバス停留所や待合所のベンチなどの費用を補助しますすすすすすすすすすす

　　対象路線　市内循環線　第１便（７時５５分鹿島バスセンター発）

　　試験期間　４月２日（月）～７月３１日（火）

　　割　引　額　通常の運賃から１００円引き
　　対　象　者　ＪＲまたは路線バスからの乗継利用者

　市内循環バスの一部便について、一定期間、潜在的利用者調査のため乗継

割引の社会実験を行います。ご利用には定期券などの提示が必要です。

その３ 乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗継継継継継継継継継継割割割割割割割割割割引引引引引引引引引引のののののののののの社社社社社社社社社社会会会会会会会会会会実実実実実実実実実実験験験験験験験験験験をををををををををを行行行行行行行行行行いいいいいいいいいいまままままままままま乗継割引の社会実験を行いますすすすすすすすすすす

栢予約型のりあいタクシー（北鹿島線）の『志田病院（こもれび前）』は『志田病院前』に変更します。

　　割　引　額　通常の運賃から１００円引き
　　対　象　者　毅昭和１９年４月１日以前生まれの人（平成３０年度中に７５歳以上になる人）

　　　　　　　毅障がい者および介護人（介護人は１人につき１人まで）　毅運転免許証自主返納者

　無料期間終了後、後期高齢者や免許返納者の人などを対象に新たな割引を実施します！

　ご利用には、被保険者証や運転経歴証明書などの提示が必要です。

その２ 後後後後後後後後後後期期期期期期期期期期高高高高高高高高高高齢齢齢齢齢齢齢齢齢齢者者者者者者者者者者、、、、、、、、、、障障障障障障障障障障ががががががががががいいいいいいいいいい後期高齢者、障がい者者者者者者者者者者者、、、、、、、、、、、免免免免免免免免免免許許許許許許許許許許返返返返返返返返返返納納納納納納納納納納者者者者者者者者者者等等等等等等等等等等をををををををををを対対対対対対対対対対象象象象象象象象象象免許返納者等を対象ににににににににににに新新新新新新新新新新たたたたたたたたたたなななななななななな割割割割割割割割割割引引引引引引引引引引きききききききききき！！！！！！！！！！新たな割引き！
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『トマト』トレーニングファーム

平成３０年度農業研修生募集

　胸２年間の研修で農業経営や『トマト』栽培のノウハウを習得できます。

　胸専任講師と生産者が研修をサポートします。

　胸実践農場での研修を行うため、研修終了後もスムーズに経営を開始できます。

　胸研修終了後の就農に向け居住地やハウス設置についてもトータルサポートします。

　　募集要件　農業に対する強い意志と意欲ある新規就農希望者や

　　　　　　　農業後継者で、研修終了後も引き続きＪＡさがみどり

　　　　　　　地区管内に居住し就農できる人

　　対　象　者　おおむね４５歳未満

　　募集人数　２組（原則夫婦）

　　研修期間　平成３０年７月～平成３２年６月（２年間）

　　研修場所　鹿島市北鹿島地区『トマト』ハウス

　　就　農　先　ＪＡさがみどり地区管内

　　　　　　　（鹿島市、武雄市、嬉野市、大町町、江北町、太良町）

申込期限　平成３０年４月２７日（金）

　 　みどり地区トレーニングファーム運営協議会事務局

　　　　　　　　　ＪＡさがみどり地区　園芸部園芸指導課　北村・山口

　　　　　　　　　緯０９５４（６２）２１４５　　姉０９５４（６３）４７６４　　死t-yamaguchi０１@saga-ja.jp

申込・問合せ先

※詳しくはＪＡさがホームページをご覧ください　http://jasaga.or.jp/
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　平成３０年度の各会計の予算は、３月議会に提案され、いずれも議会の議決を受け、

各種事業がスタートしました。

　平成３０年度は市長の改選期にあたるため、当初予算では政策的な新規事業を除い

た予算（骨格予算）を編成しましたが、継続して取り組んでいる市営住宅建設事業や、

道の駅鹿島整備事業など、大型の投資的事業を計上しているため、一般会計当初予算

額は１３７億３，０００万円となり、昨年度の当初予算と比較して８億５，１００万円

（６．６％）の増となりました。政策的な新規事業などについては、市長改選後の6月

議会に提案されることとなり、第六次鹿島市総合計画にかかげる「みんなが住みやす

く、暮らしやすいまち」の実現に向けた事業を展開していきます。

　詳細は市ホームページで公開していますのでご覧ください。

　　　　 　企画財政課財政係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

建一般会計予算の状況（構成）

増　　減平成２９年度予算額平成３０年度予算額会　計　区　分

６.６％８億５,１００万円１２８億７,９００万円１３７億３,０００万円一　般　会　計

４６.４％５億４,２４７万円１１億６,９１８万円１７億１,１６５万円公 共 下 水 道 事 業

特
別
会
計

△２４.５％△３７万円１５１万円１１４万円谷田工場団地造成・分譲事業

△１６.２％△７億７,１０１万円４７億４,７１４万円３９億７,６１３万円国 民 健 康 保 険

６.６％２,５６２万円３億８,７２５万円４億１,２８７万円後 期 高 齢 者 医 療

０.４％２３８万円５億８,２７５万円５億８,５１３万円収 益 的 収 入

水 道 事 業

企
業
会
計

△４.５％△２,３３０万円５億２,２６５万円４億９,９３５万円収 益 的 支 出

５５８.３％３億０,７３０万円５,５０４万円３億６,２３４万円資 本 的 収 入

６８.５％２億８,５１５万円４億１,６０９万円７億０,１２４万円資 本 的 支 出

当初
予算

平成３０年度　鹿島市

建各会計の当初予算額

当初予算の概要をお知らせします

※表中の金額は、１万円未満を切り捨てています。

※水道事業の資本的収支の不足額については、収益的収支で生じる減価償却費や利益剰余金などで補填します。
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建平成３０年度一般会計の主な目的別予算配分（予算額と構成比）

当初予算の概要をお知らせします

農林水産業の振興

１２億８,１６０万円

９％

毅緊急農業振興プロジェクト事業　　　　１，３９４万円

毅強い農業づくり交付金事業（園芸）　２億１，４０７万円

毅トレーニングファーム整備推進事業　１億２，２１８万円

毅販路開拓支援事業　　　　　　　　　　　　３６５万円

毅基盤整備促進事業（用排水施設）　　　　８，６９０万円

土木、建設事業

１５億６,５０５万円

１１％

毅辺地道路整備事業（中川内・広平線）　１億５，４８１万円

毅社会資本整備総合交付金事業（道路）　１億６，９６０万円

毅市営中村住宅建設事業　　　　　　３億２，０００万円

毅肥前浜宿街なみ環境整備事業　　　　　２，９００万円

毅肥前浜宿地域おこし協力隊事業　　　　　　３８０万円

商工観光、企業誘致、
　雇用対策

５億８,７８６万円

４％

毅かしまビジネスサポートセンター設置・運営事業　１，０００万円

毅祐徳門前町街づくり事業（修景補助）　　１，８００万円

毅観光客誘致対策事業　　　　　　　　　　　４７０万円

毅観光プロモーション事業　　　　　  　　１，１８９万円

毅道の駅鹿島整備事業　　　　　　　２億２，３８２万円

衛生、健康対策

８億７,６１０万円

６％

毅介護予防事業　　　　　　　　　　　　３，９０２万円

毅健康チャレンジ事業　　　　　　　　　　　　５５万円

毅妊婦・乳幼児健康診査事業　　　　　　２，７３１万円

毅有明海環境保全事業　　　　　　　　　　　７２７万円

毅ごみ処理負担金（一部事務組合）　　１億８，９８４万円

議会、総務、消防
経費

２０億６,１９１万円

１５％

毅日韓交流事業　　　　　　　　　　　　　　２１１万円

毅ふるさと納税推進事業　　　　　　１億７，０００万円

毅市民会館指定管理委託料　　　　　　　　　７４７万円

毅消防施設整備事業　　　　　　　　　　１，６６０万円

毅Ｊアラート新型受信機設置　　　　　　　　４２４万円

借入金の返済
（公債費）

７億９,６４７万円

６％

　平成３０年度の一般会計借入金残高は約１１１億円となる

見込みであり、地方交付税で返済額が全額措置される臨時財

政対策債（約４８億円）を差し引くと、実質的な借入金残高は

約６３億円程度となります。さらに、この約６３億円の返済

にも、約４割の交付税措置が見込まれます。

学校教育、生涯学習

１２億３,５１３万円

９％

毅小学校大規模改造整備事業　　　　１億５，９５０万円

毅特別支援教育支援員事業　　　　　　　１，４６７万円

毅エイブル・市民図書館指定管理委託料　１億５，８１４万円

毅明治維新１５０年記念事業　　　　　　　　５３６万円

毅厨房施設整備事業　　　　　　　　　　１，２９２万円

福祉事業の推進

５２億７,８１７万円

３８％

毅市民交流プラザ事業　　　　　　　　　４，０７２万円

毅放課後児童クラブ運営事業　　　　　　６，５３６万円

毅保育所運営事業　　　　　　　１１億円３，０００万円

毅保育所整備事業　　　　　　　　１億円７，７９７万円

毅子どもの医療費助成事業　　　　　　　９，９５４万円 など

など

など

など

など

など

など
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情報掲示板ワイド

恭固定資産課税台帳の閲覧

　対　象　者

　潤市内に土地または家屋を所有する納税義務者

　潤市内の土地または家屋の借地・借家人

　潤固定資産を処分する権利を有する一定の人

　方　　法

　　本人を確認できる証明書（免許証等・法人は会社印が必要）、

　委任状、賃貸借契約書、処分する権利を確認できるも

　のなどを持参し、税務課窓口に申請してください。

　そ　の　他

　　対象となる人は固定資産課税台帳に関する記載事

　項証明書を求めることもできます。

恭固定資産縦覧帳簿の縦覧

　市内に土地または家屋を所有している納税者、また

委任を受けた代理人は、市内にある土地または家屋の

価格等を縦覧帳簿で確認できます。

　と　　き　４月１日～７月２日

　　　　　　８時３０分～１７時１５分（土・日・祝日を除く）

　方　　法　本人を確認できる証明書（免許証など）を

　　　　　　持参し、税務課窓口に申請してください。

　　　　　　代理人は合わせて委任状が必要です。

 　税務課課税係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１８

詳しくは

　税務課では、課税台帳の閲覧および縦覧帳簿の縦覧ができます。

固定資産に関する閲覧および縦覧ができます
お
知
ら
せ

　軽自動車税は４月１日現在登録している所有者（使用者）に課税されます。

　車両の所有者として届け出ている人には、５月中旬に納税通知書を送付します

ので、内容を確認して納期内に納めてください。

軽自動車税の納期限
納付書の納付・口座振替日は

５月３１日（木）です

軽自動車税の納期限と減免申請
お
知
ら
せ

身障者等の減免申請について

　身障者等（身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者または戦傷病者）の移動のために所有している軽自動車に

は、減免基準により軽自動車税の減免制度があります。期限内に手続きをしなかった場合は減免できませんので、

忘れずに申請してください。

※普通自動車の減免（県）を受けていない場合に限り、対象車の減免が受けられます。

　潤受付期間　４月２日（月）～５月３１日（木）　　　潤と　こ　ろ　税務課窓口

恭今年初めて申請する場合に必要なもの

恭昨年（平成２９年度に）減免を受けた人

　今年度も引き続き減免となりますので、手続きの必要はありません。

　ただし、昨年申請した車両を廃車などして、別の車両へ変更（登録）する人は申請が必要です。

 　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

免許証
障害者
手帳等

印鑑車検証運転する人対 象 車

納税義務者○○○納税義務者
身体障がい者本人が所有する軽自動車

運転する人○○○家族

納税義務者○○○納税義務者身体障がい者が１８歳未満の場合または精神障がい者の場合
は同居する人が所有する軽自動車 運転する人○○○家族

※同居していない人からの申請は、申請者からの委任状が必要です
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　国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合には、本人の申請によって保険料の納付が免除または猶予さ

れる制度があり、次の３種類があります。

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

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

　民課で行っています。印鑑・年金手帳・マイナンバーのわかるものをご持参ください。なお、所得要件確認のため

　税務申告がなされていることが条件となります。

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

　前年度に退職（失業）されている場合は、雇用保険受給資格者証・離職票等の写しが必要です。

怯障害年金や生活保護を受けている人は『法定免除』となりますが、届出が必要です。

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

　れば、さかのぼって保険料を納めること（追納）ができます。

　ただし、承認を受けた期間の翌年度から数えて３年度目以降は加算金がつきますので、早めの追納をお勧めします。

国民年金保険料の納付が困難なときは？　　　　　

　国民年金保険料免除制度があります

お
知
ら
せ

①全額免除・一部免除制度

本人・配偶者・世帯主の前年所得

が一定額以下の場合には、申請に

より保険料の納付が全額免除また

は一部が免除されます。

②納付猶予制度

５０歳未満で本人・配偶者の前年

所得が一定額以下の場合には、申

請により保険料の納付が猶予され

ます。

③学生納付特例制度

学生で本人の前年所得が一定額以

下の場合には、申請により保険料

の納付が猶予されます。在学証明書

または学生証の写しの提出が必要です。

 　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７

　　　　　武雄年金事務所　　緯０９５４（２３）０１２３

詳しくは

保険料免除等と年金給付の関係 ※一部免除については、一部納付保険料を納付していることが必要となります。

未　　納
納付猶予
学生納付特例

一部免除
（一部納付）

全額免除納　　付年金給付との関係

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

算入されるか?

遺
族
基
礎
年
金

障
害
基
礎
年
金

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

算入されるか？

老
齢
基
礎
年
金

反映されません反映されません
８分の５～８分の７
反映されます

２分の1
反映されます

反映されます
年金額に反映さ

れるか？

県内の医療機関で子宮がん検診を受診できます

　県内３１登録医療機関で受診できます。希望する人は『子宮がん検診受診票』を発行しますので、保健センター

までご連絡ください。　　　　　　　　　　 　保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

お
知
ら
せ

対　象　者　２０歳以上　※毎年受診可能です

自己負担額　子宮頸がん検診　２,１００円

　　　　　子宮体がん検診（医師が必要と認めた人）　３,２００円

※後期高齢医療被保険者、市民税非課税世帯の人は無料

市内医療機関　隅稗田産婦人科クリニック

　　　　　　　隅ホロス光武クリニック

※県内その他の登録医療機関名簿は、『子宮がん検診

　受診票』発行の際にお渡しします
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奥平谷キャンプ場オープンは５月２日から
お
知
ら
せ

　今年も新緑の季節に奥平谷キャンプ場がオープンします！

　大自然の雄大さに触れながら、キャンプはもちろんのこと、バーベ

キューや山登り、川遊びもできます。

　あなたのスタイルにあった自然の楽しみ方を満喫してみませんか。

恭利用期間と申込方法

申込開始日　４月２日（月）　８時３０分～

申込方法　電話または市役所２階商工観光課へお越しください。

宿泊可能日　下記カレンダーの　　（薄い緑）の日を予定しています。

 　商工観光課観光振興係　緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

平成３０年６月

土金木水火月日

２１

９８７６５４３

１６１５１４１３１２１１１０

２３２２２１２０１９１８１７

３０２９２８２７２６２５２４

恭利用可能日カレンダー

平成３０年５月

土金木水火月日

５４３２１

１２１１１０９８７６

１９１８１７１６１５１４１３

２６２５２４２３２２２１２０

３１３０２９２８２７

平成３０年８月

土金木水火月日

４３２１

１１１０９８７６５

１８１７１６１５１４１３１２

２５２４２３２２２１２０１９

３１３０２９２８２７２６

平成３０年９月

土金木水火月日

１

８７６５４３２

１５１４１３１２１１１０９

２２２１２０１９１８１７１６

２９２８２７２６２５２４２３

３０

平成３０年７月

土金木水火月日

７６５４３２１

１４１３１２１１１０９８

２１２０１９１８１７１６１５

２８２７２６２５２４２３２２

３１３０２９

金額（円）備考（広さのめやす等）定員種類

１２,４３０２階建　和洋室　２０畳１０人
コテージ

１２,４３０平屋建　洋室　１３畳１０人

　２,２００４畳半６人

バンガロー 　２,５６０６畳半７人

　７,３５０2階建　８畳＋８畳２０人

　　　３６０現地管理人指示－持込テント

恭料金表

特産品開発や販路拡大の取り組みを支援します
お
知
ら
せ

鹿島市特産品開発支援事業費補助金
　地域資源を活用した新しい特産品開発に係る経費

の一部を補助します。

対　象　者　市内に住所または事業所がある企業、団体、個人

対象期間　１年間を限度とする

対象経費　商品開発に係る試作費、広告費、機器購入費など

補助金額　補助対象経費合計額の２分の１以内

　　　　　※上限：５０万円（条件あり）

申請受付　１次締切　４月２７日（金）

鹿島市地域資源活用販路拡大支援事業補助金
　市内で製造される商品の販路拡大のため、見本市

等に出展する経費の一部を補助します。

対　象　者　市内に住所または事業所がある企業、団体、個人

対象経費　会場使用料、小間料、交通費、宿泊費など

補助金額　補助対象経費合計額の２分の１以内

　　　　　※上限：２０万円（条件あり）

申請受付　随時（出展等の２週間前まで）

　　　　　※予算がなくなり次第、受付終了

　 　産業支援課　緯０９５４（６３）３４１１詳しくは
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『人間ドック』『脳ドック』検診の費用を
一部助成します

対象者（次の条件をすべて満たす人）

毅昭和１９年４月１日～昭和６３年３月３１日生まれの人

毅平成３０年４月１日現在、鹿島市国民健康保険に加入

　している人

毅国保税の滞納がない人

毅脳疾患の既往・治療歴がない人（脳ドック希望者のみ）

受付期間　

　４月２日から４月１７日までに市保健センターへ電話

でお申し込みください。※審査後助成の可否を後日連絡します

助　成　額　２０,０００円

定　　員　２２０人

受診医療機関　胸織田病院（市内）　胸志田病院（市内）

　　　　　　　胸犬塚病院（市内）　

　　　　　　　胸うれしのふくだクリニック（嬉野市）

　　　　　　　胸新武雄病院（武雄市）

　　　　　　　胸樋口病院（嬉野市）

優先順位　

　対象者かどうか審査後、定員を超える応募があった

場合、『年齢』『ドック助成歴』『過去の疾病歴』などで

助成対象者を決定します。

注意事項　

毅人間ドック・脳ドック検診費用の助成を受ける人は、

　同一年度に特定健診を受けることはできません

毅ドック検診の結果、『特定保健指導』の対象となった

　人は、保健指導を受けてもらいます

お
知
ら
せ

　市では、国民健康保険加入者の健康維持、病気などの早期発見・早期治療のために、ドック検診の費用を一部助成

します。　　　　　　　　　　　　　　　　　 　保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

　生後９１日以上の犬を飼っている人は、狂犬病の予防注射（１年に

１回）と犬の登録（一生に１回）を必ず行いましょう。また、犬が死亡・

異動したときは、環境下水道課環境係までご連絡ください。

手　数　料（おつりが出ないようご協力ください）

　潤登録済の場合・・・３,１５０円（注射料金２,６００円＋注射済証５５０円）

　潤新規の場合・・・・・６,１５０円（上の料金＋登録手数料３,０００円）

　※新規登録の犬は飼い主の住所・氏名・犬の種類・毛色・名前・

　　生年月日・性別を確認します。

会場での注意点

　潤どの会場でも受けられます。また、ふんは必ず持ち帰りましょう

　潤リードを短く持ち、他の犬と接触しないようにしてください

　潤大型犬・特定犬は、車に乗せたまま注射します

狂犬病予防集合注射・犬の登録のお知らせ
お
知
ら
せ

時間ところとき

９:３０～１０:２０

１１:００～１１:３０

古枝公民館

北鹿島公民館

４／１６
（月）

９:３０～１０:００

１０:３０～１１:００

１１:１０～１１:４０

貝瀬公民館

中浅浦公民館

のごみふれあい楽習館

４／１７
（火）

９:３０～１０:００

１０:３０～１１:００

１１:３０～１２:００

飯田公民館

小宮道公民館

浜公民館

４／１８
（水）

９:３０～１０:００

１０:３０～１１:００

１２:００～１３:３０

七浦公民館

浜公民館

市民会館

４／２０
（金）

９:００～９:４０

１０:００～１０:４０

１１:００～１１:３０

横田公民館

のごみふれあい楽習館

北鹿島公民館

４／２３
（月）

９:００～９:５０

１０:２０～１１:３０

古枝公民館

市民会館

４／２４
（火）

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

狂 犬 病 予 防 注 射 は 義 務 で す
　１９５６年以降、日本国内で人の狂犬病の発症は起こっていませんが、海外では毎
年狂犬病ウィルスで約５５,０００人の人が亡くなっています。有効な治療法も無く、
発症すればほぼ１００％の致死率となっています。
　狂犬病の発生とまん延を防止するため、『飼い主の義務』として、狂犬病予防注射
を受けさせましょう。狂犬病の予防注射は、犬を守るためだけではなく、人の命を守
るために法律として定められています。
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国保・後期高齢者医療
『はり・きゅう助成受診券』をご利用ください

お
知
ら
せ

　国保と後期高齢者医療保険の被保

険者は、はり・きゅう施術の受診料の

助成を受けることができます。助成

を受けるには『はり・きゅう助成受

診券』が必要です。

　後期高齢者を対象とした『はり・

きゅう助成受診券』（草色）は有効期

限が３月３１日のため、４月１日以

降は新しい受診券（オレンジ色）が必

要です。なお、国保の『はり・きゅ

う助成受診券』は有効期限がありま

せん。

後期高齢者医療保険国民健康保険

鹿島市・嬉野市・太良町に所在する施術所のうち市が指定した所（２６カ所）施 術 所

１回あたり９００円助 成 額

市役所１階保険健康課助成券申請窓口

後期高齢者医療保険証国民健康保険証申請に必要なもの

年間３６回

※年度途中に後期高齢者医療に加

　入した場合の助成回数は『加入

　した月から当該年度末（３月）ま

　での月数×３回』

制限なし助成回数

後期高齢者医療保険料の滞納

がないこと
国保税の滞納がないこと交付条件

 　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

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

 　地域包括支援センター　緯０９５４（６３）２１６０申込・問合せ先

恭ロコモ予防運動教室

　『立つ』『歩く』などの動きをコントロールする骨、関節、筋肉などの

運動器の動きが低下することをロコモティブシンドローム（運動器症候

群）、略して『ロコモ』と言います。放っておくと日常生活に支障をきた

してしまうこともあります。これを機会に運動しませんか？

と　　き　４月６日～６月２９日　毎週金曜日１０時～１１時３０分　※５月４日を除く

と　こ　ろ　のごみふれあい楽習館　※４月２０日、５月１１・２５日は林業体育館

対　　象　おおむね４０歳以上　　内　　容　ストレッチ、リズムダンスなど

参　加　費　無料　　　　　　　　持　参　品　タオル、飲み物、動ける服装など

恭認知症カフェ＆介護者のつどい

認知症の人もそうでない人も、介護

をしている人もしていない人も、気

軽に立ち寄ってほっとひといき楽し

くお茶でもしませんか。

と　　き　４月１２日（木）

　　　　　１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　エイブル２階和室

参　加　費　無料

スズメバチ駆除費補助金について
お
知
ら
せ

　補助を希望する人は、必要書類を添えて申請してください。

補助金額　駆除費用の３分の１（上限５千円）

対　象　者　スズメバチの巣がある土地建物の所有者・管理者、

　　　　　自治会、または管理者不明の土地付近の住民等

対象経費　登録駆除業者に委託して行ったスズメバチの営巣の

　　　　　駆除に要した経費

必要書類　胸補助金交付申請書　胸領収書の写し

　　　　　胸実施箇所位置図　胸駆除前後の写真

　　　　　胸市税の滞納のない証明書

駆除業者へのお知らせ
　補助制度の駆除業者として登録を希望する人
は、鹿島市環境衛生推進協議会に申請の手続きが
必要です。登録の有効期間は３年間です。
　必要書類
　毅駆除業者登録申請書　毅代表者身分証明書
　毅誓約書　毅市税の滞納のない証明書

　 　鹿島市環境衛生推進協議会事務局

　　　　　　（環境下水道課内）

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは
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不妊治療費の一部を助成します
お
知
ら
せ

対　象　者　申請日に夫婦のいずれかが鹿島市に１年以

　　　　　上住所を有し、佐賀県不妊治療費支援事業

　　　　　の助成を受けている人

対象治療　体外受精、顕微授精、これらの一環として

　　　　　実施した男性不妊治療

助　成　額　医療機関に支払った額（胚管理料、入院費、食事

　　　　　代、文書料は除く）から佐賀県または、それ以外

　　　　　から受けた不妊治療費助成金を差し引いた額

限　度　額　１回につき１０万円まで

　　　　　（年齢、回数は県の助成に準ずる）

※男性不妊治療の場合は、１０万円を限度に加算

申請期限　治療を終了した日の属する年度内

※佐賀県不妊治療費支援事業の申請を済ませ、承認決

　定通知を受けてから市に申請してください

 　保健センター（エイブル１階）

　　　　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

情報掲示板ワイド

　農地中間管理事業とは、佐賀県農業公社（農地中間管理機構として県から指定）が、出し手から農地を借り受けて、

経営規模の拡大や農地の集約化をする担い手に貸し付けることによって、農地の有効利用や農地利用の効率化を進

めていくものです。農地の借り受けや貸し付けを希望する人は、農業公社または農業委員会事務局、農林水産課へ

ご相談ください。なお、貸し付けの場合は、中間管理事業を利用すると固定資産税が減税される場合があります。

農地中間管理事業を利用しませんか
お
知
ら
せ

 　

佐賀県農業公社

緯０９５２（２０）１５９０

農林水産課農政係

緯０９５４（６３）３４１３

農業委員会事務局

緯０９５４（６３）３４１７

詳しくは

農地中間管理事業のしくみ

受け手

農地の団地化を進めたい

集落営農組織などの強化をしたい

経営規模を拡大したい

出し手

信頼できるひとに農地を預けたい

高齢で農業を続けられない

借り受け

佐賀県農業公社（農地中間管理機構）県・市町・JAなど

▲ 貸し付け

▲▲連携
協力

▲

など
など

～　猫の糞尿などの被害にお困りの人へ　～

猫よけ器を貸し出します

お
知
ら
せ

　不適切なエサやりなどが原因で増加している

野良猫の糞尿にお困りの人へ、県内各地でも行

われている『猫よけ器』の貸し出しを４月から

開始します。

貸出内容　１世帯３台まで（１年度に１回限り）

貸出期間　２０日以内

野良猫対策について
　現在、野良猫に関しては、原則捕獲でき
ないのが現状です。
　県内では、地域住民が主体となり、猫の
適正管理を目的とした『地域猫活動』が
徐々に浸透しつつありますが、鹿島市で
は室内飼いの推進など、猫の適正管理に
対する意識向上を図るため、市報やチラ
シ等で啓発を行っています。今後は、地
域猫活動の取組みも検討していきます。

　 　環境下水道課環境係

　　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは
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潤加入できる人

　鹿島市に住民登録をしている人

潤掛け金

　１人５００円（年額）で、加入は１人一口です。

　中途加入の掛金も１人５００円です。

潤共済期間

　共済期間は４月1日から翌年３月３１日までです。

　４月1日以降に加入申し込みをされますと、翌日か

　ら共済対象となります。

潤加入申込

　市内の「ゆうちょ銀行・郵便局窓口」でできます。

　申込書も備えてあります。

潤交通災害の対象

　図のような走行中の交通

　事故による人身事故が対

　象となります。

潤その他

　災害見舞金の請求や詳し

　いことは、気軽にお問い

　合せください。

 　市民課市民年金係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７ 

詳しくは

平成３０年度交通災害共済の加入申込を受け付けています
お
知
ら
せ

怯投票の案内

　と　　き　４月２２日（日）７時～２０時

　と　こ　ろ　入場券に記載された投票所（市内１４投票所）

怯期日前投票の案内

　投票日に仕事や旅行などで、投票所へいけない人のために

『期日前投票制度』がありますので、ご利用ください。

　と　　き　４月１６日（月）～２１日（土）８時３０分～２０時

　と　こ　ろ　市民会館１階第４会議室

　※入場券の裏面に期日前投票宣誓書を印刷しています。期日

　　前投票を利用する人は、事前に記入をお願いします。

怯開票の案内

　開票作業は、のごみふれあい楽習館で行います。

　開票開始　４月２２日（日）２０時４０分（予定）

怯投開票速報の案内

　投票・開票状況は、市ホームページで随時速報します。

　投票速報　次の時間の投票者数を約１０分後に発表します。

　　　　　　１０時、１１時、１３時、１６時、１８時、１９時、１９時３０分

　　　　　　最終投票者数の発表は、２１時３０分前後の予定です。

　開票速報　２１時３０分から３０分毎の各候補者の得票数を約１０分

　　　　　　後に発表します。

４月２２日（日）は投票日です
－　鹿島市長選挙　－

お
知
ら
せ

不在者投票の手続きはお早めに

①不在者投票指定病院・老人ホームなどに入院・

　入所している人は、その施設内で不在者投票

　ができます。入院・入所している病院・施設に

　お尋ねください。

②出張などで選挙期間中は市外に滞在している

　人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票

　ができます。ただし、投票用紙等の請求手続

　きが必要ですので、早めに鹿島市選挙管理委

　員会事務局までお問い合わせください。

③身体に重度の障がいがある人や要介護認定５

　の人などは、郵便による不在者投票ができま

　す。ただし、あらかじめ『郵便等投票証明書』

　の交付を受けておく必要があります。早めに

　鹿島市選挙管理委員会事務局までお問い合わ

　せください。

　この選挙は、私たちの意見を市政に反映させるための大切な選挙です。

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

期日前投票期間投開票日（執行日）立候補受付日（告示日）選　挙　名

４月１６日（月）～２１日（土）４月２２日（日）４月１５日（日）鹿島市長選挙

投開票速報は市ホームページで　http://www.city.saga-kashima.lg.jp/

噛投票用紙には、候補者一人の
　氏名をはっきりと書きましょう！
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健康保険の切替手続きはお済みですか？
お
知
ら
せ

　春は引越し・就職・退職など異動の多い時期です。

　それに伴い、新たに国保へ加入したり、国保からそ

の他の保険（社会保険等）に変更になった場合は、変

更になった日から２週間以内に市に届出をする必要が

あります。自動的に切り替わることはありませんので、

健康保険の変更があったご家庭は届け出済みかどうか

の確認をお願いします。

届　出　先　市民課窓口

届け出に必要なもの

潤国保に加入するとき

　（職場の健康保険をやめたとき、扶養からはずれたとき）

　覚職場の健康保険を喪失した証明書（離職票など）

潤国保をやめるとき

　（職場の健康保険に加入したとき、扶養に入ったとき）

　覚国民健康保険証と職場の健康保険証

　※健康保険証が交付されるまでに２週間以上かかる場合もあります
　　が、その場合も交付を受けたらすぐ届け出るようにしてください。

興いずれの届け出も、マイナンバー（個人番号）が確認できる書

　類および本人確認のできる書類（運転免許証等）が必要です。

 　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

情報掲示板ワイド

『本人通知制度』を実施しています
お
知
ら
せ

受付場所　市役所１階市民課

通知する内容　

　潤証明書を交付した年月日

　潤証明書の種別・枚数

　潤交付請求者（代理人・第三者）の区別

　※ただし、交付請求者の氏名、住所は通知しません

通知の対象となる証明書　

　潤住民票の写し（除票・改製原住民票を含む）

　潤住民票記載事項証明書

　潤戸籍（除籍・改製原戸籍を含む）

　潤戸籍の附票（除附票・改製原附票を含む）

登録できる人　

　鹿島市に住民票または戸籍がある人。（除籍された

人など、鹿島市の戸籍に記載されている人を含む）

※ 同一世帯、同一戸籍であっても個人単位の申し込みです

登録に必要なもの　

　潤事前登録申込書（市民課にあります）

　潤本人確認書類（運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなど）

　潤委任状（代理人の場合のみ）

　潤未成年者は、親権者が申し込むことができますが、

　　関係のわかる戸籍が必要です

　　（本籍が鹿島市の場合、省略可）

　『本人通知制度』とは、住民票の写しや戸籍などを、本人の代理人や第三者など本人以外の者に交付したときに、

事前に登録した本人に交付の事実を通知し、本人以外の者による不正請求を抑止し個人の権利の侵害を防止するた

めの制度です。通知を希望する人は、事前に登録申し込みが必要です。

 　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

届け出が遅れると・・・
　国民健康保険税が課税されたままになり、本来支払う
必要がない保険税を支払っていただくことになります。

と　　き　５月２７日（日）

と　こ　ろ　鳥栖市・神埼市・吉野ヶ里町・基山町・

　　　　　上峰町・みやき町および佐賀市の各施設

　　　　　※競技ごとに会場が異なります

申込期限　４月２７日（金）

　　

　　 　生涯学習課スポーツ係

　　　　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

申込・問合せ先

　県内の各市町で第２２回さわやかスポーツ・レクリエーション祭が開催されます。競技の申し込みや会場などは、

市生涯学習課スポーツ係までお問い合わせください。※無料体験は申し込み不要です

さわやかスポーツ・レクリエーション祭　開催！
お
知
ら
せ
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　市が発注する小規模な工事等の受注を希望する人は、

鹿島市小規模工事等契約希望者登録申請が必要です。

※現在、登録申請している人も、有効期限が切れます

　ので、２年に一度の更新申請をお願いします。

集中受付期間

　４月９日（月）～５月２１日（月）（土･日･祝日を除く）

　※６月以降も随時受け付けますが、有効期限は登録

　　日から平成３２年５月３１日までです。

対象工事　少額で軽易な工事等（契約額５０万円未満）

申請業種

　大工工事、ガラス・サッシ工事、畳工事、左官工事、

　木製建具・家具関係工事、内装工事、塗装工事、

　板金工事、電気工事、その他修繕工事

申請できる人

　①市内に住所を有している人または主たる事業所を

　　置き、競争入札参加資格審査申請（指名願）を出し

　　ていない人

　②市に納めなければならない税金を完納している人

登録の適用期間

　平成３０年６月１日～平成３２年５月３１日

申請様式・要綱

　市ホームページ内で『小規模工事等契約希望者登録

申請』を検索してください。

　（一部改正あり。『納税状況等確認同意書』の追加。）

※その他の要件などは市ホームページ内で 『小規模工事

　等契約希望者登録申請』を検索し、確認してください。

～市発注の工事・修繕等を受注希望される皆さんへ～

『鹿島市小規模工事等契約希望者登録申請』を受け付けます

お
知
ら
せ

 　企画財政課入札契約係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

対　象　者

　①市税に滞納がないこと

　②着工前に申請書を提出し、平成３１年３月２９日（金）ま

　　でに工事が完了すること

　③工事完了後１カ月以内に実績報告書を提出し、市役

　　所職員による検査を受けること

　④市が定める浄化槽工事基準に適した工事を行うこと

※市外の人で申請をする場合は、実績報告までに転入手続きをしてください

そ　の　他

　浄化槽の設置届や大きさ（設置人槽）は、杵藤保健福祉

事務所へ確認ください。　緯０９５４（２３）３５０６

興申請に必要な書類一覧や工事基準、下水道区域の確

　認などは、環境下水道課へお問い合わせください。

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

家庭用浄化槽の設置補助金について
お
知
ら
せ

　下水道認可区域以外で家庭用浄化槽を設置する人を対象に補助制度があります。

補　助　金　額

１０人槽　５４８,０００円７人槽　４１４,０００円５人槽　３３２,０００円

イノシシによる農作物被害に悩まされていませんか？
－　鹿島市イノシシ被害防止対策事業　－

　市では深刻化するイノシシ被害の対策を進めるために次の内容で支援を行います。

お
知
ら
せ

補助対象　

　イノシシの被害を防止するためのワイヤーメッシュ

および電気牧柵一式

補助金額　対象経費の１／２以内（上限２０万円）

※合計が上限に達するまで何回も申請できます

事業期間　平成３０年度～平成３２年度

対　　象　市税の滞納がない農家個人で、作物を出荷

　　　　　している農地

 　農林水産課農政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

詳しくは
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　『国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律』の公布に伴い、平成３０年４月分から次のよう

に改定されます。

 　福祉課　緯０９５４（６３）２１１９　　児童扶養手当…社会福祉係、　その他の手当…障がい福祉係詳しくは

児童扶養手当、特別児童扶養手当等の改定
お
知
ら
せ

手　当　額　（　月　額　）
手　当　名

改定後（平成３０年４月分～）改　定　前

４２,５００円４２,２９０円全部支給
本体額

児童扶養手当

１０,０３０円～４２,４９０円９,９８０円～４２,２８０円一部支給

１０,０４０円９,９９０円全部支給第２子
加算額 ５,０２０円～１０,０３０円５,０００円～９,９８０円一部支給

６,０２０円５,９９０円全部支給第３子以降
加算額 ３,０１０円～６,０１０円３,０００円～５,９８０円一部支給

５１,７００円５１,４５０円１級
特別児童扶養手当

３４,４３０円３４,２７０円２級

２６,９４０円２６,８１０円特別障害者手当

１４,６５０円１４,５８０円障害児福祉手当

１４,６５０円１４,５８０円経過的福祉手当

　鹿島市社会福祉協議会では、さまざまな理由で生活に困っている人の相談にのる『生活自立支援センター』を開

設しています。センターでは、家計が苦しい世帯に対しての支援として、ご家庭やお店で余った食品、制服・学用

品を寄付していただき、生活に困窮している人にお届けしています。市民の皆さんのご協力をお願いします。

怯食品の例

　毅米、保存食品（缶詰・乾麺など）、非常食

　毅インスタント食品、レトルト食品

　毅農作物(じゃがいも・南瓜など長期保存ができるもの)

※賞味期限内、常温で保存可能、未開封などの確認を

　お願いします 

怯制服・学用品の例

　　各保育園・小中高校学生服、体操服、白ポロシャツ、

　自転車、自転車用ヘルメットなど

※しみや汚れなどがなく、きれいなものに限ります

 　鹿島市社会福祉協議会　緯０９５４（６２）２４４７詳しくは

フードバンク・制服（学用品）バンクへのご協力を！
お
知
ら
せ

　４月６日（金）から１５日（日）までの

１０日間、『春の交通安全県民運動』が

実施されます。

　皆さんも一人ひとりが交通ルールを

守り、交通事故防止に努めましょう。

 　総務課防災係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１２

詳しくは

春の交通安全県民運動（全国一斉）
～　守ろう交通ルール　高めよう交通マナー　～

お
知
ら
せ

全国重点

　潤子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転
　　者の交通事故防止

　潤自転車の安全利用の促進

　潤全ての座席のシートベルトとチャイルドシート
　　の正しい着用の徹底

　潤飲酒運転の根絶

佐賀県重点　追突事故防止
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April

４月 く ら し の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

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
鹿島市中村医院　　　　　緯０９５４（６３）９２３４３日
鹿島市稗田産婦人科　　　緯０９５４（６３）３３０９１０日
太良町田代医院　　　　　緯０９５４（６７）２１２０１７日
嬉野市森医院　　　　　　緯０９５４（４３）０７２５２４日

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

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

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

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４・１１・１８・２５日（水）母子健康手帳交付

内　容　体重測定、個別相談
対　象　平成３０年２月生まれ

１３時３０分～１３時５０分２７日（金）２か月児相談

内　容　身体測定、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１８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１０日（火）離乳食教室（前期）

内　容　おやつ作り、個別相談　※申込期限４月１７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２４日（火）幼児食教室

内　容　歯科診察、フッ化物塗布　※必ず歯磨きをしてきてください
対　象　平成２８年４月生まれ（希望者のみ）

１３時４５分～１４時２６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４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

２５日（水）
４か月児健診

（平成２９年１２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）

２６日（木）
１歳６か月児健診

（平成２８年９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）

１９日（木）
３歳６か月児健診

（平成２６年９月生まれ）

小児時間外診療・在宅当番医小児時間外診療・在宅当番医小児時間外診療・在宅当番医

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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７・１４・２１・２８日（土）、
１・８・１５・２２日（日）、
２９日（祝）、３０日（振休）

市役所
保健センター

休館日はありません
市民交流プラザ
（かたらい）

３・１０・１７・２４日（火）、
２９日（祝）、３０日（振休）

子育て支援センター
（わ・わ・わ　ぽっと）

２・９・１６・２３日（月）、
２６日（木）

市民図書館

２・９・１６・２３日（月）
生涯学習センター
（エイブル）

３・１０・１７・２４日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

１日（日）、２・９・１６・２３日（月）、
３０日（振休）

産業活性化施設
（海道しるべ）

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
前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０１日（日）
溝上薬局スカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５８日（日）
オダ薬局森田医院　緯（６３）３９５６１５日（日）
アルナ薬局浜町店薬師寺医院　緯（６３）５２８１２２日（日）
溝上薬局北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６２９日（祝）
おおぞら薬局中村医院　緯（６３）９２３４３０日（振休）

平成３０年２月２８日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿島市

世帯５人１９－世帯１０,７８６人２９,７３９

世帯８人２世帯　５,４０８人１３,９０１鹿　島

世帯１－人５－世帯　１,１６３人  ３,５４６能古見

世帯１人２世帯　１,０３１人  ３,０９６古　枝

世帯０人２－世帯　１,０２９人  ２,８８２浜

世帯３－人９－世帯　１,２２３人  ３,４９１北鹿島

世帯０人７－世帯　　　９３２人  ２,８２３七　浦

人６－人１４,０１５男

人１３－人１５,７２４女

植松建設　　　　　　緯（６２）３５２６
家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
池田設備左官工務店　緯（６２）１７３２
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
鹿島設備　　　　　　緯（６３）３２２８
宮園電工　　　　　　緯（６３）３１５１

　１日（日）
　７日（土）
　８日（日）
１４日（土）
１５日（日）
２１日（土）
２２日（日）
２８日（土）
２９日（祝）
３０日（振休）

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

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

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

怯ひろばの集い

９日（月）

『輪になって親子であそぼう』

２３日（月）

『こいのぼりを作ろうday♪』

（共　通）

　時　間　１１時～１１時４５分（予定）
　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

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります
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講　座　名番号講　座　名番号講　座　名番号

ここが要点！鹿島の教育３３市民交流プラザの利用方法について１７鹿島市総合計画について１

保護者や地域とともにある学校づくり３４人とペットの適正な関係（動物愛護法をわかりやすく）１８異文化との出会い～国際交流について～２

子どもを活かすために～さまざまな教育活動～３５ラムサール条約について～世界を旅する渡り鳥～１９鹿島市の公共交通について３

身の回りの人権３６リサイクルのすすめ～分別収集と資源化～２０マイナンバー制度について４

図書館の魅力３７地球温暖化対策に向けて～わたしたちにできること～２１市議会のしくみ５

ふるさとの歴史と文化財３８下水道のはなし２２個人情報の保護について６

くらしの移り変わり（民俗資料館）３９『海の森事業』と『山の日』について２３情報公開について７

生涯スポーツの楽しみ方４０農地の転用について２４マイナンバーカードの作り方８

老いを生きる（いきいきと楽しく過ごすために）４１農地中間管理事業について２５国民年金のはなし９

リズム体操（音楽に合わせて楽しく老化防止）４２６次産業について～加工品開発～２６市税について１０

国際交流（県内在住の外国の方との交流）４３再発見！鹿島市観光のみどころ２７介護保険について１１

環境保全（有明海の現状と、もっときれいな海に）４４気をつけよう！～悪質商法～２８高齢者の健康・元気づくり〈栄養・お口の健康・運動・音楽・料理〉１２

交通事故防止４５鹿島市の都市計画について２９国民健康保険について１３

火災防止４６伝統的町並み保存について３０生活習慣病予防(特定健診・保健指導)について１４

上水道のはなし３１認知症について（認知症サポーター養成講座）１５

いかそう選挙権３２後期高齢者医療制度について１６

愚申し込みができるのは？

　市内に在住・勤務・在学している１０人以上で構成

　された団体・グループです。

　ただし、特定の政治・宗教・営利を目的とした催し

　については、講師（職員）を派遣できない場合があり

　ます。　

愚出前講座の内容は？

　出前講座メニューの中から選んでください。

　メニューにないものは相談してください。

愚開催時間と場所は？

　平日（月～金曜）の９時から１７時までの間で２時間

　以内です。場所は市内に限ります。（公民館、集会所など）

愚会場の手配は？

　会場の手配や準備、会員への連絡などは申込団体で

　お願いします。

愚講師料は？

　講師料は無料です。ただし、講座に必要な材料など

　を申込団体で準備していただく場合があります。

愚申込方法は？

　開催しようとする日の１カ月前までに、市生涯学習

　課にある申込書に記入して提出してください。

　なお、申し込み後、申込団体と講師（職員）の調整を

　させていただく場合があります。

　※申込書は市ホームページにもあります

生生涯涯学学習習ままちちづづくくりり出出前前講講座座メメニニュューー

 　生涯学習課社会教育・文化係　緯０９５４（６３）２１２５詳しくは

この出前講座は、皆さんの疑問や知りたいこ

とをメニューの中から選んでいただき、皆さ

んのもとに職員（外部講師含む）が出向いて、

お話しをするものです。どんどんご利用くだ

さい。

まちづくまちづくりり
出　　出前前講座講座

◇生
涯学
習◇
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文化・スポーツの結果

皐第５８回佐賀県学童美術展

　【立体作品の部】

　　特選　三枝　咲太（鹿島小１年）　　梶山　水斗（古枝小１年）

　　　　　中村　大愛（七浦小１年）　　内田　大櫻（明倫小１年）

　　　　　宮﨑　柚聖（能古見小３年）　森田　凌生（北鹿島小３年）

　　　　　大久保　隊賀（鹿島小４年）　筒井　千一郎（明倫小４年）

　　　　　眞﨑　悠羽（鹿島小５年）　　小森　天翔（浜小６年）

　　　　　伊藤　杏奈（明倫小６年）　　吉田　有花（西部中１年）

　　　　　山口　裕大（東部中１年）　　山口　弥海（西部中２年）

　　　　　桂原　拓輝（東部中３年）

　準特選　日比　太智（古枝小１年）　　髙橋　悠真（北鹿島小１年）

　　　　　眞﨑　智聖（鹿島小２年）　　森岡　美桜（北鹿島小２年）

　　　　　三ヶ島　七星（明倫小２年）　竹本　晴喜（鹿島小３年）

　　　　　井上　友聖（古枝小３年）　　樋口　愛花（明倫小３年）

　　　　　田中　春充（能古見小５年）　筒井　希望（浜小５年）

　　　　　中島　惇ノ介（七浦小５年）　髙田　宗優（明倫小５年）

　　　　　幸尾　俊汰（鹿島小６年）　　井上　瑞沙希（能古見小６年）

　　　　　白濱　旭（明倫小６年）　　　橋本　巧海（西部中１年）

　　　　　井上　理子（東部中１年）　　大串　東子（西部中２年）

　　　　　尾﨑　桃佳（東部中２年）

皐平成２９年度新年書き方会

　【硬筆の部】　特選　馬郡　虹（北鹿島小３年）

　　　　　　　　　　笠原　絆（明倫小５年）

　　　　　　　　　　馬郡　世界（北鹿島小６年）

　【毛筆の部】　特選　松尾　航希（明倫小３年）

　　　　　　　　　　神代　果鈴（西部中１年）

　　　　　　　　　　山田　和紗（西部中３年）

皐防火に関する標語

　　佐賀県知事賞　髙濱　綺良（明倫小３年）

　　佐賀県知事賞　原尾　環（浜小６年）

　　佐賀県消防協会長賞　副島　遥陽（明倫小２年）

皐第４３回九州アンサンブルコンテスト

　開　催　日　２月１０日（佐賀市文化会館）

　【中学生の部　管打楽器八重奏】

　　銀賞　西部中学校吹奏学部

　※１２月２３日に行われた県大会で金賞を受賞し、九州大会に出場

皐２０１８全日本社会人テコンドー選手権大会

　開　催　日　２月２５日（兵庫県立武道館）

　【－５８kg級】　優勝　冨永　高史

皐第２２回全国少年少女選抜レスリング選手権大会

　開　催　日　２月２５日（東京都　板橋区立東板橋体育館）

　【小学生５年男子の部　３９kg級】

　　優勝　松原　拓郎（北鹿島小５年）

　【小学生５年女子の部　３３kg級】

　　優勝　松尾　環那（浜小５年）

　【小学生６年男子の部　５４kg級】

　　２位　甫木　元起（鹿島小６年）

皐第１５回北九州レスリングフェスティバル

　開　催　日　２月１１日（北九州学術研究都市体育館）

　【小学生５・６年男子の部　３２Bkg級】

　　優勝　宇野　耀（北鹿島小５年）

　【小学生５・６年男子の部　３９kg級】

　　優勝　松原　拓郎（北鹿島小５年）

　【小学生３・４年男子の部　３５kg級】

　　２位　松尾　優我（浜小４年）

　【小学生５・６年男子の部　３５kg級】

　　３位　松尾　環那（浜小５年）
　　※大会ルールにより男子の部に出場

皐九州小学生グリーンボールテニス大会佐賀県予選

　開　催　日　３月３～４日（佐賀県総合庭球場）

　　３位　光武　拓海（明倫小３年）

皐佐賀県小中学校なぎなた練成大会

　開　催　日　３月３日（嬉野市社会文化会館リバティ）

　【演技競技】

　　優勝　大谷　実穂（明倫小１年）

　【試合競技・演技競技】

　　優勝　大谷　舞桜（明倫小５年）

皐倉敷市長杯第１０回近県少年少女レスリング選手権大会

　開　催　日　２月１７日（岡山県　倉敷市水島緑地福田公園体育館）

　【小学生５・６年の部　３８kg級】

　　優勝　松原　拓郎（北鹿島小５年）

　【小学生５・６年の部　５６kg級】

　　３位　甫木　元起（鹿島小６年）

文文化化・・スポーツの結スポーツの結果果お知
らせ
！

　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！　※学年の表記は平成２９年度です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略、順不同）

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

皆さんおめでとうございます！
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スポーツ資源を活かしたまちづくスポーツ資源を活かしたまちづくりり

多数の大学多数の大学がが
鹿島で強化合宿　鹿島で強化合宿！！

　 　鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会事務鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会事務局局

　　　　　　（（生涯学習課スポーツ係内生涯学習課スポーツ係内））

　　　　　　緯０９５４０９５４（６３）２（６３）２１２５１２５

詳しくは

恭恭陸上教室、交流会、練習風陸上教室、交流会、練習風景景
　今年も３月までに今年も３月までに５５団体１５９人団体１５９人がが鹿鹿島で合宿を島で合宿を

行い、蟻尾山公園を中心に強化練習を行う一方、陸行い、蟻尾山公園を中心に強化練習を行う一方、陸上上

教室などで子どもたちと交流を行いました教室などで子どもたちと交流を行いました。。

練習風練習風景景

　順天堂大学の選手たちは主にオレンジ海道で

練習を行いました。写真はオレンジ海道ならで

はの起伏や距離を活かしたペース走の様子です。

順天堂大順天堂大学学

練習風練習風景景

　クロスカントリーコースを走る選手たちです。

　フォームの確認など、来シーズンに向けた練

習が行われていました。

日本体育大日本体育大学学

２月６２月６日日（（中川グラウンド中川グラウンド））

　アソカ保育園の園児とリレーやしっぽ取り

ゲームなどを通した交流会を行いました。園児

と選手たちは思いっきり走って楽しい時間を過

ごしました。

大東文化大大東文化大学学

３３月月１１００日日（（市陸上競技場市陸上競技場））

　県内外の小中高生を対象として陸上教室を行

いました。参加した小中高生は、選手の練習や

走りを間近に見て学ぶことができました。

東洋大東洋大学学

２２月月１１９９日日（（みどり園みどり園））

　みどり園の園児と室内でじゃんけん列車やい

す取りゲームをして交流しました。選手は、元

気いっぱいの園児たちに力をもらっていました。

明治大明治大学学
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恭たくさんの
　　激励金・激励品
　　　　をいただきました

　今回の大学合宿に対して、企業や団体の皆

さまから、たくさんの激励金・激励品をいた

だきました。

　誠にありがとうございました。

激　励　金（順不同）
　煙株式会社キタック　様

　煙株式会社鹿島観光　様

　煙東亜工機株式会社　様

　煙森鉄工株式会社　様

　煙株式会社ダック　様

　煙鹿島印刷株式会社　様

　煙祐徳バス株式会社　様

　煙佐賀西信用組合　様

　煙株式会社ひぜん　様

　煙株式会社九電工鹿島営業所　様

　煙髙木建設株式会社　様

　煙有限会社吉武建設　様

　煙有限会社江頭建設　様

　煙祐徳薬品工業株式会社　様

　煙松尾建設株式会社　様

　煙祐徳自動車株式会社　様

　煙ケアコートゆうあい　様

　煙ゆうあい社会福祉事業団　様

　煙祐愛会織田病院　様

　煙盛永建設株式会社　様

　煙鹿島機械工業株式会社　様

　煙中尾建設株式会社　様

　煙株式会社スズキプラザ２１　様

　煙鹿島市鍼灸師会　様

激　励　品（順不同）
　煙佐賀県農業協同組合　様

　煙株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀　様

　煙佐賀県有明海漁業協同組合　様

　煙丸政精肉店　様　

　公認鹿島祐徳ロードレースには、今年も合宿をされた大学生

が多数出走されました。

　温かいご声援、励ましをありがとうございました。

恭公認鹿島祐徳ロードレース大会
　　　　　　　　　　　　への参加

青山学院大学陸上競技青山学院大学陸上競技部部・・・・４月４月３３日～日～９９日日（予定）（予定）

恭恭今後の合宿予今後の合宿予定定

胸胸大東文化大学陸上競技大東文化大学陸上競技部部・・・・１月１月３１３１日～日～２月２月８８日の日の９９日日間間　３３３３人人

胸胸日本体育大学陸上競技日本体育大学陸上競技部部・・・・２月２月９９日～日～１６１６日の日の８８日間日間　３４３４人人

胸胸明治大学競走明治大学競走部部・・・・・・・・・・・・２月２月１７１７日～２２日～２２日の日の６６日間日間　４１４１人人

胸胸順天順天堂堂大学陸上競技大学陸上競技部部・・・・・２・２月月２０２０日～２５日～２５日の６日間日の６日間　３２３２人人

胸胸東東洋洋大学陸上競技大学陸上競技部部・・・・・・・・３月７３月７日～日～１４１４日の８日間日の８日間　１９１９人人

恭恭合宿の実合宿の実績績

たくさんの
応援ありがとう
　　ございました
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
善行紹介

　２月２０日、Wonder　Market

(イベント企画)代表　藤貴仁様

から子どもたちに役立つよう

にと、昨年１１月２５日に七

浦海浜スポーツ公園体育館で

開催したイベントの収益の一

部をご寄附いただきました。

図書館ではご意向に沿って虫

図鑑や赤ちゃん向け絵本など

を購入し児童や保護者のため

に活用させていただきます。

鹿島ブランドキャラクター『地場ちゃん』に決定

　鹿島市地場産業振興協議会では、地場産業の育成、振興を図ることを目的とした

取り組みの一つとして、協議会会員の特に優れた商品を鹿島ブランドとして認定

し、販売促進およびＰＲに取り組んでます。

　昨年１２月７日～８日に開催された鹿島市特産品まつり会場で、キャラクター

の名前を募集したところ多くの応募をいただき、選考の結果『地場ちゃん』に決定

しました。地場ちゃんシールが貼られた商品は、いずれも鹿島市地場産業振興協

議会が、自信をもってお薦めする地元鹿島で生産・製造された商品です。ぜひ一度

お求めください。　　　　 　鹿島市地場産業振興協議会（田雑商店）

　　　　　　　　　　　　　　　　　緯０９５４（６３）２６０１

詳しくは 寓鹿島ブランドキャラクター
『地場ちゃん』

海の森植樹祭

　３月１７日、古枝の瀬戸市有林で『海の

森植樹祭』を開催しました。

　この活動は、森林にモミジやクヌギ、

ケヤキなどの広葉樹を植樹し、森林保全

や水源涵養林の育成と豊かな有明海の再

生を目指して取り組んでいます。

　当日は、市民ボランティアなど約

１８０人が１本１本丁寧に植樹を行い、

恵み豊かな海の森の再生を願いました。参加したわいわいクラブの子どもたちは

「少しきつかったけど、みんなでできたので楽しかった。」と笑顔で話していまし

た。たくさんの参加ありがとうございました。

園児のそば打ち体験

　２月８日、海童保育園でそば打ち体験が行われ

ました。これは農村環境保全に取り組む多良岳オ

レンジ海道を活かす会（鹿島市・太良町・JAさが

みどり地区）が企画したものです。

　子どもたちが、そばの播種から刈取りまでの作

業を体験し、そこで収穫したそばを使って『塩田

津ソバの会』の皆さんを講師として招き、保護者

と一緒にそばを打ちました。

　子どもたちは自分で打ったそばの味を堪能して

大満足。体験を通して農や食に対しての楽しさを

学ぶことができました。
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鹿島市嘱託職員を募集します

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　

　　『嘱託職員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　４月２日（月）～１６日（月）

　　　　　８時３０分～１７時１５分（土・日曜、祝日を除く）

試　　験　と　き　４月２８日（土）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

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

土木設計および現
場監督の経験を有
する人

９時～１７時
（休憩あり）

月～金曜日（祝日を除く）

土木設計、監理業
務のほか一般事務

平成３０年６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１年１０カ月を限度に延長することもあります。

若干名
　鹿島市役所
　嘱託職員
［土木技師対象］

２月９日、佐賀市のグランデ

はがくれで鹿島市環境衛生推

進協議会環境対策部長の吉田

恵子さんが佐賀県『ストップ温

暖化』県民運動功労者として、

表彰されました。

ごみの分別を促進するための

市民への啓発活動やごみ減量

化に向けた４R（リデュース・

リユース・リサイクル・リフ

ユーズ）推進活動を展開。地球

温暖化防止につながる市民目

線での様々な活動が高く評価

され、今回の受賞となりまし

た。おめでとうございます。

受賞者紹介川島金属株式会社　佐賀工場　起工式

　３月１２日、光学・医療・自動車機器

等の部品を製造するための金型となる

モールドベースの製作や関連部品の販売

を手掛ける川島金属株式会社（埼玉県川

口市）の川島康裕代表取締役社長をはじ

め、関係者約２０人が出席して、谷田工

場団地で操業を予定している同社の佐賀

工場起工式が行われました。

　川島金属株式会社は昨年６月２８日に

鹿島市と進出協定を締結し、この度、佐賀工場の建設に着手されました。工場は

最新鋭の設備が整えられ、６月末に完成する予定です。若年層を中心に新たな雇

用の創出や地域経済の振興に寄与するものとして、大いに期待しています。

　　寓寓川島康裕代表取締役社川島康裕代表取締役社長長

大韓民国 全羅南道  高興郡 　新庁舎開庁式
チョルラナムド コフングン

　３月６日、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の新庁舎開

庁式が行われ、市から、副市長をはじめ

３人の職員が式典に出席するため高興郡

を訪問しました。

　開庁式ではレセプションや新庁舎前で

のテープカットなどが行われ、ともに開

庁を祝いました。高興郡とは、干潟が縁

で交流が始まり、鹿島ガタリンピックや北鹿島小学校と高興郡の 大西 初等學校の
テソ

相互訪問による小学生交流などを通じて親交を深めています。
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　ご協力により２,０２６人に受診していただきました。

　受診者の年代・男女別に見ると、どの年代でも男性より女

性が受診率が高く、若い年代ほど受診率が低い傾向でした。

　健診結果に応じて、メタボリックシ

ンドロームの危険性が出てきた人は、

特定保健指導（積極的支援・動機付け

支援）を、医師・保健師・管理栄養士

などから無料で受けることができま

す。

　特定健診の結果、保健指導が必要と

なられた人はぜひご利用ください。

対　象　者　平成３０年度中に４０歳～７４歳になる国保加入者

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

健診場所　県内の委託医療機関（詳細は受診票と一緒にお知らせします）

健診期間　５月１日（火）～１１月３０日（金）

自己負担　１,０００円

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

※受診票は、必ず事前に鉛筆で記入し、折り曲げたり丸めたりしないでください。

　平成３０年度受診率目標値は４３％です。２,３６５人の受診が必要となります。

 　保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

　７５歳以上の人および今年度７５歳を迎える人（昭和１８年４月～昭和１９年３月生まれ）は、健診

時期が１０月～１１月になります。（後期高齢者健診または国保特定健診）

　健診時期が近づきましたら、受診票等をお送りします。

特定
健診

平成３０年度 鹿島市国保の特定健診

平成　３　０　年度の特定健診受診率目標値

特定健診・特定保健指導を受けると

　メリット①　生活習慣病を早期に発見できる

　　特定健診を受ければ、生活習慣病の進行を早い段階で発見できます。

　メリット②　計画的に生活習慣を改善できる

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

　　て実践するので、生活習慣の改善もできます。

　メリット③　継続した健康管理ができる

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

　　を把握できます。

　メリット④　医療費を節約できる

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

　　り、保険料の抑制にもつながります。

［平成３０年２月末現在］

平成　２　９　年度の特定健診受診状況

特定健診を受けましょう
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 　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

後期高齢者医療制度
平成３０年度・平成３１年度の保険料率改定のお知らせ

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

　今回の改定では、県財政安定化基金や剰余金の活用などにより、前回の平成２８年度・２９年度の保険料率に据え

置くこととなりました。　※賦課限度額は引き上げられます

３ 被用者保険の被扶養者であった人の軽減

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

平成３０年度以降は、これが５割軽減となります。なお、被扶養者であった人が、所得の低い方の軽減措置に該当

する場合は、軽減割合の大きい措置が適用されます。

（２）所得割額の軽減特例措置の廃止

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

特例措置により軽減されていましたが、平成３０年度以降は廃止になります。

２ 所得の低い人などへの保険料の軽減
（１）被保険者均等割額の軽減

軽減割合軽減後の額（年額）世帯の所得状況（総所得金額等）

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

８．５割軽減７,７００円「基礎控除（３３万円）」を超えない世帯

５割軽減２５,９００円「基礎控除（３３万円）＋２７．５万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯

２割軽減４１,４００円「基礎控除（３３万円）＋５０万円×世帯の被保険者数」を超えない世帯

（１）年金の受給額が月額１万５千円以上の人は、次のいずれかの方法で保険料をお支払いいただきます

　①２カ月ごとに支給される年金からの支払い（年金天引）

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

　　　は納付書でお支払いいただきます。

　②被保険者本人、世帯主、配偶者などの口座からの振替（口座振替）

　　※保険健康課国保係での手続きが必要です。また、口座から支払った人は確定申告などで社会保険料控除を受

　　　けることができ、世帯としての所得税・住民税が減額になる場合があります。

（２）年金の受給額が月額１万５千円未満の人は、口座振替または納付書で保険料をお支払いいただきます

４ 保険料の納め方

１ 保険料の計算方法

　保険料は、被保険者一人当たりい

くらと決められる『被保険者均等割

額』と被保険者の所得に応じて決め

られる『所得割額』を合計した額と

なり、対象となる被保険者の人全員

に納めていただきます。

所得割額
被保険者に係る基礎

控除後の総所得金額

×９．８８％

被保険者均等割額
１人当たり

５１,８００円
＝

年間保険料
（限度額６２万円）

＋

保険料の平成２８・２９年度との比較

上昇額保険料（年額）

据え置き５１,８００円均等割額

据え置き９．８８％所得割額

５万円５７万円　閣　６２万円年間限度額

保険料率改定のお知らせ
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６年生を送る会

能古見小学校

校学 だ よ り

No.２５１ 　３月２日、全校児童１７１人によ

る、これまでお世話になった２７人

の６年生に感謝し、中学校への進学

をお祝いする『６年生を送る会』が

ありました。

　この日は、お祝いにぴったりの晴

天で、保護者や祖父母、学校評議員

の皆さんなど約１００人もの参観を

いただきました。全校合唱『世界が

一つになるまで』を歌い、いよいよ

心のこもった各学年の出し物です。

　１年生はメッセージと歌『またね

シーユーアゲイン』、２年生はダンス

とよびかけ『宇宙ダンス』、３年生は

劇『６年間をまーきーもーどーしー』、

４年生は劇『ももたろう』、５年生は

劇とダンス『バブリーな運動会！』。

　６年生はもちろん、参観された皆

さんも、ずっと笑顔で大いに盛り上

がりました。

　出し物のトリは、６年生の劇と歌

『おもしろエピソード』。いろんな

行事や体験活動のエピソードをクイ

ズや劇で紹介しました。最後は、く

す玉割り、プレゼント渡し、見送り

は『人間アーチ』で幕を閉じました。

　送る会を開くまでには、学級代表

や委員会代表が参加した代表委員会

で役割分担などを話し合い、準備は

５年生を中心として各学級で行いま

した。

　２７人の６年生のみなさん。能古

見小での楽しい思い出を忘れず、中

学校でも大活躍してください。

“once in a blue moon” 

今月のキーフレーズ

№１４８

この表現は、「ごくまれに」という意味で使われます。 スティーブン先生

四 Filipino Words四
（ フ ィ リ ピ ン の 言 葉 ）

 Azul  :青　　　　
アズール

 Puti  :白　　　　
プティ

 Itim  :黒　　　　 
イティム

 Pula  :赤
プラ

（セレナ）　普段はどこにランニングに行くの？

（グレッグ）　ジムに走りに行くかな。でも、たまには公園

　　　　　　へ走りに行くよ。

Selena:
Greg:

Where do you usually go running?
I usually go to the gym to run, but once in a 
blue moon I go running in the park.

（マリック）　レイチェル、暇なとき何をするのが好き？

（レイチェル）　私、とても忙しいから普通暇な時間はないの。

　　　　　でもときにはボウリングに行くのが好きよ

Maric:

Rachel:

What do you like to do on your free time, 
Rachel?
I'm very busy and usually have no free time, 
but once in a blue moon I like to go bowling.

こんなときこのひとこと、学校だより
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今今すすぐぐややろろうう温温暖暖化化対対策策

エコドライブで温暖化対策！

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　エコドライブは、簡単に省エネができて二酸化炭素

の排出量も抑えることができます。交通事故の抑止に

もつながります。できることから始めましょう。

意外と見落としがちなタイヤの空気圧。空気圧が適正

値より不足すると、市街地で２％・郊外で４％程度の

燃費が悪化します。

タイヤの空気圧は大丈夫タイヤの空気圧は大丈夫？？その４

速度の変化が少ない方がより燃費の向上につながりま

す。車間距離が短くなるとムダな加速や減速が多くな

り、燃費が悪化します。

車間距離にゆとりをもっ車間距離にゆとりをもっててその２

発進のとき、最初の５秒で２０㎞ 程度を目安に約

１０％程度の燃費が改善します。

ふんわりアクセルで発ふんわりアクセルで発進進その１

信号が変わりそうなときなど、停止することが分かっ

たら早めにアクセルから足を離しましょう。エンジン

ブレーキが作動し、約２％の燃費向上になります。

アクセルを離して早めの減アクセルを離して早めの減速速その３

××

　希望にあふれた４月を迎えまし

た。満開の桜が、希望の空に彩り

を添えています。ワクワク感と同

時に、新たな出会いに緊張してい

る新入生や新社会人も多いのでは

ないでしょうか。

　昨年度の新入学児童もドキドキ

の一端を、「学校は楽しいかな。」

（鹿島小：ほりのうちわかなさん）、

「友だちできるかな。」（北鹿島小：

ますだほのかさん）と、人権作文

に書き表しています。

　それぞれの作文の文末には、

「自分が嬉しいとみんなも嬉しい、

みんなが嬉しいと私も嬉しくなる

ことに気付きました。」（わかなさ

ん）「一緒に遊ぼう、大丈夫と言わ

れるとすごく嬉しくて、心があっ

たかくなって『友だちは宝物』だ

と思います。」（ほのかさん）と集団

生活の中での学びを記してくれま

した。集団生活の中で、「安心・自

信・自由」を感じることができれ

ば、自尊感情とともに人権意識も

育つということが分かります。

『社会的弱者』（マイノリティー）

の人が『安心・自信・自由』を享

受するための合理的配慮には、社

会全体の人権感覚の成熟が不可欠

です。

　「三つ子の魂、百まで」の諺のと

おり、幼いうちの人権感覚磨きは

大切な学びだと思います。

　街中の駐車場でよく見かける

『車椅子マーク』や『点字ブロッ

ク』、公共の乗り物の優先席マー

クの意味を話してあげることが人

権意識につながる第一歩です。

　また、「カッコー、カッコー」「ピ

ヨピヨ」と鳴る信号機の役割も大

切な教材です。街中にある合理的

配慮に基づく安心マークや機器は、

自分の身近にいるマイノリティー

の存在を気付かせてくれます。

　新しい出会いの中で、「みんな

ちがってみんないい」という差別

の無い明るい社会づくりが始まる

ことを願っています。

新しい出会いの中で
～４月を『みんなちがって、みんないい』のスタートにしよう～
噛ご意見などをお寄せください　人権・同和対策課　緯０９５４（６３）２１２６

平成２９年度小中学校『人権標語』特選・準特選の作品を紹介します
あいさつは　なかよくなれる　あいことば　　こが　ゆりな（鹿島小２年）
言っちゃだめ　きずつくような　悪口を　　　峰松　一晟（古枝小４年）
武力だけ？　世界を一つに　つなげるの　　　冨岡　凜（西部中１年）

人権標人権標語語
紹紹　介介

温暖化対策・人権の輪
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エイブルからのお知らせなど

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

に行ってみよう

エイブル祭り　鈴木大地講演会
　今年も５月８日（火）～１３日（日）の６日間『エイブル祭り』を開催します。

　『エイブル祭り』は「エイブルに行こうよ！エイブルにおいでよ！」をテーマ

に、エイブル利用者の生涯学習の成果を発表する場です。

　８日のオープニングセレモニーでは、スポーツ庁長官　鈴木大地さんの講演

を予定しています。

オープニングセレモニー
と　　き　５月８日（火）

　１３時３０分　第１部　開会

　１５時　　　第２部　鈴木大地講演会

と　こ　ろ　エイブルホール（全席自由）

料　　金　無　料（要整理券）
※整理券は4月8日（日）からエイブル
　事務局で配布します。
　煙１人２枚まで
　煙配布枚数に達し次第終了

平成３０年
第１回えいぶる事業

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。えいぶる講座　募集中講座

受講料ところ開講期間講　師定員講　座　名

受講料
　４,０００円（８回分前納）
テキスト代
　１,０００円程度

研修室Ａ
４月１２日～６月１４日
［木曜日　全８回］
１０時～１２時

シニア情報生活

アドバイザー佐賀
１５人

パソコン教室
～文字入力から始めよう～
　※パソコンを持参してください

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
４月２１日（土）
１０時～１２時

福田　雅子さん２０人
公開講座
春のお茶会を楽しみましょう！
～梅茶・桜茶を美味しく楽しく～

ありがとう！図書館１００周年市　民
図書館

怯『１日こども図書館長』大募集！

　募集期間：４月１日（日）～１３日（金）

　図書館１００周年のオープニングイベントと

して、小学新１年生の中から『1日こども図書館

長』を募集します。

対　象　小学新１年生　　人　数　２人

活動日　４月２９日（祝）９時～１１時

内　容　１００周年オープニングのお手伝い、来館者の出迎え、貸出・返却作業など

怯『子ども図書館サポーター』募集　募集期間：４月６日（金）～２２日（日）

対　象　市内の小学4年生　　人　数　５人程度

活動期間　５月から１年間（年７～８回）　※希望者は更新あり

内　容　子ども向けイベントの準備や当日のお手伝いなど

怯赤ちゃん向けおはなし会変更のお知らせ

　『あんころもち』（毎週火曜日午後２時）と『きびだんご』（毎月第１・３水曜

日午後２時半）を一つにまとめて、新『あんころもち』となります！

対　象　０歳から３歳

と　き　毎週火曜日午後２時から　ところ　図書館おはなしのへや

～明君　 直彬 を支えた人々～
なおよし

　平成３０年は明治維新から１５０年にあ

たります。

　４月から６月にかけては、鹿島藩最後の

藩主 鍋島直彬を中心に、これまであまり

知られていない人物を含めた、幕末維新期

の鹿島を紹介する展示を行います。

　４月は『幕末維新期の鹿島群像』と題し

て、鍋島直彬の書や八沢 棣之進 が下賜され
ていのしん

た錦の御旗などを展示します。

　 第 １ 期 展 示

　　４月３日（火）～４月３０日（振休）

　　※４月３０日は開館しています

鹿島市明治維新 １５０年記念事業

幕末維新期の鹿島
床の間
コーナー

 　市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは
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　補助を希望される人は、着工前に

申請してください。

申請期限　平成３１年３月２９日（金）

補助金額　設置する太陽電池の最大出力（kW）

　　　　　に２万円を乗じた額（上限６万円）

対象工事

　①市内の既存または新築の住宅であることまた、屋根

　　などへの設置に適したもので、低圧配電線と逆潮流

　　有りで連結していること

　②太陽電池の最大出力が１０kW未満であること

　③補助対象経費が１kW当たり６５万円以下であること

　④設置工事は県内の業者が行うこと

申請に必要な書類

　①住民票（世帯全員記載）の写し

　②市税滞納のない証明

　③工事見積書（図面などを含む）の写し

　④施工前の写真

　⑤その他市長が必要と認める書類（該当者のみ）

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

 

　勤労者の皆さん、会議や勉強会に

勤労者福祉センターを利用しません

か？大駐車場、全室冷暖房完備です。

所　在　地　大字高津原３３５４番地（高津原）

設　　備　中会議室（約４５人）

　　　　　小会議室（約３０人）

　　　　　和室（１２畳）

利用料金　市内勤労者は全額免除対象

※市外の人の料金はお問い合わせください

 　勤労者福祉センター

　　　　　緯０９５４（６３）７４７６

おお知知ららせせ
太陽光発電設置補助金

のお知らせ

詳しくは

勤労者福祉センターを
利用しませんか

詳しくは

 

　浜町庄金地区に、伝統的家屋を改

修した移住体験施設が４月１日から

オープンします。鹿島に移住を考え

ているお知り合いの人などに、ぜひ、

ご案内ください。

 　都市建設課都市計画係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

 

　小学生を対象とした『わ・わ・わ

キッズゾーン』が、市民交流プラザ

『かたらい』４階にオープンします。

ぜひ、ご利用ください。

興利用は無料です

 　子育て支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）０８７４

移住体験施設（旧筒井家）
がオープンします

詳しくは

わ・わ・わキッズゾーン
オープン！

詳しくは

 

建家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

　チップ（EM入り）はいかがですか

　剪定した枝葉をチップ化し、それ

にEM菌を混ぜて発酵させました。

この堆肥を『袋詰め』やトラック

『バラ積み』で販売しています。

建各種作業の注文をお受けします

　『農作業各種』、『庭木の剪定』、『家

事』、『網戸、襖の張り替え』、『はが

き書き』など気軽にご相談ください。

建刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソー

などの刃物研ぎをお受けします。

と　　き　４月１９日（木）８時３０分～

　当日ご都合がつかない人は、前日

までにセンターへご持参ください。

建会員を常時募集しています

　毎日受け付けています。

対　　象　６０歳以上または来年3月

　　　　　までに６０歳になる人

説　明　会　４月１９日（木）９時３０分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

 　鹿島市シルバー人材センター

　　　　　緯０９５４（６３）０９７０

農作業、畑作業お受けします
鹿島市シルバー人材センター

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ

平成３０年２月分市長交際費の支出状況を公表します。

 　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

支出の相手方、行事名支出金額支出日区　分

供花１件１６,２００円２月４日弔　慰

鹿島機械金属工業会新年祝賀会・溶接技術競技会表彰式５,０００円２月９日祝　儀

環境功労者表彰受賞祝賀会５,０００円２月２１日会　費

鹿島錦名刺入れ（祐徳ロードレース道下選手おみやげ用）１５,０００円２月２１日接　遇

鹿島錦印鑑ケース（鹿島酒蔵ツーリズム２０１８協賛）５,４００円２月２７日その他

４月からの累計　４２１,２０１円４６,６００円合　計

市長交際費の支出状況

 

※（　）内は前年比　　　栢守ろう交通ルール　高めよう交通マナー

怯その他・・・・４月から新年度となり、運転に不慣れな初心運転者や道路に不

慣れな児童が多くなる時期です。初心者マークと黄色いランドセルカバーを

見かけたら、思いやり運転を心がけましょう。

 　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１

平成３０年２月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

詳しくは

物 損 事 故 数傷 者 数死 者 数人 身 事 故 数
（＋２８１）３,５４５件（＋０２８）１,４４０人（＋０２）４人（－０２０）１,０６９件佐 賀 県 内
（＋０３５）２２０件（－００１）６７人（－０１）０人（＋００２）６７件鹿島警察署管内
（＋０３０）１２３件（＋０１４）５６人（　００）０人（　０００）３８件鹿 島 市 内
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　鹿島の自然や歴史に興味のある人、

もっと鹿島をＰＲしたい人を対象に、

有明海干潟、鹿島の魅力を伝える干

潟案内人養成講座を開催します。

　ぜひ参加してください。

内　　容　月１回、半日程度の講義

　　　　　・野外活動など

参　加　費　無料

申込期限　５月１８日（金）

 　

　環境下水道課ラムサール条約推進室

　緯０９５４（６３）３４１６

 

　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。一緒にふ

るさとの歴史を楽しみましょう。

時　　間　１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　田澤記念館（城内）

資　料　代　２００円

講師・内容

噛４月５日（木）

　第３１回総会（終了後、講演）

　演題　『鹿島にいた勤皇の志士』

　講師　　口久俊さん（鹿島市長）

噛５月９日（水）　

　演題　『歴史と街なみ』

　講師　馬場泰造さん

　　　　（鹿島市文化財保護審議委員）

噛６月８日（金）

　現地研修　

　　肥前さが幕末維新博覧会

　　　　　（幕末維新記念館）見学

　集　　合　鹿島市役所前　

　出　　発　９時３０分

　定　　員　22人

　参　加　費　１,２００円

 　鹿島史談会事務局　杉谷

　　　　　緯０９５４（６３）２４８７

講講座座・・教教室室

干潟案内人養成講座

申込・問合せ先

鹿島史談会
鹿島の歴史講座のご案内

詳しくは

 

　『ロコモティブシンドローム』につ

いて医師の講演、ゆうあい一座によ

る『にわか劇』で分かりやすく説明

します。長生きを支える、足腰作り

をはじめましょう！

と　　き　４月２７日（金）１８時～

と　こ　ろ　エイブルホール

定　　員　３００人程度

参　加　費　無料

 　織田病院連携センター　神代

　　　　　緯０９５４（６３）３２７５

 

　健康づくりに（特に風邪に弱い人）、

免疫力と自然治癒力を高める気功を

やってみませんか。

と　　き　毎週火曜日

　　　　　１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階

参　加　費　無料

 　

　島本　緯０９５４（６３）３３６６

　平山　緯０９５４（６２）６５７３

 

 

　鹿島市ジュニアリーダーズクラブ

は、中学生・高校生を中心に活動す

る青少年ボランティアグループです。

　地域のお兄さんお姉さんとして、

『わんぱくスクール』の催しやイベ

ントを企画し、子どもたちのお世話

や指導をしています。みんなで楽し

く活動して、思い出をたくさん作り

ませんか？

　初めてでも大歓迎！いつでも入会

できますので、皆さんも一緒にジュ

ニアリーダーとして活動しましょう。

入会資格　

　中学１年生～高校３年生

 　

　生涯学習課社会教育・文化係

　緯０９５４（６３）２１２５

ゆうあい公開セミナー

詳しくは

気功教室　参加者募集

詳しくは

募募 集集
鹿島市ジュニアリーダー

大募集！

詳しくは

 

　活動は“楽しく”を中心に、いろい

ろな体験を通じて自分を高め、家庭

や郷土のために役立つ人間をつくる

目的で行っています。

と　　き　月１回日曜日（予定）

　　　　　［年１０回程度］

と　こ　ろ　田澤記念館

対　　象　小学３年生～６年生

定　　員　２０人

参　加　費　無料

 　田澤記念館

　　　　　緯０９５４（６３）１６２２

 

対　象　者　求職者

訓練期間　６月５日（火）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

申込期限　４月２５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

 

　難聴で聞こえにくい人などに音声

情報を文字にして伝える要約筆記者

の知識や技術を学ぶ講座です。

と　　き　４月２８日～９月２９日

　　　　　（毎週土曜日）[全２１回]

と　こ　ろ　武雄市文化会館

受講資格　胸ノートパソコンを持参できる人

　　　　　胸受講後、要約筆記者として活動できる人

定　　員　１０人

参　加　費　３,４００円（テキスト代）

募集締切　４月２１日（土）

 　佐賀県聴覚障害者サポートセンター

　　　　　緯０９５２（４０）７７００

田澤少年クラブに
参加しませんか

詳しくは

平成３０年６月期
職業訓練受講生募集

詳しくは

要約筆記者養成講座
受講生募集

詳しくは

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

情報掲示板　愚　講座・教室・募集
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　詳細は下記に連絡し、願書をお取

り寄せください。

　

 

 　自衛隊武雄地域事務所

　　　　緯０９５４（２３）８３０４

 

 

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　４月１５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）

　１２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

　２６日（木）市民会館２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

　１２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

採採用用・・試試験験
平成３０年度
自衛官採用試験

一次試験受　付受験資格募集種目

５月１２日

　　１３日

５月１日

まで

２２歳以上

２６歳未満

一般幹部

候　補　生

５月１９日

６月１６日

年間を通じて

行っています

１８歳以上

２７歳未満

自衛官候補生

（男子）

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

その他の相談

狂人権相談　かたらい３階会議室

　５日（木）１０時～１５時

狂厚生年金・国民年金相談　

　新世紀センター２階会議室１

　３・１７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２階第５会議室

　毎週月・金曜日（振替休日を除く）

　９時３０分～１２時、１３時～１６時

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

　１８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

　２４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２階第５会議室

　２４日（火）１３時３０分～１６時３０分

狂住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　１４日（土）１０時～１２時

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

　１８日（水）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（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

 

 

　県内や全国的にも名高い産地、福

岡県田主丸町、久留米市などから、

植木・盆栽・園芸資材が集まります。

ぜひ、お越しください。

と　　き　４月２１日（土）～５月６日（日）

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社大駐車場

 　鹿島市観光案内所

　　　　　緯０９５４（６０）５１４５

 

　フロッグコーラス５５周年

　女声コーラスさくら１５周年

　鹿島の歌３曲をお土産に、女声

コーラスらしい曲を歌います。ぜひ、

ご来場ください。

と　　き　４月１４日（土）１４時～

と　こ　ろ　エイブルホール

入　場　料　一般　　　　　　５００円

　　　　　小学生～高校生　３００円

 　

　向井　緯０９５４（６２）６４３５

　愛野　緯０９５２（４１）１１０７

 

狂消防団入退団式　

　１日（日）９時３０分～　市民会館

狂消防団新入団員および班長以上幹部訓練

　８日（日）８時～　祐徳グラウンド

狂旭ヶ岡公園桜まつり　

　～４日（水）　旭ヶ岡公園

狂平成３０年度始業式（市内小中学校）

　６日（金）

狂平成３０年度入学式（市内小中学校）

　１１日（水）

イイベベンントト

春の祐徳植木市

詳しくは

スプリングコンサート

詳しくは

その他のイベント

情報掲示板　愚　採用・試験・相談・イベント

　市民会館は、昭和４１年（１９６６年）に竣工し、今年で５２年になり

ます。老朽化が進んでいることから、現在新しい市民会館の建設が計画

されています。そのため、平成３１年４月１日以降分の会館使用の予約

ができませんのでご注意ください。
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橋　 　鹿島市民会館　緯０９５４（６３）２１０５詳しくは

鹿島市民会館　鹿島市民会館はは
平成３１年３月末で閉館予定で　　平成３１年３月末で閉館予定ですす
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　２月２５日、祐徳稲荷神社参道をスタート・ゴールと

する公認鹿島祐徳ロードレース大会が開催されました。

　当日は、箱根駅伝で４連覇を果たした青山学院大学を

はじめ、県内外から多数の有力選手が力強く早春の肥前

路を駆ける一方、家族連れでさわやかな汗を流す一般参

加者や応援する仲間たちなど、大勢の人たちで１日にぎ

わいました。

　また、リオデジャネイロパラリンピック陸上女子マラ

ソン銀メダリストで、昨年１２月に山口県防府市で行わ

れたマラソンで世界新記録を樹立した 道下 
みちした

 美里 選手も招
みさと

待選手として参加され、沿道からの声援に笑顔で応えら

れていました。

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話まちの話題題

力走！公認鹿島祐徳ロードレー力走！公認鹿島祐徳ロードレースス


