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　１１月１１日、ラムサール条約登録湿地肥前鹿島干潟付近の海
岸道路で、肥前鹿島干潟リレーマラソン大会が行われました。見
事な秋晴れの下、１０km、２０km、４２.１９５kmの３部門が行
われ、６１チーム３１９人が海岸道路を完走しました。また、会
場では地元野菜をふんだんに使った豚汁と肥前鹿島干潟ラムサー
ル米が振舞われ、たくさんの人でにぎわいました。
 参加したランナーの皆さんは「天気も晴れて気持ちよく走れた。
コースも走りやすかった」と笑顔で話されました。

肥前鹿島干潟
　リレーマラソン大会
肥前鹿島干潟
　リレーマラソン大会

　１１月４日、七浦地区でオレンジロードのんびりウォークが開催さ
れました。道の駅鹿島を出発し、途中、芋掘りやみかん狩りをしなが
ら約１２kmを歩きました。天候に恵まれ、同時に開催されたかかし
祭りなど、たくさんの人でにぎわいました。
　参加した子どもたちは「大きな芋を掘ることができたし、みかんも
甘くておいしかった」と楽しそうに話し、今回で２回目という親子は
「空も晴れてのんびり歩きながら散策できた。ゆっくりとした時間を
過ごせてとてもよかった」と笑顔でした。
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長年にわたり農業協同組合役員と

して、地域農業の振興に貢献。

市 産業振興 織田　博吉　さん

長年にわたり古枝小学校・西部中
学校の学校薬剤師として、児童生
徒の健康指導と学校保健の向上に
貢献。

市 保健衛生 矢野　美代子　さん

長年にわたり北鹿島小学校の学校

薬剤師として、児童の健康指導と

学校保健の向上に貢献。

市 保健衛生 山口　弥生　さん

長年にわたり鹿島市食生活改善推

進協議会会長として、食育の推進

と市民の健康づくりに貢献。

市 保健衛生 　渡　眞知子　さん

長年にわたり鹿島市環境衛生推進

協議会役員として、環境保全と環

境教育に貢献。

市 保健衛生 武富　孝子　さん

長年にわたり鹿島市遺族会会長お

よび七浦地区遺族会会長として、

戦没者遺族援護に尽力。

市 その他の功労 中島　德明　さん

長年にわたり国・県が実施する基

幹統計および各種調査の調査員と

して、統計行政に貢献。

市 その他の功労 下田　サチ子　さん

みかん栽培において工夫をこらし

根域制限栽培に取り組み果樹栽培

経営の模範となられた功績。

市 その他の功労 　故　國清　博美　さん
國清　ツル子　さん

長年にわたり職業訓練指導員とし

て多くの建築技術者を輩出し、地

域の技能教育発展に貢献。

市 その他の功労 林田　政春　さん

長年にわたり民生委員・児童委員

として、地域福祉の向上に貢献。

市 社会福祉 藤永　勝之　さん

長年にわたり民生委員・児童委員

として、地域福祉の向上に貢献。

市 社会福祉 藤家　耕子　さん

長年にわたり民生委員・児童委員

として、地域福祉の向上に貢献。

市 社会福祉 田中　勝子　さん

長年にわたり民生委員・児童委員

として、地域福祉の向上に貢献。

市 社会福祉 木原　節子　さん

１１月１５日、統計調査に功労のあった人たちに対する表彰式が県庁で行われ、２人が受賞されました。

平成３０年度統計功績者表彰（厚生労働大臣表彰）

　　　　林田　静子　さん（中牟田） 平成２９年度毎月勤労統計調査の統計調査員として従事し、

正確に調査員としての役割を果たされました。

平成３０年度佐賀県統計功労者知事表彰

　　　　石橋　孝治　さん（小宮道） 5年以上にわたり統計調査員として積極的に従事し、各種

統計調査に尽力されました。

統計調査員の表彰
鹿島市と市教育委員会で
　表彰された受賞者を紹介します

Ｗ受賞Ｗ受賞

　１１月８日、地方自治や社

会福祉、教育文化体育などの

６分野で市政に功労のあった

人たちに対する鹿島市表彰式

が市庁舎大会議室で行われ、

１７人が受賞されました。

市政功労者
表彰

長年にわたり鹿島市社会同和教育

地域推進員として、社会同和教育

の発展に貢献。また、鹿島市図書

館協議会委員として、鹿島市の図

書館の振興発展に貢献。

市 教育文化体育
教 社会教育

福川　清治　さん

長年にわたり教育者として、生徒

の学力向上と教職員の指導力向上

に尽力され、学校教育の振興発展

と人材育成に貢献。

市 その他の功労
教 学校教育

白仁田　茂　さん

長年にわたり鹿島市嘱託員として、

地方自治の発展と住民福祉の向上

に貢献。

市 自　治 小柳　　宏　さん

長年にわたり鹿島市議会議員とし

て、地方自治の発展と住民福祉の

向上に貢献。

市 自　治 福井　正　さん

－鹿島市表彰受賞者の紹介－
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文化・スポーツの結果

鹿島市体育協会副会長や鹿島市体

育指導委員として、スポーツの振

興発展に貢献。

教 社会体育スポーツ 野中　由美子　さん

鹿島市スポーツ推進委員として、

スポーツの振興発展に貢献。

教 社会体育スポーツ 峰松　寛　さん

鹿島市スポーツ推進委員として、

スポーツの振興発展に貢献。

教 社会体育スポーツ 小池　美紀　さん

第６９回九州ソフトテニス選手権

大会シニア男子７５歳の部優勝。

教 感謝状 杉原　潔　さん 教 感謝状 山口　和廣　さん

平成３０年度西日本シニアソフト

テニス選手権大会シニア男子７０

歳の部第３位。

第７３回国民体育大会レスリング

競技成年男子５７kg級第５位。

教 感謝状 田代　拓海　さん

第５９回全九州高等学校レスリン

グ競技男子個人９２kg級第２位。

教 感謝状 芹川　力亜　さん

教 感謝状 今村　莉花　さん

第７１回全国高等学校陸上競技対

抗選手権大会北九州地区予選女子

４００ｍ・４００ｍハードル優勝。

第７３回国民体育大会ウェイトリ

フティング競技５６kg級第７位。

教 感謝状 嶋江　大悟　さん

子どもの読書を推進する活動に取り組まれ、

その優れた実践は、学校の名誉を高めた。

教 学校教育 鹿島市立浜小学校

　１０月２４日、市の教育に

関する分野に功績のあった人

たちに対する市教育委員会表

彰式が、市庁舎大会議室で行

われ、１４人・１団体が受賞

されました。

市の教育に
関する貢献を

たたえて

鹿島市教育委員会教育委員長およ

び教育委員として、鹿島市の教育

の振興発展に貢献。

教 教育行政 田中　　昭　さん

鹿島市スポーツ推進委員として、

スポーツの振興発展に貢献。

教 社会体育スポーツ 馬場　玉枝　さん

 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）

文化・スポーツの結果文化・スポーツの結果

皐佐賀県七夕書き方会

　【硬筆の部】　特選　古賀　優莉奈（鹿島小３年）

　　　　　　　　　　鍋島　朝雅（鹿島小４年）

　　　　　　　　　　馬郡　虹（北鹿島小４年）

　　　　　　　　　　馬郡　世界（西部中１年）

　【毛筆の部】　特選　北村　紳（東部中１年）

　　　　　　　　　　山口　弥海（西部中３年）

皐青少年読書感想文コンクール県審査

　最優秀賞　古賀　妃奈乃（鹿島小５年）

　　優秀賞　野中　結衣（能古見小２年）

　　優良賞　宮﨑　温子（西部中１年）

　　　　　　安永　貴史（東部中３年）

皐佐賀県小学校児童文集

　きらり賞　松浦　心花（明倫小５年）

　準きらり賞　堀之内　和奏（鹿島小２年）

　　　　　　　中村　楓（古枝小３年）

皐佐賀県スピーチコンテスト

　銀賞　　口　雅琳（東部中３年）

皐第24回ＪＦさが海の子作品展

　佐賀県有明海漁協組合長賞

　　　　江島　俊瑛（北鹿島小１年）

　全漁連会長賞

　　　　北村　紳（東部中１年）

皐ＳＦＡ第９回全日本女子ユース（Ｕ15）

　　　　　　　　　フットサル大会佐賀県大会

　開　催　日　10 月７日（白岩体育館）

　　優勝　ＶＩＶＡ四ＲＥＶ

　　　　　江口　玲亜（西部中３年）　堀　朱里（西部中３年）

　　　　　井手　花香（西部中３年）　　　　

皐第42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（白石社会体育館）

　　優勝　野中　龍臥（鹿島小４年）

　　２位　天野　春馬（浜小３年）

　　３位　松本　龍磨（浜小３年）

皐第71回県民体育大会《なぎなた競技》

　開　催　日　10 月 20 日（嬉野市社会文化会館）

　【演技競技・個人試合　小学校上学年の部】　

　　優勝　大谷　舞桜（明倫小６年）

　【演技競技　小学校低学年の部】　

　　２位　大谷　実穂（明倫小２年）

皐佐賀県中学生新人ソフトテニス大会

　開　催　日　10 月８日（松浦河畔公園）　

　　優勝　林田　大和（西部中２年）・中島　繋人（西部中１年）

第４２回全日本中学ボーリング選

手権大会女子の部優勝。

教 感謝状 中島　望結　さん

－市教育委員会表彰－
受賞者の紹介

１０月２０日・２１日に開催された第２１回県民

体育大会で、鹿島市は、市の部・町の部合わせた

総合順位で７位となり、昨年の１１位から順位を

大きく上げたとして躍進賞に輝きました。

　鹿島市は、バレーボール、サッカー、弓道、

ゲートボールで優勝。その他の競技でも上位に入

る活躍で４９６.５点（総合得点）を獲得し、６位

にあと１点差と迫る成績でした。

鹿島市 　躍進賞！鹿島市 　躍進賞！

第７１回県民体育大会第７１回県民体育大会

皆さん
おめでとう
　ございます！

　生涯学習課スポーツ係
　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは
栢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
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文化・スポーツの結果

鹿島市体育協会副会長や鹿島市体

育指導委員として、スポーツの振

興発展に貢献。

教 社会体育スポーツ 野中　由美子　さん

鹿島市スポーツ推進委員として、

スポーツの振興発展に貢献。

教 社会体育スポーツ 峰松　寛　さん

鹿島市スポーツ推進委員として、

スポーツの振興発展に貢献。

教 社会体育スポーツ 小池　美紀　さん

第６９回九州ソフトテニス選手権

大会シニア男子７５歳の部優勝。

教 感謝状 杉原　潔　さん 教 感謝状 山口　和廣　さん

平成３０年度西日本シニアソフト

テニス選手権大会シニア男子７０

歳の部第３位。

第７３回国民体育大会レスリング

競技成年男子５７kg級第５位。

教 感謝状 田代　拓海　さん

第５９回全九州高等学校レスリン

グ競技男子個人９２kg級第２位。

教 感謝状 芹川　力亜　さん

教 感謝状 今村　莉花　さん

第７１回全国高等学校陸上競技対

抗選手権大会北九州地区予選女子

４００ｍ・４００ｍハードル優勝。

第７３回国民体育大会ウェイトリ

フティング競技５６kg級第７位。

教 感謝状 嶋江　大悟　さん

子どもの読書を推進する活動に取り組まれ、

その優れた実践は、学校の名誉を高めた。

教 学校教育 鹿島市立浜小学校

　１０月２４日、市の教育に

関する分野に功績のあった人

たちに対する市教育委員会表

彰式が、市庁舎大会議室で行

われ、１４人・１団体が受賞

されました。

市の教育に
関する貢献を
たたえて

鹿島市教育委員会教育委員長およ

び教育委員として、鹿島市の教育

の振興発展に貢献。

教 教育行政 田中　　昭　さん

鹿島市スポーツ推進委員として、

スポーツの振興発展に貢献。

教 社会体育スポーツ 馬場　玉枝　さん

 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）

文化・スポーツの結果文化・スポーツの結果

皐佐賀県七夕書き方会

　【硬筆の部】　特選　古賀　優莉奈（鹿島小３年）

　　　　　　　　　　鍋島　朝雅（鹿島小４年）

　　　　　　　　　　馬郡　虹（北鹿島小４年）

　　　　　　　　　　馬郡　世界（西部中１年）

　【毛筆の部】　特選　北村　紳（東部中１年）

　　　　　　　　　　山口　弥海（西部中３年）

皐青少年読書感想文コンクール県審査

　最優秀賞　古賀　妃奈乃（鹿島小５年）

　　優秀賞　野中　結衣（能古見小２年）

　　優良賞　宮﨑　温子（西部中１年）

　　　　　　安永　貴史（東部中３年）

皐佐賀県小学校児童文集

　きらり賞　松浦　心花（明倫小５年）

　準きらり賞　堀之内　和奏（鹿島小２年）

　　　　　　　中村　楓（古枝小３年）

皐佐賀県スピーチコンテスト

　銀賞　　口　雅琳（東部中３年）

皐第24回ＪＦさが海の子作品展

　佐賀県有明海漁協組合長賞

　　　　江島　俊瑛（北鹿島小１年）

　全漁連会長賞

　　　　北村　紳（東部中１年）

皐ＳＦＡ第９回全日本女子ユース（Ｕ15）

　　　　　　　　　フットサル大会佐賀県大会

　開　催　日　10 月７日（白岩体育館）

　　優勝　ＶＩＶＡ四ＲＥＶ

　　　　　江口　玲亜（西部中３年）　堀　朱里（西部中３年）

　　　　　井手　花香（西部中３年）　　　　

皐第42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（白石社会体育館）

　　優勝　野中　龍臥（鹿島小４年）

　　２位　天野　春馬（浜小３年）

　　３位　松本　龍磨（浜小３年）

皐第71回県民体育大会《なぎなた競技》

　開　催　日　10 月 20 日（嬉野市社会文化会館）

　【演技競技・個人試合　小学校上学年の部】　

　　優勝　大谷　舞桜（明倫小６年）

　【演技競技　小学校低学年の部】　

　　２位　大谷　実穂（明倫小２年）

皐佐賀県中学生新人ソフトテニス大会

　開　催　日　10 月８日（松浦河畔公園）　

　　優勝　林田　大和（西部中２年）・中島　繋人（西部中１年）

第４２回全日本中学ボーリング選

手権大会女子の部優勝。

教 感謝状 中島　望結　さん

－市教育委員会表彰－
受賞者の紹介

１０月２０日・２１日に開催された第２１回県民

体育大会で、鹿島市は、市の部・町の部合わせた

総合順位で７位となり、昨年の１１位から順位を

大きく上げたとして躍進賞に輝きました。

　鹿島市は、バレーボール、サッカー、弓道、

ゲートボールで優勝。その他の競技でも上位に入

る活躍で４９６.５点（総合得点）を獲得し、６位

にあと１点差と迫る成績でした。

鹿島市 　躍進賞！鹿島市 　躍進賞！

第７１回県民体育大会第７１回県民体育大会

皆さん
おめでとう
　ございます！

　生涯学習課スポーツ係
　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは
栢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
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３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）勤務時間（標準的なもの）

１週間の正規の労働時間
３８時間４５分

１日の正規の労働時間
７時間４５分

開始時刻
８時３０分

終了時刻
１７時１５分

休憩時間
１２時～１３時

（２）年次有給休暇の取得状況（平成 29 年１月１日～平成 29 年 12 月 31 日）
総付与日数（Ａ）
８,０１０日

総取得日数（Ｂ）
１,９２７日

全対象職員数（Ｃ）
２０９人

平均取得日数（Ｂ）/（Ｃ）
９.２日

消化率（Ｂ）/（Ａ）
２４.１％

※全対象職員数は、当該期間中に採用・退職した者および休業等の事由がある職員を除きます。

（３）時間外勤務および休日勤務等の状況
時間外・休日勤務

総時間数

３２,８９６時間

※総時間数には振替時間を含みます。

職員１人当たりの時間外・
休日勤務月平均時間数

１４.２時間

（４）育児休業等の取得状況
区分

平成29年度に新たに取得した職員

男性職員

０
０

女性職員

２
３平成28年度以前から引き続き取得している職員

有給・無給休暇の種類 付与日数・期間等
有給①公民権行使のための休暇 必要と認める期間
有給②裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭するための休暇 必要と認める期間
有給③骨髄提供のための休暇 必要と認める期間
有給④結婚休暇 ７日
有給⑤妊産婦のつわり休暇 ７日の範囲内で必要と認める期間

有給⑥妊産婦の健康診査等のための休暇
妊娠６月末までは４週間に１回、７月から９月末までは２週間に１回、10月から分べんまでは
１週間に１回、産後１年まではその間に１回とし、１日の正規の勤務時間内で必要と認める期間

有給⑦出産休暇 出産予定日前８週間（多胎妊娠の場合は１4 週間）に当たる日から出産の日後８週間目に当たる日までの範囲内の期間
有給⑧生後満１歳に達しない子を育てるための休暇 １日２回（１回につき 45 分）
有給⑨妻の出産に伴う休暇 ３日の範囲内で必要と認める期間
有給⑩出産の際、子を養育するための休暇 出産予定日前８週間（多胎妊娠の場合は１4週間）前の日から出産の日後８週間を経過する日までの期間内における５日の範囲内の期間
有給⑪子の看護のための休暇 １年に５日（２人以上 10 日）の範囲内で必要と認める期間
有給⑫短期の介護休暇 １年に５日（２人以上 10 日）の範囲内で必要と認める期間
有給⑬生理休暇 ２日の範囲内で必要とする期間
有給⑭忌引 死亡者の区分に応じ１日から 10 日の範囲内
有給⑮夏季休暇 ３日の範囲内の期間
有給⑯災害または交通機関の事故等による休暇 必要と認める期間
有給⑰ボランティア休暇 １年に５日の範囲内で必要と認める期間

（５）特別休暇の状況

４．職員の分限および懲戒処分の状況
（１）分限処分者数

処分事由

職制、定数の改廃、予算減少により廃職、過員を生じた場合

降任 免職 休職
0人

0人 0人 8人
0人
0人
0人

処分の種類
降給 合計

0人
0人 8人

0人
0人
0人

0人
0人 0人 8人

0人
0人 8人

勤務実績がよくない場合

心身の故障の場合

職に必要な適格性を欠く場合

刑事事件に関し起訴された場合

条例で定める事由による場合

合計

戒告 減給 停職

1人 0人 0人

1人 0人 0人

0人 0人 0人

処分の種類
免職 合計

0人 1人

0人 1人

0人 0人

2人 0人 0人 0人 2人

処分事由

法律または条例、規則若し
くは規程に違反した場合

職務上の義務に違反または
職務を怠った場合

全体の奉仕者たるにふさわ
しくない非行のあった場合

合計

（２）懲戒処分者数

５．職員の服務の状況
（１）公益法人等への一般職の地方公務員の
　　派遣等に関する法律に基づく派遣の状況

許可件数
０

営利企業等の従事内容
営利を目的とする会社の役員等に就任する場合

（２）営利企業等の従事許可の状況

派遣先法人 人数
1人鹿島市社会福祉協議会

０自ら営利を目的とする私企業を営む場合

10報酬を得て事業または事務に従事する場合

６．職員の退職管理の状況
平成 29 年度退職者（1７人）の再就職状況

人数
8人

区分
退職者のうち市役所に採用した者

5人再任用職員

3人嘱託職員等

3人退職者のうち市役所以外へ再就職した者

0人民間企業等

2人国および他の地方公共団体

※

1人その他　法人等

※退職者からの再就職の状況に係る届出等に基づきます。

７．職員の福祉および利益の保護の状況

受診者数
102人

健康診断の種類

定期健康診断

（１）健康診断の実績

基本検診

99人胸部Ｘ線

24人胃検診

8人肝炎ウイルス検診

人間ドッグ 141人
婦人（子宮がん）検診 10人
婦人（乳がん）検診 1人

ＶＤＴ健診 50人

申請件数
1

区分
公務災害

（２）公務員災害補償
認定件数

1
不認定件数

０
0通勤災害 ０ ０

事業名称
職員互助会福利厚生事業

（３）福利厚生事業
決算額

6,418千円

公費負担額
1,973千円

実施主体
鹿島市職員互助会

（４）勤務条件に関する措置の要求の状況
　　該当なし

（５）不利益処分に関する審査請求の状況
　　該当なし

２．職員の人事評価の状況

評価対象職員

（２）勤務成績の評定（平成 30 年４月１日現在）
全職員

評価者 課長、部長、副市長
評価方法 勤務概評の総合評定をＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの５段階評価

勤務評定の活用方法 普通昇給の決定

（１）人事評価制度の概要（平成 30 年４月１日現在）
評価の目的 職員の能力開発および人材育成に活用する

評価者

被評価者
部長級
課長級

部長級および課長級以外の職員

第１次評価者
副市長

部長級、教育長
課長級

第２次評価者
－

副市長
部長級、教育長

評価期間 ４月１日から１２月３１日まで
被評価者の範囲 すべての一般職の職員（派遣、休業等の職員を除く）

評価方法 能力評価および目標評価の結果を基に、Ａ・Ｂ・Ｃの３段階評価
人事評価の活用方法 人事管理の一部に活用

評価内容 能力評価および目標評価

　総務課職員係　緯０９５４（６３）２１１３詳しくは

平成２９年度　市の人事行政の運営等を公表します

男性 女性 計
2人 4人 6人
2人 0人 2人
1人 0人 1人
0人 1人 1人

5人 5人 10人

競争試験
男性 女性 計
1人 0人 1人
1人 0人 1人
0人 0人 0人
0人 0人 0人

2人 0人 2人

選考
男性 女性 計
5人 1人 6人
1人 0人 1人
0人 0人 0人
0人 1人 1人

7人 2人 9人

再任用
区分

一般事務

合計

職
種

（２）職員の採用の状況（平成 30 年４月１日付）

男性 女性 計
0人 18人 18人
0人 0人 0人
0人 0人 0人
0人 0人 0人

0人 18人 18人

競争試験（任期付）

0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 1人 0人 0人 0人

１．職員の任免および職員数に関する状況

受験
者数

23人

区分

一般事務Ａ

（１）職員の競争試験の状況

6人

最終
合格者数

26人

フル勤務
2人

3人一般事務Ｂ 0人
0人土木Ｃ 0人
4人土木Ｄ 2人
0人建築Ｅ 0人
2人保健師Ｆ 1人

22人社会人経験者 0人
1人建築（追加募集） 1人

一般事務（任期付）
短時間勤務
17人

81人合計 29人

土木
建築

保健師
その他

男性
5人
2人
3人
3人

13人

女性
2人
1人
1人
0人
4人

区分
定年退職
勧奨退職
その他

再任用後の離職
合計

計
7人
3人
4人
3人

17人

（３）職員の退職の状況
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３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）勤務時間（標準的なもの）

１週間の正規の労働時間
３８時間４５分

１日の正規の労働時間
７時間４５分

開始時刻
８時３０分

終了時刻
１７時１５分

休憩時間
１２時～１３時

（２）年次有給休暇の取得状況（平成 29 年１月１日～平成 29 年 12 月 31 日）
総付与日数（Ａ）
８,０１０日

総取得日数（Ｂ）
１,９２７日

全対象職員数（Ｃ）
２０９人

平均取得日数（Ｂ）/（Ｃ）
９.２日

消化率（Ｂ）/（Ａ）
２４.１％

※全対象職員数は、当該期間中に採用・退職した者および休業等の事由がある職員を除きます。

（３）時間外勤務および休日勤務等の状況
時間外・休日勤務

総時間数

３２,８９６時間

※総時間数には振替時間を含みます。

職員１人当たりの時間外・
休日勤務月平均時間数

１４.２時間

（４）育児休業等の取得状況
区分

平成29年度に新たに取得した職員

男性職員

０
０

女性職員

２
３平成28年度以前から引き続き取得している職員

有給・無給休暇の種類 付与日数・期間等
有給①公民権行使のための休暇 必要と認める期間
有給②裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭するための休暇 必要と認める期間
有給③骨髄提供のための休暇 必要と認める期間
有給④結婚休暇 ７日
有給⑤妊産婦のつわり休暇 ７日の範囲内で必要と認める期間

有給⑥妊産婦の健康診査等のための休暇
妊娠６月末までは４週間に１回、７月から９月末までは２週間に１回、10月から分べんまでは
１週間に１回、産後１年まではその間に１回とし、１日の正規の勤務時間内で必要と認める期間

有給⑦出産休暇 出産予定日前８週間（多胎妊娠の場合は１4 週間）に当たる日から出産の日後８週間目に当たる日までの範囲内の期間
有給⑧生後満１歳に達しない子を育てるための休暇 １日２回（１回につき 45 分）
有給⑨妻の出産に伴う休暇 ３日の範囲内で必要と認める期間
有給⑩出産の際、子を養育するための休暇 出産予定日前８週間（多胎妊娠の場合は１4週間）前の日から出産の日後８週間を経過する日までの期間内における５日の範囲内の期間
有給⑪子の看護のための休暇 １年に５日（２人以上 10 日）の範囲内で必要と認める期間
有給⑫短期の介護休暇 １年に５日（２人以上 10 日）の範囲内で必要と認める期間
有給⑬生理休暇 ２日の範囲内で必要とする期間
有給⑭忌引 死亡者の区分に応じ１日から 10 日の範囲内
有給⑮夏季休暇 ３日の範囲内の期間
有給⑯災害または交通機関の事故等による休暇 必要と認める期間
有給⑰ボランティア休暇 １年に５日の範囲内で必要と認める期間

（５）特別休暇の状況

４．職員の分限および懲戒処分の状況
（１）分限処分者数

処分事由

職制、定数の改廃、予算減少により廃職、過員を生じた場合

降任 免職 休職
0人

0人 0人 8人
0人
0人
0人

処分の種類
降給 合計

0人
0人 8人

0人
0人
0人

0人
0人 0人 8人

0人
0人 8人

勤務実績がよくない場合

心身の故障の場合

職に必要な適格性を欠く場合

刑事事件に関し起訴された場合

条例で定める事由による場合

合計

戒告 減給 停職

1人 0人 0人

1人 0人 0人

0人 0人 0人

処分の種類
免職 合計

0人 1人

0人 1人

0人 0人

2人 0人 0人 0人 2人

処分事由

法律または条例、規則若し
くは規程に違反した場合

職務上の義務に違反または
職務を怠った場合

全体の奉仕者たるにふさわ
しくない非行のあった場合

合計

（２）懲戒処分者数

５．職員の服務の状況
（１）公益法人等への一般職の地方公務員の
　　派遣等に関する法律に基づく派遣の状況

許可件数
０

営利企業等の従事内容
営利を目的とする会社の役員等に就任する場合

（２）営利企業等の従事許可の状況

派遣先法人 人数
1人鹿島市社会福祉協議会

０自ら営利を目的とする私企業を営む場合

10報酬を得て事業または事務に従事する場合

６．職員の退職管理の状況
平成 29 年度退職者（1７人）の再就職状況

人数
8人

区分
退職者のうち市役所に採用した者

5人再任用職員

3人嘱託職員等

3人退職者のうち市役所以外へ再就職した者

0人民間企業等

2人国および他の地方公共団体

※

1人その他　法人等

※退職者からの再就職の状況に係る届出等に基づきます。

７．職員の福祉および利益の保護の状況

受診者数
102人

健康診断の種類

定期健康診断

（１）健康診断の実績

基本検診

99人胸部Ｘ線

24人胃検診

8人肝炎ウイルス検診

人間ドッグ 141人
婦人（子宮がん）検診 10人
婦人（乳がん）検診 1人

ＶＤＴ健診 50人

申請件数
1

区分
公務災害

（２）公務員災害補償
認定件数

1
不認定件数

０
0通勤災害 ０ ０

事業名称
職員互助会福利厚生事業

（３）福利厚生事業
決算額

6,418千円

公費負担額
1,973千円

実施主体
鹿島市職員互助会

（４）勤務条件に関する措置の要求の状況
　　該当なし

（５）不利益処分に関する審査請求の状況
　　該当なし

２．職員の人事評価の状況

評価対象職員

（２）勤務成績の評定（平成 30 年４月１日現在）
全職員

評価者 課長、部長、副市長
評価方法 勤務概評の総合評定をＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの５段階評価

勤務評定の活用方法 普通昇給の決定

（１）人事評価制度の概要（平成 30 年４月１日現在）
評価の目的 職員の能力開発および人材育成に活用する

評価者

被評価者
部長級
課長級

部長級および課長級以外の職員

第１次評価者
副市長

部長級、教育長
課長級

第２次評価者
－

副市長
部長級、教育長

評価期間 ４月１日から１２月３１日まで
被評価者の範囲 すべての一般職の職員（派遣、休業等の職員を除く）

評価方法 能力評価および目標評価の結果を基に、Ａ・Ｂ・Ｃの３段階評価
人事評価の活用方法 人事管理の一部に活用

評価内容 能力評価および目標評価

　総務課職員係　緯０９５４（６３）２１１３詳しくは

平成２９年度　市の人事行政の運営等を公表します

男性 女性 計
2人 4人 6人
2人 0人 2人
1人 0人 1人
0人 1人 1人

5人 5人 10人

競争試験
男性 女性 計
1人 0人 1人
1人 0人 1人
0人 0人 0人
0人 0人 0人

2人 0人 2人

選考
男性 女性 計
5人 1人 6人
1人 0人 1人
0人 0人 0人
0人 1人 1人

7人 2人 9人

再任用
区分

一般事務

合計

職
種

（２）職員の採用の状況（平成 30 年４月１日付）

男性 女性 計
0人 18人 18人
0人 0人 0人
0人 0人 0人
0人 0人 0人

0人 18人 18人

競争試験（任期付）

0人 0人 0人 0人 0人 0人 1人 0人 1人 0人 0人 0人

１．職員の任免および職員数に関する状況

受験
者数

23人

区分

一般事務Ａ

（１）職員の競争試験の状況

6人

最終
合格者数

26人

フル勤務
2人

3人一般事務Ｂ 0人
0人土木Ｃ 0人
4人土木Ｄ 2人
0人建築Ｅ 0人
2人保健師Ｆ 1人

22人社会人経験者 0人
1人建築（追加募集） 1人

一般事務（任期付）
短時間勤務
17人

81人合計 29人

土木
建築
保健師
その他

男性
5人
2人
3人
3人

13人

女性
2人
1人
1人
0人
4人

区分
定年退職
勧奨退職
その他

再任用後の離職
合計

計
7人
3人
4人
3人

17人

（３）職員の退職の状況
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８．職員の研修の状況
受講者数

966人
区分

職場研修 市主催研修

研修内容
メンタルヘルス研修、ワークライフバランス研修、財務会計研修、パソコン研修など

54人階層別研修 新規採用職員研修、新任係長研修、市町監督者研修など

74人自主研修 佐賀県市町村振興協会主催研修、全国市町村国際文化研修所、民間等主催実務研修など

10人その他 杵藤地区広域市町村圏組合主催研修など

職場外研修

1,104人合計

９．市の給与・定員管理等について

（４）職員の手当の状況
①期末手当・勤勉手当（平成 29 年度）

鹿島市

１人当たりの平均支給額
期末手当　926千円
勤勉手当　617千円

支給割合
期末手当　2.6月分
勤勉手当　1.8月分

加算措置の状況

役職加算　5～15％

国

－
－

支給割合

同左

加算措置の状況
役職加算　 5～20％
管理職加算　10～25％

※１人当たり平均支給額は、公営企業職員を除いた全職種に
　係る平均支給額です。

③特殊勤務手当（平成 29 年度）
支給実績

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

74千円
支給職員１人当たりの平均支給年額 9千円
職員全体に占める手当支給職員の割合 3.4％

手当の種類（数） 3種類

⑤その他手当（平成 30 年４月１日現在）

手当名

扶養手当

国の制度
との比較
（相違点）

同じ

支給実績
（平成 29年度）

27,303千円

支給職員１人
当たりの

平均支給年額
（平成 29年度）

226千円
住居手当 同じ 11,144千円 286千円

管理職手当 （役職区分） 14,052千円 562千円

通勤手当
（交通用具利用者
の通勤距離区分） 7,422千円 61千円

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

（５）特別職の報酬等の状況（平成30 年４月１日現在）
給料月額等区分

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

給　料

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

報　酬

市長・副市長・教育長・議長・副議長・議員
平成29年度支給割合　3.30月分
加算措置の状況　役職加算15％

期末手当

市長・副市長・教育長とも一般職と同じ通勤手当

退職手当

市　長　給料月額×在職月数×50/100
副市長　給料月額×在職月数×33/100
教育長　給料月額×在職月数×20/100
　　　　※いずれも任期毎に支給

②退職手当（平成 30 年４月１日現在）
区分 鹿島市 国

支給率

勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度額

自己都合

19.6695月分
28.0395月分
39.7575月分
47.709月分

勧奨・定年

24.586875月分
33.27075月分
47.709月分
47.709月分

同左

定年前早期退職特例措置
3～45％加算2～20％加算

その他の
加算措置

１人当たり
平均支給額

－19,024千円

※１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る
　平均支給額です。

④時間外勤務手当

区分

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

28年度

支給実績

75,193千円

支給職員１人当たり
平均支給年額
372千円

29年度 70,722千円 354千円

（１）総括
①人件費の状況（一般会計決算）

14,044,577千円

住民基本台帳人口
（平成 30年３月 31 日現在）

歳出額Ａ

平成29年度

区分

238,946千円

実質収支

2,173,855千円

人件費Ｂ

15.1％

人件費率
Ｂ/Ａ

15.5％

（参考）平成 28 年度
の人件費率

29,591人

②職員給与費の状況（一般会計決算）

平成29年度

区分

201人

職員数Ａ
給料

給与費区分
807,153千円

職員手当 124,083千円
期末・勤勉手当 316,126千円

給与費計Ｂ

1,247,362千円

１人当たり給与費Ｂ/Ａ

6,206千円

（注）１．職員手当には、退職手当は含みません。　２．職員数は、平成 29 年４月１日現在の人数です。

区分

42.9歳

平均年齢 平均給料月額
396,628円
348,313円

平均給与月額

327,154円

鹿島市

43.5歳

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

329,845円

国

410,940円一般行政職

（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況
①職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（平成 30 年４月１日現在）

（注）１．『平均給料月額』とは、職員の基本給を平均したものです。

　　２．『平均給与月額』とは、給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです。このうち、上段はすべての諸手当

　　　　込みのものであり、下段は国家公務員の平均給与月額と比較するために手当の種類を限定して算出したものです。

区分

大学卒
高校卒

鹿島市

179,800円
147,100円一般行政職

②職員の初任給の状況（平成 30 年４月１日現在）
国

179,200円
147,100円

区分

大学卒
高校卒

10年

249,900円
ー一般行政職

③職員の経験年数別・学歴平均給料月額の状況（平成 30 年４月１日現在）
15年

286,786円
253,600円

20年

342,725円
297,080円

区分

職員数
構成比

職務内容

１級

定型的な職務

または比較的

高度の知識、

経験を必要と

する職員の職

務

２級

高度の知識ま

たは経験を必

要とする職員

の職務

３級 ４級

高度の知識ま

たは経験を必

要とする主任

の職務もしく

は係長または

主査の職務

５級

課長補佐

の職務

６級 ７級

主任の職務 課長の職務 部長の職務

17 人
9.0％

（３）一般行政職の級別職員数の状況（平成 30 年４月１日現在）

8 人
4.2％

48 人
25.4％

69 人
36.5％

22 人
11.7％

20 人
10.6％

5 人
2.6％

　一般職員の給与などは、地方公務員法に基づき決定されます。具体的には、国や他の地方公共団体、民間企業等

との均衡を図りながら、市議会の議決を経て定められます。特別職の給与や報酬は、市内の公共的団体の代表者や

住民によって構成される特別職報酬等審議会の答申をもとに、市議会の議決を経て定められます。

（６）職員数の状況
部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

部門
職員数（人）

（注）１．職員数は、一般職に属する職員数です。

　　２．[　] 内は、条例定数の合計です。

平成 29 年 平成 30 年
対前年
増減数

4

53

15

2

25

10

21

34

15

4

55

15

2

21

14

22

32

15

0

2

0

0

△4

4

1

△2

0

議 会

総 務

税 務

労 働

農林水産

商 工

土 木

民 生

衛 生

小 計 179 180 1
教 育 22 22 0
小 計 22 22 0

水 道

下 水 道

そ の 他

10

9

15

10

9

15

0

0

0

小 計 34 34 0

合 計
235

［312］

236

［312］

一
般
行
政

特
別

行
政

公
営
企
業

　
　等
会
計

0
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８．職員の研修の状況
受講者数

966人
区分

職場研修 市主催研修

研修内容
メンタルヘルス研修、ワークライフバランス研修、財務会計研修、パソコン研修など

54人階層別研修 新規採用職員研修、新任係長研修、市町監督者研修など

74人自主研修 佐賀県市町村振興協会主催研修、全国市町村国際文化研修所、民間等主催実務研修など

10人その他 杵藤地区広域市町村圏組合主催研修など

職場外研修

1,104人合計

９．市の給与・定員管理等について

（４）職員の手当の状況
①期末手当・勤勉手当（平成 29 年度）

鹿島市

１人当たりの平均支給額
期末手当　926千円
勤勉手当　617千円

支給割合
期末手当　2.6月分
勤勉手当　1.8月分

加算措置の状況

役職加算　5～15％

国

－
－

支給割合

同左

加算措置の状況
役職加算　 5～20％
管理職加算　10～25％

※１人当たり平均支給額は、公営企業職員を除いた全職種に
　係る平均支給額です。

③特殊勤務手当（平成 29 年度）
支給実績

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

74千円
支給職員１人当たりの平均支給年額 9千円
職員全体に占める手当支給職員の割合 3.4％

手当の種類（数） 3種類

⑤その他手当（平成 30 年４月１日現在）

手当名

扶養手当

国の制度
との比較
（相違点）

同じ

支給実績
（平成 29年度）

27,303千円

支給職員１人
当たりの

平均支給年額
（平成 29年度）

226千円
住居手当 同じ 11,144千円 286千円

管理職手当 （役職区分） 14,052千円 562千円

通勤手当
（交通用具利用者
の通勤距離区分） 7,422千円 61千円

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

（５）特別職の報酬等の状況（平成30 年４月１日現在）
給料月額等区分

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

給　料

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

報　酬

市長・副市長・教育長・議長・副議長・議員
平成29年度支給割合　3.30月分
加算措置の状況　役職加算15％

期末手当

市長・副市長・教育長とも一般職と同じ通勤手当

退職手当

市　長　給料月額×在職月数×50/100
副市長　給料月額×在職月数×33/100
教育長　給料月額×在職月数×20/100
　　　　※いずれも任期毎に支給

②退職手当（平成 30 年４月１日現在）
区分 鹿島市 国

支給率

勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度額

自己都合

19.6695月分
28.0395月分
39.7575月分
47.709月分

勧奨・定年

24.586875月分
33.27075月分
47.709月分
47.709月分

同左

定年前早期退職特例措置
3～45％加算2～20％加算

その他の
加算措置

１人当たり
平均支給額

－19,024千円

※１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る
　平均支給額です。

④時間外勤務手当

区分

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

28年度

支給実績

75,193千円

支給職員１人当たり
平均支給年額
372千円

29年度 70,722千円 354千円

（１）総括
①人件費の状況（一般会計決算）

14,044,577千円

住民基本台帳人口
（平成 30年３月 31 日現在）

歳出額Ａ

平成29年度

区分

238,946千円

実質収支

2,173,855千円

人件費Ｂ

15.1％

人件費率
Ｂ/Ａ

15.5％

（参考）平成 28 年度
の人件費率

29,591人

②職員給与費の状況（一般会計決算）

平成29年度

区分

201人

職員数Ａ
給料

給与費区分
807,153千円

職員手当 124,083千円
期末・勤勉手当 316,126千円

給与費計Ｂ

1,247,362千円

１人当たり給与費Ｂ/Ａ

6,206千円

（注）１．職員手当には、退職手当は含みません。　２．職員数は、平成 29 年４月１日現在の人数です。

区分

42.9歳

平均年齢 平均給料月額
396,628円
348,313円

平均給与月額

327,154円

鹿島市

43.5歳

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

329,845円

国

410,940円一般行政職

（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況
①職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（平成 30 年４月１日現在）

（注）１．『平均給料月額』とは、職員の基本給を平均したものです。

　　２．『平均給与月額』とは、給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです。このうち、上段はすべての諸手当

　　　　込みのものであり、下段は国家公務員の平均給与月額と比較するために手当の種類を限定して算出したものです。

区分

大学卒
高校卒

鹿島市

179,800円
147,100円一般行政職

②職員の初任給の状況（平成 30 年４月１日現在）
国

179,200円
147,100円

区分

大学卒
高校卒

10年

249,900円
ー一般行政職

③職員の経験年数別・学歴平均給料月額の状況（平成 30 年４月１日現在）
15年

286,786円
253,600円

20年

342,725円
297,080円

区分

職員数
構成比

職務内容

１級

定型的な職務

または比較的

高度の知識、

経験を必要と

する職員の職

務

２級

高度の知識ま

たは経験を必

要とする職員

の職務

３級 ４級

高度の知識ま

たは経験を必

要とする主任

の職務もしく

は係長または

主査の職務

５級

課長補佐

の職務

６級 ７級

主任の職務 課長の職務 部長の職務

17 人
9.0％

（３）一般行政職の級別職員数の状況（平成 30 年４月１日現在）

8 人
4.2％

48 人
25.4％

69 人
36.5％

22 人
11.7％

20 人
10.6％

5 人
2.6％

　一般職員の給与などは、地方公務員法に基づき決定されます。具体的には、国や他の地方公共団体、民間企業等

との均衡を図りながら、市議会の議決を経て定められます。特別職の給与や報酬は、市内の公共的団体の代表者や

住民によって構成される特別職報酬等審議会の答申をもとに、市議会の議決を経て定められます。

（６）職員数の状況
部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

部門
職員数（人）

（注）１．職員数は、一般職に属する職員数です。

　　２．[　] 内は、条例定数の合計です。

平成 29 年 平成 30 年
対前年
増減数

4

53

15

2

25

10

21

34

15

4

55

15

2

21

14

22

32

15

0

2

0

0

△4

4

1

△2

0

議 会

総 務

税 務

労 働

農林水産

商 工

土 木

民 生

衛 生

小 計 179 180 1
教 育 22 22 0
小 計 22 22 0

水 道

下 水 道

そ の 他

10

9

15

10

9

15

0

0

0

小 計 34 34 0

合 計
235

［312］

236

［312］

一
般
行
政

特
別

行
政

公
営
企
業

　
　等
会
計

0
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　市に関係する公共施設・サービスの年末年始の休みは次のとおりです。

お
知
ら
せ

年末年始の公共施設等の休みと取り扱い業務

胸杵藤葬斎公園　　　　１月１日（祝）

胸市民交流プラザかたらい

　　　　　　　　　　　12 月 29 日（土）～１月３日（木）

胸子育て支援センター　12 月 29 日（土）～１月３日（木）

胸産業活性化施設（海道しるべ）

　　　　　　　　　　　12 月 29 日（土）～１月３日（木）

胸市陸上競技場　　　　12 月 28 日（金）～１月３日（木）

胸市民球場　　　　　　12 月１日（土）～２月 28日（木）

　※芝の養生のため

胸蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場

　　　　　　　　　　　12 月 27 日（木）～２月 28 日（木）

　※年末年始および芝の養生のため

胸各地区公民館　　　　12 月 29 日（土）～１月３日（木）

胸市内各体育館　　　　12 月 28 日（金）～１月３日（木）

胸北公園　　　　　　　年中無休

胸し尿汲み取り　　　　12 月 30 日（日）～１月３日（木）

　※緊急の汲み取りは、12 月 25 日（火）までに担当の業者までご連絡ください。

胸ゴミ収集　　　　　　12 月 29 日（土）～１月３日（木）

　※12 月 31 日（月）は、可燃ごみのみ収集します。

胸生ごみ収集バケツ　　12 月 29 日（土）～１月９日（水）

　※対象地区は大字納富分です。

　市役所の業務のうち、次のものは年末年始の休み

の期間中（12 月 29 日～１月３日）も行っています。

恭出生届

　［持参品］出生届出書、印鑑、母子手帳

恭婚姻・離婚届

　［持参品］婚姻・離婚届出書、印鑑、

　　　　　身分証明書（運転免許証、パスポートなど）

恭死亡届

　［持参品］死亡届出書、印鑑、

　　　　　火葬料 7,000 円（杵藤広域圏内）

恭各種証明書の予約交付（市民課、税務課関係分）

　［持参品］手数料、身分証明書（免許証・健康保険証など）

　　　　　※印鑑証明書のときは、印鑑登録証をお持ちください。

　［予約方法］12 月 28 日（金）17 時までに、本人か同一

　　　　　世帯の人が市民課緯（６３）２１１７に電

　　　　　話で申し込んでください。

　　　　　※戸籍に関する証明書は予約交付できません。

　［交付時間］８時 30 分～ 20 時

焔届出および交付する場所　市役所守衛室

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

子の修学資金貸付申込の受け付けをしています。どうぞご利用ください。

お
知
ら
せ

ご利用ください『修学資金』

教育支援

費

35,000以内高校
社会福祉協議会

（市民交流プラザ３階）

緯（６２）２４４７

煙貸付総額200万円以

　下の場合10年以内

煙貸付総額200万円を

　超える場合20年以内

60,000以内

65,000以内

高専・短大

大学

煙低所得世帯（母子・父子家庭は除く）

煙佐賀県育英資金、日本学生支

　援機構第１種奨学金利用優先

12,000高校

福祉課

（市役所１階）

緯（６３）２１１９

12 月 13 日（木）

10年

修
学
資
金（
月
額
）

煙市内に１年以上在住

煙学業成績優良な人

煙中学校３年時の予約申込のみ

※他の修学資金貸付との重複利用不可

市奨学

資金

母子父子

寡婦福祉

資金

27,000以内高校（公立）

45,000以内

67,500～79,500以内短大
煙母子・父子家庭世帯

※他の修学資金貸付との併用について

　はご相談ください

高校（私立） ９年

67,500～81,000以内大学 18年

27,000～79,500以内専門学校等 ９年

40,600以内小学校

47,400以内

150,000以内

中学校

高校（公立）母子父子

寡婦福祉

資金

５年

煙母子・父子家庭世帯

煙前年度所得税住民税非課税者

410,000以内高校（私立）

370,000～580,000以内

150,000～580,000以内

大学・短大

専門学校等

煙母子・父子家庭世帯

※他の修学資金貸付との併用について

　はご相談ください

福祉課

（市役所１階）

緯（６３）２１１９

就学支援

費
500,000以内

高校・高専

大学・短大

社会福祉協議会

（市民交流プラザ３階）

緯（６２）２４４７

煙低所得世帯（母子・父子家庭は除く）

煙佐賀県育英資金利用優先10年以内

就
学
支
援
資
金（
入
学
時
の
み
）

貸付額（円）学校区分 償還期間貸付の種類 資格 申込先・問合先 締切

貸　付　内　容

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

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

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

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

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

お
知
ら
せ

就学援助制度のお知らせ

対　　象　生活保護世帯およびこれに準じる程度に生活が苦しく、学用品費や給食

　　　　　費などの負担が困難な保護者

内　　容　毅学用品費、通学用品費　毅校外活動費、修学旅行費

　　　　　毅医療費（学校保健安全法で定められた病気のみ）

　　　　　毅給食費　毅新入学児童生徒学用品費など

申請手続　申請の受け付けは、市役所２階の教育委員会教育総務課で行っています。

　　　　　印鑑、収入がわかる書類等（世帯全員分）が必要です。

申請期間　平成 31 年１月 15日（火）～２月８日（金）※既に就学援助の認定を受けている場合は申請不要

対　　象　就学援助制度の対象者で、平成 31 年４月に市内小・中学校入学予定の子どもの保護者

持　参　品　①印鑑　②世帯全員分のマイナンバー（個人番号）がわかるもの　③保護者名義の通帳の写し

　　　　　④世帯全員分の所得情報取得に係る同意書　⑤児童扶養手当などの証書（受給している場合）

　　　　　※所得証明書（有料）を提出する場合は②④不要です

～平成31年４月　市内小・中学校入学予定の子どもの保護者の人へ～～平成31年４月　市内小・中学校入学予定の子どもの保護者の人へ～

　教育総務課学校教育係　緯０９５４（６３）２１０３申込・問合せ先

　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３０年度に執行分区では、コミュニティセンターの利便性を高め、

活動の充実を図るため、音響・映写設備やカーテンなどを整備しました。

　企画財政課企画係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは
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　市に関係する公共施設・サービスの年末年始の休みは次のとおりです。

お
知
ら
せ

年末年始の公共施設等の休みと取り扱い業務

胸杵藤葬斎公園　　　　１月１日（祝）

胸市民交流プラザかたらい

　　　　　　　　　　　12 月 29 日（土）～１月３日（木）

胸子育て支援センター　12 月 29 日（土）～１月３日（木）

胸産業活性化施設（海道しるべ）

　　　　　　　　　　　12 月 29 日（土）～１月３日（木）

胸市陸上競技場　　　　12 月 28 日（金）～１月３日（木）

胸市民球場　　　　　　12 月１日（土）～２月 28日（木）

　※芝の養生のため

胸蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場

　　　　　　　　　　　12 月 27 日（木）～２月 28 日（木）

　※年末年始および芝の養生のため

胸各地区公民館　　　　12 月 29 日（土）～１月３日（木）

胸市内各体育館　　　　12 月 28 日（金）～１月３日（木）

胸北公園　　　　　　　年中無休

胸し尿汲み取り　　　　12 月 30 日（日）～１月３日（木）

　※緊急の汲み取りは、12 月 25 日（火）までに担当の業者までご連絡ください。

胸ゴミ収集　　　　　　12 月 29 日（土）～１月３日（木）

　※12 月 31 日（月）は、可燃ごみのみ収集します。

胸生ごみ収集バケツ　　12 月 29 日（土）～１月９日（水）

　※対象地区は大字納富分です。

　市役所の業務のうち、次のものは年末年始の休み

の期間中（12 月 29 日～１月３日）も行っています。

恭出生届

　［持参品］出生届出書、印鑑、母子手帳

恭婚姻・離婚届

　［持参品］婚姻・離婚届出書、印鑑、

　　　　　身分証明書（運転免許証、パスポートなど）

恭死亡届

　［持参品］死亡届出書、印鑑、

　　　　　火葬料 7,000 円（杵藤広域圏内）

恭各種証明書の予約交付（市民課、税務課関係分）

　［持参品］手数料、身分証明書（免許証・健康保険証など）

　　　　　※印鑑証明書のときは、印鑑登録証をお持ちください。

　［予約方法］12 月 28 日（金）17 時までに、本人か同一

　　　　　世帯の人が市民課緯（６３）２１１７に電

　　　　　話で申し込んでください。

　　　　　※戸籍に関する証明書は予約交付できません。

　［交付時間］８時 30 分～ 20 時

焔届出および交付する場所　市役所守衛室

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

子の修学資金貸付申込の受け付けをしています。どうぞご利用ください。

お
知
ら
せ

ご利用ください『修学資金』

教育支援

費

35,000以内高校
社会福祉協議会

（市民交流プラザ３階）

緯（６２）２４４７

煙貸付総額200万円以

　下の場合10年以内

煙貸付総額200万円を

　超える場合20年以内

60,000以内

65,000以内

高専・短大

大学

煙低所得世帯（母子・父子家庭は除く）

煙佐賀県育英資金、日本学生支

　援機構第１種奨学金利用優先

12,000高校

福祉課

（市役所１階）

緯（６３）２１１９

12 月 13 日（木）

10年

修
学
資
金（
月
額
）

煙市内に１年以上在住

煙学業成績優良な人

煙中学校３年時の予約申込のみ

※他の修学資金貸付との重複利用不可

市奨学

資金

母子父子

寡婦福祉

資金

27,000以内高校（公立）

45,000以内

67,500～79,500以内短大
煙母子・父子家庭世帯

※他の修学資金貸付との併用について

　はご相談ください

高校（私立） ９年

67,500～81,000以内大学 18年

27,000～79,500以内専門学校等 ９年

40,600以内小学校

47,400以内

150,000以内

中学校

高校（公立）母子父子

寡婦福祉

資金

５年

煙母子・父子家庭世帯

煙前年度所得税住民税非課税者

410,000以内高校（私立）

370,000～580,000以内
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大学・短大

専門学校等

煙母子・父子家庭世帯

※他の修学資金貸付との併用について

　はご相談ください

福祉課

（市役所１階）

緯（６３）２１１９

就学支援

費
500,000以内

高校・高専

大学・短大

社会福祉協議会

（市民交流プラザ３階）

緯（６２）２４４７

煙低所得世帯（母子・父子家庭は除く）

煙佐賀県育英資金利用優先10年以内

就
学
支
援
資
金（
入
学
時
の
み
）

貸付額（円）学校区分 償還期間貸付の種類 資格 申込先・問合先 締切

貸　付　内　容

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

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

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

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

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

お
知
ら
せ

就学援助制度のお知らせ

対　　象　生活保護世帯およびこれに準じる程度に生活が苦しく、学用品費や給食

　　　　　費などの負担が困難な保護者

内　　容　毅学用品費、通学用品費　毅校外活動費、修学旅行費

　　　　　毅医療費（学校保健安全法で定められた病気のみ）

　　　　　毅給食費　毅新入学児童生徒学用品費など

申請手続　申請の受け付けは、市役所２階の教育委員会教育総務課で行っています。

　　　　　印鑑、収入がわかる書類等（世帯全員分）が必要です。
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対　　象　就学援助制度の対象者で、平成 31 年４月に市内小・中学校入学予定の子どもの保護者

持　参　品　①印鑑　②世帯全員分のマイナンバー（個人番号）がわかるもの　③保護者名義の通帳の写し

　　　　　④世帯全員分の所得情報取得に係る同意書　⑤児童扶養手当などの証書（受給している場合）

　　　　　※所得証明書（有料）を提出する場合は②④不要です

～平成31年４月　市内小・中学校入学予定の子どもの保護者の人へ～～平成31年４月　市内小・中学校入学予定の子どもの保護者の人へ～

　教育総務課学校教育係　緯０９５４（６３）２１０３申込・問合せ先
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を活用して、平成３０年度に執行分区では、コミュニティセンターの利便性を高め、
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お
知
ら
せ

市有物件（土地）を購入しませんか

３０－① ４３１番１４ 185.16 ㎡　（56.2 坪） 5,277,060 円

３０－② ４３１番１５ 198.38 ㎡　（60.2 坪） 5,951,400 円

３０－③ ４３１番１６ 185.34 ㎡　（56.2 坪） 5,448,996 円

３０－④ ４３１番１７ 187.20 ㎡　（56.8 坪） 5,335,200 円

３０－⑤ ４３１番１８ 193.55 ㎡　（58.7 坪） 5,516,175 円

３０－⑦ ４３１番２０ 194.10 ㎡　（58.9 坪） 5,104,830 円

物　件 地　番 面　積

受付期間　随時受付中

参加資格　個人または法人

受付方法　市役所２階都市建設課住宅係までお越し

　　　　　いただくか、市のホームページから書類

　　　　　をダウンロードして、必要事項を記入の

　　　　　うえ受付先まで提出してください。

　都市建設課住宅係

　緯０９５４（６３）３４１５

受付・問合せ先

　水道課　緯０９５４（６２）３７１８詳しくは

　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。

お
知
ら
せ

水道管の凍結にご注意を！

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。

　市民課　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

　鹿島市に住民登録がある人にマイナンバー（個人番号）をお知らせする通知カード（紙のカード）を送付してい

ますが、配達時に不在で郵便局での保管期間を経過した場合や転居などの理由で宛先不明となった場合は、市役所

に返戻されています。これらの通知カードは、市民課で受け取ることができますが、受取期限を経過した通知カー

ドは廃棄することになりますので、早めに市民課までお越しください。

お
知
ら
せ

受取期限を経過した通知カードについて

怯受け取りに必要なもの

　煙本人・同一世帯員が来庁する場合

　　　来庁する人の本人確認書類

　煙代理人が来庁する場合

　　　委任する人の本人確認書類、

　　　委任状、代理人の本人確認書類

怯本人確認書類

　煙１点確認書類（官公署が発行した顔写真つきの書類）

　　運転免許証、住民基本台帳カード、

　　パスポート、身体障害者手帳、療育手帳など

　煙２点確認書類（１点確認書類がない場合は次のうち２点必要）

　　健康保険証、介護保険証、医療費受給者証、

　　年金手帳、社員証、学生証など

通知カード（紙のカード） 平成 30 年３月 31日までに市民課に返戻されたもの 平成 31 年３月 31日（日）

カードの種類 対　象 受取期限

　今後、郵便局から市に返戻され、１年間を経過
した通知カードは、順次廃棄しますので、速やか
にお受け取りください。

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

猫との共存を考える
　自分の飼い猫以外にエサを与え続けていると、野良猫や他人が

放し飼いにしている多くの猫が１カ所に群れることになります。

猫が群れると…
　煙猫同士のケンカが多発

　煙伝染病の感染が多発（特に子猫）

　煙近隣住民への糞尿などの迷惑

　煙砂場など衛生上の問題

　煙ごみをあさるなどの問題

　煙子猫が次々に生まれ、乱繁殖となり悪循環に…

　　　　など、いろいろなトラブルの原因になります。

　「かわいいから」「お腹がへっているだろう」

など、安易にエサを与えた結果、不幸な猫をどん

どん増やしてしまうことになりかねません。

　エサを与える前に、猫との共存についてもう一

度よく考えてみましょう。

市では、予算の範囲内で犬・猫の避妊、去勢手術

費用の助成を行っています。ご利用ください。

　この計画は広域連合および構成市町が相互にその役割を担い、連携を図りながら総合的かつ計画的に広域行政事

務を行うための基本的な指針となるものです。今年度が第３次広域計画の最終年度となることから、次期計画の第

４次広域計画（案）をあらかじめ公表し、皆さんからのご意見を募集します。

怯募　集　期　間　12 月３日（月）～ 12月 26 日（水）

怯公表資料閲覧場所　隅佐賀県後期高齢者医療広域連合のホームページおよび事務局の窓口

　　　　　　　　　　隅鹿島市役所保険健康課の窓口

お
知
ら
せ

佐賀県後期高齢者医療広域連合からのお知らせ

第４次広域計画（案）の意見を募集します

　佐賀県後期高齢者医療広域連合総務課総務係

　緯０９５２（６４）８４７６

詳しくは

　インフルエンザは感染力が強いため、日ごろから一人ひとりが感染予防に努めましょう。

お
知
ら
せ

インフルエンザの感染予防に努めましょう

　保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

煙こまめな手洗いを心がけましょう。

煙咳エチケットを実行しましょう。

煙発熱・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。

煙十分な栄養と休養を心がけましょう。

煙室内の換気をこまめにしましょう。

煙流行時にはできるだけ人混みや外出は控えましょう。

物件内容

　所　在　地　鹿島市大字高津原

　用途地域　第一種低層住居専用

　地　　目　宅地

　建ぺい率　50％

　容　積　率　80％

価　格
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お
知
ら
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３０－④ ４３１番１７ 187.20 ㎡　（56.8 坪） 5,335,200 円

３０－⑤ ４３１番１８ 193.55 ㎡　（58.7 坪） 5,516,175 円

３０－⑦ ４３１番２０ 194.10 ㎡　（58.9 坪） 5,104,830 円

物　件 地　番 面　積

受付期間　随時受付中

参加資格　個人または法人

受付方法　市役所２階都市建設課住宅係までお越し

　　　　　いただくか、市のホームページから書類

　　　　　をダウンロードして、必要事項を記入の

　　　　　うえ受付先まで提出してください。

　都市建設課住宅係

　緯０９５４（６３）３４１５

受付・問合せ先

　水道課　緯０９５４（６２）３７１８詳しくは

　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。

お
知
ら
せ

水道管の凍結にご注意を！

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。

　市民課　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

　鹿島市に住民登録がある人にマイナンバー（個人番号）をお知らせする通知カード（紙のカード）を送付してい

ますが、配達時に不在で郵便局での保管期間を経過した場合や転居などの理由で宛先不明となった場合は、市役所

に返戻されています。これらの通知カードは、市民課で受け取ることができますが、受取期限を経過した通知カー

ドは廃棄することになりますので、早めに市民課までお越しください。

お
知
ら
せ

受取期限を経過した通知カードについて

怯受け取りに必要なもの

　煙本人・同一世帯員が来庁する場合

　　　来庁する人の本人確認書類

　煙代理人が来庁する場合

　　　委任する人の本人確認書類、

　　　委任状、代理人の本人確認書類

怯本人確認書類
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　煙２点確認書類（１点確認書類がない場合は次のうち２点必要）

　　健康保険証、介護保険証、医療費受給者証、

　　年金手帳、社員証、学生証など

通知カード（紙のカード） 平成 30 年３月 31日までに市民課に返戻されたもの 平成 31 年３月 31日（日）

カードの種類 対　象 受取期限

　今後、郵便局から市に返戻され、１年間を経過
した通知カードは、順次廃棄しますので、速やか
にお受け取りください。

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

猫との共存を考える
　自分の飼い猫以外にエサを与え続けていると、野良猫や他人が

放し飼いにしている多くの猫が１カ所に群れることになります。

猫が群れると…
　煙猫同士のケンカが多発

　煙伝染病の感染が多発（特に子猫）

　煙近隣住民への糞尿などの迷惑

　煙砂場など衛生上の問題

　煙ごみをあさるなどの問題

　煙子猫が次々に生まれ、乱繁殖となり悪循環に…

　　　　など、いろいろなトラブルの原因になります。

　「かわいいから」「お腹がへっているだろう」

など、安易にエサを与えた結果、不幸な猫をどん

どん増やしてしまうことになりかねません。

　エサを与える前に、猫との共存についてもう一

度よく考えてみましょう。

市では、予算の範囲内で犬・猫の避妊、去勢手術

費用の助成を行っています。ご利用ください。

　この計画は広域連合および構成市町が相互にその役割を担い、連携を図りながら総合的かつ計画的に広域行政事

務を行うための基本的な指針となるものです。今年度が第３次広域計画の最終年度となることから、次期計画の第

４次広域計画（案）をあらかじめ公表し、皆さんからのご意見を募集します。

怯募　集　期　間　12 月３日（月）～ 12月 26 日（水）

怯公表資料閲覧場所　隅佐賀県後期高齢者医療広域連合のホームページおよび事務局の窓口

　　　　　　　　　　隅鹿島市役所保険健康課の窓口

お
知
ら
せ
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第４次広域計画（案）の意見を募集します

　佐賀県後期高齢者医療広域連合総務課総務係

　緯０９５２（６４）８４７６

詳しくは

　インフルエンザは感染力が強いため、日ごろから一人ひとりが感染予防に努めましょう。

お
知
ら
せ

インフルエンザの感染予防に努めましょう

　保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

煙こまめな手洗いを心がけましょう。

煙咳エチケットを実行しましょう。

煙発熱・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。

煙十分な栄養と休養を心がけましょう。

煙室内の換気をこまめにしましょう。

煙流行時にはできるだけ人混みや外出は控えましょう。

物件内容

　所　在　地　鹿島市大字高津原

　用途地域　第一種低層住居専用

　地　　目　宅地
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価　格
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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

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

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）

日 在宅当番医 所在地
谷口医院　　　　　緯０９５４（６６）３５６８
樋口医院　　　　　緯０９５４（４３）１６５２
福田医院　　　　　緯０９５４（４３）０５５０
うれしのふくだクリニック　緯０９５４（４２）１２１１

11日
4日

18日
25日

嬉野市
嬉野市
嬉野市
嬉野市

※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

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

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

怯子育て・相談・教室 場所：保健センター（エイブル１階）

母子健康手帳交付 5・12・19・26 日（水） 10時～10時30分
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

備考受付時間開催日行事名

２か月児相談 14 日（金） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談
対　象　平成 30 年 10 月生まれ

赤ちゃん相談 12 日（水） 13時30分～14時30分
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

離乳食教室（前期） 4 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・試食等
対　象　5・6 か月児の保護者

幼児食教室 18 日（火） 10時～10時30分
内　容　調理実習・試食等
対　象　1 歳 6 か月～就学前の児と保護者（要予約）

成人健康相談 5 日（水） ９時30分～10時30分
内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

２回目フッ化物塗布 20 日（木） 13時45分～14時
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 12 月生まれ（希望者のみ）

怯子どもの健診

４か月児健診
（平成30年8月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成29年5月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成27年5月生まれ）

19 日（水）

20 日（木）

13 日（木）

13時10分～13時30分

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

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）　

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）

備考受付時間開催日行事名

場所：保健センター（エイブル１階）

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

く ら し
の カレンダーカレンダー12月

December

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

子育て支援センター

緯０９５４（６３）０８７４
http://www.facebook.com/wawawapot

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

建おくすりノートを持っていきましょう

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

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

日 在宅当番医 当番薬局
森田医院　緯（６３）３９５６2 日（日） おおぞら薬局
納富病院　緯（６３）１１１７9 日（日） アルナ薬局鹿島店
別府整形外科　緯（６３）３０６３16 日（日） 溝上薬局西牟田店
薬師寺医院　緯（６３）５２８１23 日（祝） アルナ薬局浜町店
中村医院　緯（６３）９２３４24 日（振休） 祐信堂薬局
織田病院　緯（６３）３２７５30 日（日） 溝上薬局スカイロード店

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

1 日（土）
2 日（日）
8 日（土）
9 日（日）

15 日（土）
16 日（日）
22 日（土）
23 日（祝）
24 日（振替）
29 日（土）
30 日（日）
31 日（月）
1 月 1 日（祝）

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
鹿島設備工業所　　　緯（６３）３２２８
大隈設備工業　　　　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０９０（８４０５）６２９８

平成３０年１０月３１日現在

鹿島市
－

－ 3 人能古見

－浜

北鹿島

－

男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

29,395

13,855

3,493

3,040

2,810

3,404

2,793

13,851

15,544

10,775

5,423

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

6 人 8 世帯

6 人 8 世帯

1,167 世帯 4 世帯

1,022 世帯

1,202 世帯

1,024 世帯

937 世帯

2 人

9 人

3 人

1 人

2 人

8 人

0 世帯

3 世帯

－ 2 世帯

1 世帯

－ －

市役所
保健センター

1・8・15・22 日（土）、23 日（祝）、
2・9・16 日（日）、24 日（振休）
29 日（土）～ 1 月 3 日（木）

29 日（土）～ 1 月 3 日（木）

4・11・18 日（火）、23（祝）～ 25 日（火）、
29 日（土）～ 1 月 3 日（木）

市民交流プラザ
（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

市民図書館

4・11・18・25 日（火）、
28 日（金）～ 1 月 3 日（木）

陸上競技場・社会体育館

3・10・17 日（月）、24 日（振休）、
29 日（土）～ 1 月 3 日（木）

産業活性化施設
（海道しるべ）

3・10・17 日（月）、25 日（火）、
28 日（金）～ 1 月 4 日（金）13 時まで

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

3・10・17 日（月）、25 日（火）、
29 日（土）～ 1 月 3 日（木）

※市民球場は、芝の養生のため12/１～２/28まで休場
※蟻尾山グラウンド・ゴルフ場は、年末年始および芝
　の養生のため12/27～２/28まで休場
※各地区公民館など詳しくは10ページへ

怯ひろばの集い

10 日（月）　栢予約・利用料不要

　『もうすぐクリスマス
　　　　　　つくって飾ろう day 四』
時　間　11 時～ 11 時 45 分

場　所　子育て支援センター

19 日（水）　栢要予約　

　『わ ・ わ ・ わクッキング
　　　さつまいもが大変身 day♪』
時　間　10 時 45 分～ 11 時 45 分

場　所　市民交流プラザかたらい３階キッチンスタジオ

（共通）

対　象　５か月～就学前児と保護者

※詳しくは facebook をご覧ください

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
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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

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

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）

日 在宅当番医 所在地
谷口医院　　　　　緯０９５４（６６）３５６８
樋口医院　　　　　緯０９５４（４３）１６５２
福田医院　　　　　緯０９５４（４３）０５５０
うれしのふくだクリニック　緯０９５４（４２）１２１１

11日
4日

18日
25日

嬉野市
嬉野市
嬉野市
嬉野市

※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

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

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

怯子育て・相談・教室 場所：保健センター（エイブル１階）

母子健康手帳交付 5・12・19・26 日（水） 10時～10時30分
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

備考受付時間開催日行事名

２か月児相談 14 日（金） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談
対　象　平成 30 年 10 月生まれ

赤ちゃん相談 12 日（水） 13時30分～14時30分
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

離乳食教室（前期） 4 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・試食等
対　象　5・6 か月児の保護者

幼児食教室 18 日（火） 10時～10時30分
内　容　調理実習・試食等
対　象　1 歳 6 か月～就学前の児と保護者（要予約）

成人健康相談 5 日（水） ９時30分～10時30分
内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

２回目フッ化物塗布 20 日（木） 13時45分～14時
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 12 月生まれ（希望者のみ）

怯子どもの健診

４か月児健診
（平成30年8月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成29年5月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成27年5月生まれ）

19 日（水）

20 日（木）

13 日（木）

13時10分～13時30分

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

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）　

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）

備考受付時間開催日行事名

場所：保健センター（エイブル１階）

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

く ら し
の カレンダーカレンダー12月

December

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

子育て支援センター

緯０９５４（６３）０８７４
http://www.facebook.com/wawawapot

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

建おくすりノートを持っていきましょう

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

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

日 在宅当番医 当番薬局
森田医院　緯（６３）３９５６2 日（日） おおぞら薬局
納富病院　緯（６３）１１１７9 日（日） アルナ薬局鹿島店
別府整形外科　緯（６３）３０６３16 日（日） 溝上薬局西牟田店
薬師寺医院　緯（６３）５２８１23 日（祝） アルナ薬局浜町店
中村医院　緯（６３）９２３４24 日（振休） 祐信堂薬局
織田病院　緯（６３）３２７５30 日（日） 溝上薬局スカイロード店

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

1 日（土）
2 日（日）
8 日（土）
9 日（日）

15 日（土）
16 日（日）
22 日（土）
23 日（祝）
24 日（振替）
29 日（土）
30 日（日）
31 日（月）
1 月 1 日（祝）

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
鹿島設備工業所　　　緯（６３）３２２８
大隈設備工業　　　　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０９０（８４０５）６２９８

平成３０年１０月３１日現在

鹿島市
－

－ 3 人能古見

－浜

北鹿島

－

男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

29,395

13,855

3,493

3,040

2,810

3,404

2,793

13,851

15,544

10,775

5,423

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

6 人 8 世帯

6 人 8 世帯

1,167 世帯 4 世帯

1,022 世帯

1,202 世帯

1,024 世帯

937 世帯

2 人

9 人

3 人

1 人

2 人

8 人

0 世帯

3 世帯

－ 2 世帯

1 世帯

－ －

市役所
保健センター

1・8・15・22 日（土）、23 日（祝）、
2・9・16 日（日）、24 日（振休）
29 日（土）～ 1 月 3 日（木）

29 日（土）～ 1 月 3 日（木）

4・11・18 日（火）、23（祝）～ 25 日（火）、
29 日（土）～ 1 月 3 日（木）

市民交流プラザ
（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

市民図書館

4・11・18・25 日（火）、
28 日（金）～ 1 月 3 日（木）

陸上競技場・社会体育館

3・10・17 日（月）、24 日（振休）、
29 日（土）～ 1 月 3 日（木）

産業活性化施設
（海道しるべ）

3・10・17 日（月）、25 日（火）、
28 日（金）～ 1 月 4 日（金）13 時まで

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

3・10・17 日（月）、25 日（火）、
29 日（土）～ 1 月 3 日（木）

※市民球場は、芝の養生のため12/１～２/28まで休場
※蟻尾山グラウンド・ゴルフ場は、年末年始および芝
　の養生のため12/27～２/28まで休場
※各地区公民館など詳しくは10ページへ

怯ひろばの集い

10 日（月）　栢予約・利用料不要

　『もうすぐクリスマス
　　　　　　つくって飾ろう day 四』
時　間　11 時～ 11 時 45 分

場　所　子育て支援センター

19 日（水）　栢要予約　

　『わ ・ わ ・ わクッキング
　　　さつまいもが大変身 day♪』
時　間　10 時 45 分～ 11 時 45 分

場　所　市民交流プラザかたらい３階キッチンスタジオ

（共通）

対　象　５か月～就学前児と保護者

※詳しくは facebook をご覧ください

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
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　選挙管理委員会

　緯０９５４（６３）３４１８

詳しくは

　この選挙は、私たちの意見を県政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。

怯投票のご案内
　投票日当日は、７時から20時まで投票ができます。

　送られてきた入場券に記載されている投票所に

『入場券』を持ってお越しください。

怯期日前投票のご利用を！
　投票日に仕事や旅行などで投票所へ行けない人の

ために『期日前投票』制度があります。

　日　　程　12 月 15 日（土）まで

　時　　間　８時 30 分～ 20時

　と　こ　ろ　市民会館１階第４会議室

　持　参　品　入場券

　※入場券の裏面に期日前投票宣誓書を印刷してい

　　ます。期日前投票をするときは、事前に記入し

　　ておくと手続きがスムーズです。

怯開票のご案内
　開票作業は『のごみふれあい楽習館』で行います。

　開票作業　12 月 16 日（日）20 時 40 分～

　開票速報　22 時から 30分おきに各候補者の得票

　　　　　　数を発表します。

開票速報は鹿島市ホームページで！
http://www.city.saga-kashima.lg.jp/

①不在者投票指定施設の病院や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・老人ホームなどにお尋ねください。

②出張などで市外に滞在している人は、滞在地の市町村で不在者投票ができます。投票用紙等の請求手続きが必

　要です。詳しくは選挙管理委員会事務局までお尋ねください。

③身体に重度の障がいのある人や要介護認定５の人などは、あらかじめ『郵便等投票証明書』の交付を受けたう

　えで、郵便による不在者投票ができます。詳しくは選挙管理委員会事務局までお尋ねください。

不
在
者
投
票

佐賀県知事選挙　投開票日12月 16日（日）

　政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職

にある者）が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法

律で禁止されています。違反すると、処罰されます。

　また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

みんなで徹底しよう！『選挙の三ない運動』みんなで徹底しよう！『選挙の三ない運動』
さんさん

【禁止されている寄附の例】

　噛お歳暮やお中元、お年賀など

　噛卒業祝い、入学祝い、病院見舞など

　噛お祭りへの寄附やお酒などの差し入れ

　噛地域の運動会などへの飲食物の差し入れ

　噛家族や秘書などが代理で出席するときの結婚祝いや葬式の香典

　噛地域の集会や旅行、運動会などの行事への寸志や飲食物の差し入れ

【政治家が選挙区内にある者に対する禁止の例】

　噛暑中見舞いや年賀状などのあいさつ状（電報も含む）を出すこと　※答礼のための自筆によるものを除く

　噛あいさつを目的とする有料広告を出すこと

-選挙の三ない運動-

贈らない！

　求めない！

　　受け取らない！

　選挙管理委員会

　緯０９５４（６３）３４１８

詳しくは

１２月１６日（日）は県知事選挙の投票日１２月１６日（日）は県知事選挙の投票日

　道の駅鹿島を中心とした外国人にもやさしい観光周遊の実証実験として、祐徳稲荷神社・ＪＲ肥前浜駅・道の駅

鹿島を結ぶ無料のバスが運行します。訪日外国人を含めて祐徳稲荷神社に集中する観光客を、市内の観光地に回遊

させる実験として期間限定で行いますので、市民の皆さんもぜひご利用ください。

恭実　験　期　間　平成 30 年 12 月１日（土）～平成 31 年１月 28 日（月）

恭停車バス停　道の駅鹿島　嚇　浜大橋　嚇　ＪＲ肥前浜駅　嚇　大村方　嚇　祐徳稲荷神社

１日（土）～

７日（金）～

15 日（土）～

22 日（土）～

29 日（土）～

３日（月）

10 日（月）

17 日（月）

24 日（振休）

30 日（日）

12

月

７日（月）～

12 日（土）～

19 日（土）～

26 日（土）～

８日（火）

14 日（祝）

21 日（月）

28 日（月）

１

月

運　行　日運行バスルート

浜大橋バス停（肥前浜宿酒蔵通り）

道の駅鹿島⇒祐徳稲荷神社

10：00

１便

バス

10：07

10：10

10：15

10：13（下）

10：08（下）

10：20

10：25

出発

大村方バス停（幸姫酒造）

道の駅鹿島

ＪＲ肥前浜駅

祐徳稲荷神社

バス 出発

列車

到着

バス
到着

出発

出発

バス 出発

バス 到着

11：05

２便

11：12

11：15

11：20

－

11：25

11：30

12：00

３便

12：07

12：10

12：15

12：18（上）

12：20

12：25

12：07（下）
浜駅止まり

13：15

４便

13：22

13：25

13：30

13：35

13：40

13：28（下）

16：00

５便

16：07

16：10

16：15

16：18（上）

16：20

16：25

16：07（下）
浜駅止まり

17：05

６便

17：12

17：15

－

－

－

17：21（下）
17：30（上）

大村方バス停（幸姫酒造）

祐徳稲荷神社⇒道の駅鹿島

10：30

１便

バス

10：35

出発

浜大橋バス停（肥前浜宿酒蔵通り）

祐徳稲荷神社

ＪＲ肥前浜駅

道の駅鹿島

バス 出発

11：35

２便

11：40

12：35

３便

12：40

14：15

４便

14：20

16：30

５便

16：35

列車
到着

－ － －10：56（上） 14：28（上）

10：37

10：40
バス

到着

出発
11：45 12：45

14：25

14：30
16：40

出発

10：43バス

10：50

出発

バス 到着

11：48

11：55

12：48

12：55

14：33

14：40

16：43

16：50

恭バス・列車（出発・到着）時刻表 （上）佐賀方面　（下）長崎方面

観光周遊に関する実証実験

無料周遊バスを運行します
観光周遊に関する実証実験

無料周遊バスを運行します
　商工観光課観光振興係　緯０９５４（６３）３４１２　商工観光課観光振興係　緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

乗車無料
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　選挙管理委員会

　緯０９５４（６３）３４１８

詳しくは

　この選挙は、私たちの意見を県政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。

怯投票のご案内
　投票日当日は、７時から20時まで投票ができます。

　送られてきた入場券に記載されている投票所に

『入場券』を持ってお越しください。

怯期日前投票のご利用を！
　投票日に仕事や旅行などで投票所へ行けない人の

ために『期日前投票』制度があります。

　日　　程　12 月 15 日（土）まで

　時　　間　８時 30 分～ 20時

　と　こ　ろ　市民会館１階第４会議室

　持　参　品　入場券

　※入場券の裏面に期日前投票宣誓書を印刷してい

　　ます。期日前投票をするときは、事前に記入し

　　ておくと手続きがスムーズです。

怯開票のご案内
　開票作業は『のごみふれあい楽習館』で行います。

　開票作業　12 月 16 日（日）20 時 40 分～

　開票速報　22 時から 30分おきに各候補者の得票

　　　　　　数を発表します。

開票速報は鹿島市ホームページで！
http://www.city.saga-kashima.lg.jp/

①不在者投票指定施設の病院や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・老人ホームなどにお尋ねください。

②出張などで市外に滞在している人は、滞在地の市町村で不在者投票ができます。投票用紙等の請求手続きが必

　要です。詳しくは選挙管理委員会事務局までお尋ねください。

③身体に重度の障がいのある人や要介護認定５の人などは、あらかじめ『郵便等投票証明書』の交付を受けたう

　えで、郵便による不在者投票ができます。詳しくは選挙管理委員会事務局までお尋ねください。

不
在
者
投
票

佐賀県知事選挙　投開票日12月 16日（日）

　政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職

にある者）が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法

律で禁止されています。違反すると、処罰されます。

　また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

みんなで徹底しよう！『選挙の三ない運動』みんなで徹底しよう！『選挙の三ない運動』
さんさん

【禁止されている寄附の例】

　噛お歳暮やお中元、お年賀など

　噛卒業祝い、入学祝い、病院見舞など

　噛お祭りへの寄附やお酒などの差し入れ

　噛地域の運動会などへの飲食物の差し入れ

　噛家族や秘書などが代理で出席するときの結婚祝いや葬式の香典

　噛地域の集会や旅行、運動会などの行事への寸志や飲食物の差し入れ

【政治家が選挙区内にある者に対する禁止の例】

　噛暑中見舞いや年賀状などのあいさつ状（電報も含む）を出すこと　※答礼のための自筆によるものを除く

　噛あいさつを目的とする有料広告を出すこと

-選挙の三ない運動-

贈らない！

　求めない！

　　受け取らない！

　選挙管理委員会

　緯０９５４（６３）３４１８

詳しくは

１２月１６日（日）は県知事選挙の投票日１２月１６日（日）は県知事選挙の投票日

　道の駅鹿島を中心とした外国人にもやさしい観光周遊の実証実験として、祐徳稲荷神社・ＪＲ肥前浜駅・道の駅

鹿島を結ぶ無料のバスが運行します。訪日外国人を含めて祐徳稲荷神社に集中する観光客を、市内の観光地に回遊

させる実験として期間限定で行いますので、市民の皆さんもぜひご利用ください。

恭実　験　期　間　平成 30 年 12 月１日（土）～平成 31 年１月 28 日（月）

恭停車バス停　道の駅鹿島　嚇　浜大橋　嚇　ＪＲ肥前浜駅　嚇　大村方　嚇　祐徳稲荷神社

１日（土）～

７日（金）～

15 日（土）～

22 日（土）～

29 日（土）～

３日（月）

10 日（月）

17 日（月）

24 日（振休）

30 日（日）

12

月

７日（月）～

12 日（土）～

19 日（土）～

26 日（土）～

８日（火）

14 日（祝）

21 日（月）

28 日（月）

１

月

運　行　日運行バスルート

浜大橋バス停（肥前浜宿酒蔵通り）

道の駅鹿島⇒祐徳稲荷神社

10：00

１便

バス

10：07

10：10

10：15

10：13（下）

10：08（下）

10：20

10：25

出発

大村方バス停（幸姫酒造）

道の駅鹿島

ＪＲ肥前浜駅

祐徳稲荷神社

バス 出発

列車

到着

バス
到着

出発

出発

バス 出発

バス 到着

11：05

２便

11：12

11：15

11：20

－

11：25

11：30

12：00

３便

12：07

12：10

12：15

12：18（上）

12：20

12：25

12：07（下）
浜駅止まり

13：15

４便

13：22

13：25

13：30

13：35

13：40

13：28（下）

16：00

５便

16：07

16：10

16：15

16：18（上）

16：20

16：25

16：07（下）
浜駅止まり

17：05

６便

17：12

17：15

－

－

－

17：21（下）
17：30（上）

大村方バス停（幸姫酒造）

祐徳稲荷神社⇒道の駅鹿島

10：30

１便

バス

10：35

出発

浜大橋バス停（肥前浜宿酒蔵通り）

祐徳稲荷神社

ＪＲ肥前浜駅

道の駅鹿島

バス 出発

11：35

２便

11：40

12：35

３便

12：40

14：15

４便

14：20

16：30

５便

16：35

列車
到着

－ － －10：56（上） 14：28（上）

10：37

10：40
バス

到着

出発
11：45 12：45

14：25

14：30
16：40

出発

10：43バス

10：50

出発

バス 到着

11：48

11：55

12：48

12：55

14：33

14：40

16：43

16：50

恭バス・列車（出発・到着）時刻表 （上）佐賀方面　（下）長崎方面

観光周遊に関する実証実験

無料周遊バスを運行します
観光周遊に関する実証実験

無料周遊バスを運行します
　商工観光課観光振興係　緯０９５４（６３）３４１２　商工観光課観光振興係　緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

乗車無料
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建おくすりノートを持っていきましょう

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

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

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）

日 在宅当番医 所在地
谷口医院　　　　　緯０９５４（６６）３５６８
樋口医院　　　　　緯０９５４（４３）１６５２
福田医院　　　　　緯０９５４（４３）０５５０
うれしのふくだクリニック　緯０９５４（４２）１２１１

11日
4日

18日
25日

嬉野市
嬉野市
嬉野市
嬉野市

※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

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

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

怯子育て・相談・教室 場所：保健センター（エイブル１階）

母子健康手帳交付 5・12・19・26 日（水） 10時～10時30分
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

備考受付時間開催日行事名

２か月児相談 14 日（金） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談
対　象　平成 30 年 10 月生まれ

赤ちゃん相談 12 日（水） 13時30分～14時30分
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

離乳食教室（前期） 4 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・試食等
対　象　5・6 か月児の保護者

幼児食教室 18 日（火） 10時～10時30分
内　容　調理実習・試食等
対　象　1 歳 6 か月～就学前の児と保護者（要予約）

成人健康相談 5 日（水） ９時30分～10時30分
内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

２回目フッ化物塗布 20 日（木） 13時45分～14時
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 12 月生まれ（希望者のみ）

怯子どもの健診

４か月児健診
（平成30年8月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成29年5月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成27年5月生まれ）

19 日（水）

20 日（木）

13 日（木）

13時10分～13時30分

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

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）　

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）

備考受付時間開催日行事名

場所：保健センター（エイブル１階）

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

く ら し
の カレンダーカレンダー12月

December

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

子育て支援センター

緯０９５４（６３）０８７４
http://www.facebook.com/wawawapot

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

建おくすりノートを持っていきましょう

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

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

日 在宅当番医 当番薬局
森田医院　緯（６３）３９５６2 日（日） おおぞら薬局
納富病院　緯（６３）１１１７9 日（日） アルナ薬局鹿島店
別府整形外科　緯（６３）３０６３16 日（日） 溝上薬局西牟田店
薬師寺医院　緯（６３）５２８１23 日（祝） アルナ薬局浜町店
中村医院　緯（６３）９２３４24 日（振休） 祐信堂薬局
織田病院　緯（６３）３２７５30 日（日） 溝上薬局スカイロード店

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

1 日（土）
2 日（日）
8 日（土）
9 日（日）

15 日（土）
16 日（日）
22 日（土）
23 日（祝）
24 日（振替）
29 日（土）
30 日（日）
31 日（月）
1 月 1 日（祝）

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
鹿島設備工業所　　　緯（６３）３２２８
大隈設備工業　　　　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０９０（８４０５）６２９８

平成３０年１０月３１日現在

鹿島市
－

－ 3 人能古見

－浜

北鹿島

－

男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

29,395

13,855

3,493

3,040

2,810

3,404

2,793

13,851

15,544

10,775

5,423

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

6 人 8 世帯

6 人 8 世帯

1,167 世帯 4 世帯

1,022 世帯

1,202 世帯

1,024 世帯

937 世帯

2 人

9 人

3 人

1 人

2 人

8 人

0 世帯

3 世帯

－ 2 世帯

1 世帯

－ －

市役所
保健センター

1・8・15・22 日（土）、23 日（祝）、
2・9・16 日（日）、24 日（振休）
29 日（土）～ 1 月 3 日（木）

29 日（土）～ 1 月 3 日（木）

4・11・18 日（火）、23（祝）～ 25 日（火）、
29 日（土）～ 1 月 3 日（木）

市民交流プラザ
（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

市民図書館

4・11・18・25 日（火）、
28 日（金）～ 1 月 3 日（木）

陸上競技場・社会体育館

3・10・17 日（月）、24 日（振休）、
29 日（土）～ 1 月 3 日（木）

産業活性化施設
（海道しるべ）

3・10・17 日（月）、25 日（火）、
28 日（金）～ 1 月 4 日（金）13 時まで

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

3・10・17 日（月）、25 日（火）、
29 日（土）～ 1 月 3 日（木）

※市民球場は、芝の養生のため12/１～２/28まで休場
※蟻尾山グラウンド・ゴルフ場は、年末年始および芝
　の養生のため12/27～２/28まで休場
※各地区公民館など詳しくは10ページへ

怯ひろばの集い

10 日（月）　栢予約・利用料不要

　『もうすぐクリスマス
　　　　　　つくって飾ろう day 四』
時　間　11 時～ 11 時 45 分

場　所　子育て支援センター

19 日（水）　栢要予約　

　『わ ・ わ ・ わクッキング
　　　さつまいもが大変身 day♪』
時　間　10 時 45 分～ 11 時 45 分

場　所　市民交流プラザかたらい３階キッチンスタジオ

（共通）

対　象　５か月～就学前児と保護者

※詳しくは facebook をご覧ください

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
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　選挙管理委員会

　緯０９５４（６３）３４１８

詳しくは

　この選挙は、私たちの意見を県政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。

怯投票のご案内
　投票日当日は、７時から20時まで投票ができます。

　送られてきた入場券に記載されている投票所に

『入場券』を持ってお越しください。

怯期日前投票のご利用を！
　投票日に仕事や旅行などで投票所へ行けない人の

ために『期日前投票』制度があります。

　日　　程　12 月 15 日（土）まで

　時　　間　８時 30 分～ 20時

　と　こ　ろ　市民会館１階第４会議室

　持　参　品　入場券

　※入場券の裏面に期日前投票宣誓書を印刷してい

　　ます。期日前投票をするときは、事前に記入し

　　ておくと手続きがスムーズです。

怯開票のご案内
　開票作業は『のごみふれあい楽習館』で行います。

　開票作業　12 月 16 日（日）20 時 40 分～

　開票速報　22 時から 30分おきに各候補者の得票

　　　　　　数を発表します。

開票速報は鹿島市ホームページで！
http://www.city.saga-kashima.lg.jp/

①不在者投票指定施設の病院や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・老人ホームなどにお尋ねください。

②出張などで市外に滞在している人は、滞在地の市町村で不在者投票ができます。投票用紙等の請求手続きが必

　要です。詳しくは選挙管理委員会事務局までお尋ねください。

③身体に重度の障がいのある人や要介護認定５の人などは、あらかじめ『郵便等投票証明書』の交付を受けたう

　えで、郵便による不在者投票ができます。詳しくは選挙管理委員会事務局までお尋ねください。

不
在
者
投
票

佐賀県知事選挙　投開票日12月 16日（日）

　政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職

にある者）が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法

律で禁止されています。違反すると、処罰されます。

　また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

みんなで徹底しよう！『選挙の三ない運動』みんなで徹底しよう！『選挙の三ない運動』
さんさん

【禁止されている寄附の例】

　噛お歳暮やお中元、お年賀など

　噛卒業祝い、入学祝い、病院見舞など

　噛お祭りへの寄附やお酒などの差し入れ

　噛地域の運動会などへの飲食物の差し入れ

　噛家族や秘書などが代理で出席するときの結婚祝いや葬式の香典

　噛地域の集会や旅行、運動会などの行事への寸志や飲食物の差し入れ

【政治家が選挙区内にある者に対する禁止の例】

　噛暑中見舞いや年賀状などのあいさつ状（電報も含む）を出すこと　※答礼のための自筆によるものを除く

　噛あいさつを目的とする有料広告を出すこと

-選挙の三ない運動-

贈らない！

　求めない！

　　受け取らない！

　選挙管理委員会

　緯０９５４（６３）３４１８

詳しくは

１２月１６日（日）は県知事選挙の投票日１２月１６日（日）は県知事選挙の投票日

　道の駅鹿島を中心とした外国人にもやさしい観光周遊の実証実験として、祐徳稲荷神社・ＪＲ肥前浜駅・道の駅

鹿島を結ぶ無料のバスが運行します。訪日外国人を含めて祐徳稲荷神社に集中する観光客を、市内の観光地に回遊

させる実験として期間限定で行いますので、市民の皆さんもぜひご利用ください。

恭実　験　期　間　平成 30 年 12 月１日（土）～平成 31 年１月 28 日（月）

恭停車バス停　道の駅鹿島　嚇　浜大橋　嚇　ＪＲ肥前浜駅　嚇　大村方　嚇　祐徳稲荷神社

１日（土）～

７日（金）～

15 日（土）～

22 日（土）～

29 日（土）～

３日（月）

10 日（月）

17 日（月）

24 日（振休）

30 日（日）

12

月

７日（月）～

12 日（土）～

19 日（土）～

26 日（土）～

８日（火）

14 日（祝）

21 日（月）

28 日（月）

１

月

運　行　日運行バスルート

浜大橋バス停（肥前浜宿酒蔵通り）

道の駅鹿島⇒祐徳稲荷神社

10：00

１便

バス

10：07

10：10

10：15

10：13（下）

10：08（下）

10：20

10：25

出発

大村方バス停（幸姫酒造）

道の駅鹿島

ＪＲ肥前浜駅

祐徳稲荷神社

バス 出発

列車

到着

バス
到着

出発

出発

バス 出発

バス 到着

11：05

２便

11：12

11：15

11：20

－

11：25

11：30

12：00

３便

12：07

12：10

12：15

12：18（上）

12：20

12：25

12：07（下）
浜駅止まり

13：15

４便

13：22

13：25

13：30

13：35

13：40

13：28（下）

16：00

５便

16：07

16：10

16：15

16：18（上）

16：20

16：25

16：07（下）
浜駅止まり

17：05

６便

17：12

17：15

－

－

－

17：21（下）
17：30（上）

大村方バス停（幸姫酒造）

祐徳稲荷神社⇒道の駅鹿島

10：30

１便

バス

10：35

出発

浜大橋バス停（肥前浜宿酒蔵通り）

祐徳稲荷神社

ＪＲ肥前浜駅

道の駅鹿島

バス 出発

11：35

２便

11：40

12：35

３便

12：40

14：15

４便

14：20

16：30

５便

16：35

列車
到着

－ － －10：56（上） 14：28（上）

10：37

10：40
バス

到着

出発
11：45 12：45

14：25

14：30
16：40

出発

10：43バス

10：50

出発

バス 到着

11：48

11：55

12：48

12：55

14：33

14：40

16：43

16：50

恭バス・列車（出発・到着）時刻表 （上）佐賀方面　（下）長崎方面

観光周遊に関する実証実験

無料周遊バスを運行します
観光周遊に関する実証実験

無料周遊バスを運行します
　商工観光課観光振興係　緯０９５４（６３）３４１２　商工観光課観光振興係　緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

乗車無料
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　最近多いニセ電話詐欺の手口は、電子ギフト券を購入させ、

ギフト券番号を聞き出す架空請求詐欺です。被害に遭うのは

高齢者だけでなく、年齢に関係なく騙されています。

《詐欺被害を防ぐために》

　胸身に覚えのない請求は無視する　胸安易に連絡しない

　胸一人で判断せず、家族や警察に相談する

今月は、年金支給日です。

オレオレ詐欺や還付金詐欺にも注意しましょう。

今月は、年金支給日です。

オレオレ詐欺や還付金詐欺にも注意しましょう。
　鹿島警察署生活安全課

　緯０９５４（６３）１１１１

詳しくは

ニセ電話詐欺に注意！ニセ電話詐欺に注意！

鹿島市職員（建築）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『採
　用試験申込書請求』と朱書きし、裏面には『請求
　された人の住所、氏名』を記入の上、必ず 120 円（返
　信を速達で希望する場合は 400 円）切手を貼り、
　宛先および郵便番号を明記した返信用封筒（角形
　２号：Ａ４サイズ用紙が入る大きさ）を同封して、
　右記の申込先へ請求してください。

③市ホームページからダウンロードできます。

受付期間　12 月３日（月）～ 12月 17 日（月）

　　　　　８時30分～17時15分（土・日・祝日除く）

第１次試験　平成 31 年１月６日（日）

　　　　　９時 30 分集合　市役所（予定）

〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１

鹿島市役所総務課職員係　緯０９５４（６３）２１１３

申込・問合せ先

試　験 受　検　資　格

潤昭和43年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人
潤次のいずれかに該当する人
　・１級建築士若しくは２級建築士資格を保有する人
　・平成31年３月31日までに建築士資格を保有する見込みの人
　・平成31年３月31日時点で２級建築士試験の受験資格を有する人
潤住所要件はありません

区　分

建築Ａ
【大卒程度】
・教養試験
・専門試験

採用予定

若干名

職務内容

建築技術、一般行政
の業務に従事

職員採用・募集情報

採 用 情 報

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

選補助券を発行し、補助券３枚で１回抽選ができ

ます。佐賀牛や地元のお米などの賞品が当たる空

クジ無しの抽選会です。

　抽選券発行期間　12 月８日（土）21時まで

　抽　選　会　日　時　12 月８日（土）10時～ 21 時

　抽　選　会　会　場　いちのせ商店（立花屋前）

　※商品が無くなり次第修了

　ＹＯＵ-ＴＯＫＵ庵

　緯０８０（１５３２）３２４０

詳しくは
　同協議会事務局（田雑商店内）

　緯０９５４（６３）２６０１

詳しくは

主　　催　鹿島市地場産業振興協議会

鹿島市特産品まつり鹿島市特産品まつり
　鹿島自慢の農水産物や加工品などの物産を即売・

展示する催しを、祐徳稲荷神社のお火たきに合わせ

て開催します。

　と　　き　12 月７日（金）９時～ 16時

　　　　　　12 月８日（土）９時～ 22時

　　　　　　12 月９日（日）９時～ 16時

　と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参集殿

興特産品の即売および展示

興伝統工芸品制作実演

興お楽しみガラポン抽選会

興干支キーホルダープレゼント（数量限定）

興ゆるキャラ大集合

興園児によるお遊戯
　煙７日（金）14 時～鹿島保育園

　煙８日（土）14 時～アソカ保育園

興書道パフォーマンス
　煙７日（金）・９日（日）11 時～

　煙８日（土）11 時～、15時～

門前商店街でも

イベントがあるよ！

イベント情報

　ラムサール条約登録湿地である新籠海岸を中心に、

全地区で取り組む肥前鹿島干潟等クリーンアップ作戦

を今年度も行います。

　空き缶拾いなど１時間程度の簡単な清掃作業です。

皆さん、ボランティア活動に参加してみませんか。

　　と　　き　12 月９日（日）８時～

　　と　こ　ろ　新籠海岸見晴し台付近

　環境下水道課ラムサール条約推進室

　緯０９５４（６３）３４１６

申込・問合せ先

～鹿島市の美しい水辺環境を守ろう～

肥前鹿島干潟等クリーンアップ作戦

勤務場所　保健センター（エイブル１階）

申込期間　12 月３日（月）～ 21日（金）

　　　　　　　　〒８４９－１３１２

鹿島市大字納富分２７００番地１　保健センター（エイブル１階）

鹿島市役所市民部保険健康課予防係　緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

応　募　資　格 採用予定

１人

職　務　内　容

潤助産師の資格を有する人
潤運転免許を有する人

雇　用　期　間区　分

嘱託職員 １年間（平成31年４月１日～） 相談、保健指導、訪問指導など

　子育て総合相談センターで勤務する助産師を募集します。詳しくは市のホームページをご覧になるか、保健セ

ンターまでお問い合わせください。※ハローワーク鹿島にも求人掲載をしています。

嘱託職員（助産師）を募集します
【子育て総合相談センター】
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　最近多いニセ電話詐欺の手口は、電子ギフト券を購入させ、

ギフト券番号を聞き出す架空請求詐欺です。被害に遭うのは

高齢者だけでなく、年齢に関係なく騙されています。

《詐欺被害を防ぐために》

　胸身に覚えのない請求は無視する　胸安易に連絡しない

　胸一人で判断せず、家族や警察に相談する

今月は、年金支給日です。

オレオレ詐欺や還付金詐欺にも注意しましょう。

今月は、年金支給日です。

オレオレ詐欺や還付金詐欺にも注意しましょう。
　鹿島警察署生活安全課

　緯０９５４（６３）１１１１

詳しくは

ニセ電話詐欺に注意！ニセ電話詐欺に注意！

鹿島市職員（建築）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『採
　用試験申込書請求』と朱書きし、裏面には『請求
　された人の住所、氏名』を記入の上、必ず 120 円（返
　信を速達で希望する場合は 400 円）切手を貼り、
　宛先および郵便番号を明記した返信用封筒（角形
　２号：Ａ４サイズ用紙が入る大きさ）を同封して、
　右記の申込先へ請求してください。

③市ホームページからダウンロードできます。

受付期間　12 月３日（月）～ 12月 17 日（月）

　　　　　８時30分～17時15分（土・日・祝日除く）

第１次試験　平成 31 年１月６日（日）

　　　　　９時 30 分集合　市役所（予定）

〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１

鹿島市役所総務課職員係　緯０９５４（６３）２１１３

申込・問合せ先

試　験 受　検　資　格

潤昭和43年４月２日から平成９年４月１日までに生まれた人
潤次のいずれかに該当する人
　・１級建築士若しくは２級建築士資格を保有する人
　・平成31年３月31日までに建築士資格を保有する見込みの人
　・平成31年３月31日時点で２級建築士試験の受験資格を有する人
潤住所要件はありません

区　分

建築Ａ
【大卒程度】
・教養試験
・専門試験

採用予定

若干名

職務内容

建築技術、一般行政
の業務に従事

職員採用・募集情報

採 用 情 報

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

選補助券を発行し、補助券３枚で１回抽選ができ

ます。佐賀牛や地元のお米などの賞品が当たる空

クジ無しの抽選会です。

　抽選券発行期間　12 月８日（土）21時まで

　抽　選　会　日　時　12 月８日（土）10時～ 21 時

　抽　選　会　会　場　いちのせ商店（立花屋前）

　※商品が無くなり次第修了

　ＹＯＵ-ＴＯＫＵ庵

　緯０８０（１５３２）３２４０

詳しくは
　同協議会事務局（田雑商店内）

　緯０９５４（６３）２６０１

詳しくは

主　　催　鹿島市地場産業振興協議会

鹿島市特産品まつり鹿島市特産品まつり
　鹿島自慢の農水産物や加工品などの物産を即売・

展示する催しを、祐徳稲荷神社のお火たきに合わせ

て開催します。

　と　　き　12 月７日（金）９時～ 16時

　　　　　　12 月８日（土）９時～ 22時

　　　　　　12 月９日（日）９時～ 16時

　と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参集殿

興特産品の即売および展示

興伝統工芸品制作実演

興お楽しみガラポン抽選会

興干支キーホルダープレゼント（数量限定）

興ゆるキャラ大集合

興園児によるお遊戯
　煙７日（金）14 時～鹿島保育園

　煙８日（土）14 時～アソカ保育園

興書道パフォーマンス
　煙７日（金）・９日（日）11 時～

　煙８日（土）11 時～、15時～

門前商店街でも

イベントがあるよ！

イベント情報

　ラムサール条約登録湿地である新籠海岸を中心に、

全地区で取り組む肥前鹿島干潟等クリーンアップ作戦

を今年度も行います。

　空き缶拾いなど１時間程度の簡単な清掃作業です。

皆さん、ボランティア活動に参加してみませんか。

　　と　　き　12 月９日（日）８時～

　　と　こ　ろ　新籠海岸見晴し台付近

　環境下水道課ラムサール条約推進室

　緯０９５４（６３）３４１６

申込・問合せ先

～鹿島市の美しい水辺環境を守ろう～

肥前鹿島干潟等クリーンアップ作戦

勤務場所　保健センター（エイブル１階）

申込期間　12 月３日（月）～ 21日（金）

　　　　　　　　〒８４９－１３１２

鹿島市大字納富分２７００番地１　保健センター（エイブル１階）

鹿島市役所市民部保険健康課予防係　緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

応　募　資　格 採用予定

１人

職　務　内　容

潤助産師の資格を有する人
潤運転免許を有する人

雇　用　期　間区　分

嘱託職員 １年間（平成31年４月１日～） 相談、保健指導、訪問指導など

　子育て総合相談センターで勤務する助産師を募集します。詳しくは市のホームページをご覧になるか、保健セ

ンターまでお問い合わせください。※ハローワーク鹿島にも求人掲載をしています。

嘱託職員（助産師）を募集します
【子育て総合相談センター】
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このごみどの袋・人権の輪こんなときこのひとこと、学校だより

今月のキーフレーズ

“once in a blue moon”
この表現は、「ごくまれに」という意味で使われます。

No.156

スティーブン先生

四Filipino Words四
（フィリピンの言葉）

　　　　サラマット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パアラム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハポン

Salamat：ありがとう　　　Paalam：さよなら　　　Hapon：日本

学 校 だ よ り

浜小学校

No.259

蔵々まつり

　１０月２８日（日）、浜地区の

酒蔵通り（重要伝統的建造物群保

存地区）で、第８回秋の蔵々まつ

りが行われました。このまつりで

は、本校の４年生が総合的な学習

の時間の発表の場として７年前か

ら『まちなみガイド』を行ってい

ます。

　今年度は、中島酒造・光武酒

造・魚市場・継場・旧乗田家住宅

の５グループに分かれて発表しま

した。

　午前中の約１時間半、道行くお

客さんに呼びかけ、それぞれ調べ

た場所の紹介を聞いてもらいまし

た。予想以上の人通りで、最初は

どの児童も緊張していたようです

が、回を重ねるごとに緊張もほぐ

れ立派に発表でき、「緊張したけ

ど楽しかった。」「浜の良さが伝

わってよかったです。」と感想を

述べる児童もいました。

　お客さんからも大きな拍手をも

らって嬉しく思ったり、自信に繋

がったりしたようです。４年生児

童にとっては生きた学習となり、

貴重な経験ができました。

　これからもこのよい伝統を残し

つつ、地域の皆さんと触れあう学

習を通して、学校教育目標『ふる

さと愛する・光の子の育成』に向

けて、保護者・地域の皆さんの協

力を得ながら、日々の教育活動に

励んでまいります。

Ariel:

Eric:

Hey Eric! Do you like watching scary 
movies?
I usually don’t, but once in a blue 
moon I’ll watch them.

（アリエル）

（エリック）

やぁエリック！怖い映画観るの好き？

大体観ないけどたまには観るよ。

Julie:

Grant:

Grant, have you ever traveled to a 
foreign country?
Yes, I have. I haven’t traveled much, 
but once in a blue moon. I go to 
different countries with my family.

（ジュリー）

（グラント）

グラント、外国へ行ったことある？

あるよ。何回もじゃないけどたまに家

族と違う国へ行くんだ。

No.145

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　新聞、雑誌類、古着、ダンボール、アルミ缶、廃油の６種類を資源物

として回収し、回収量に応じて市から『資源ごみ回収奨励金』を各地区

や婦人会などの団体へ支払っています。ぜひご協力ください。

資源物を回収してごみを減らしましょう資源物を回収してごみを減らしましょう

古着

煙衣類のみ
　例）シャツ、セーター、フリース地、
　　　　　　　　天然皮製衣類（皮ジャン）など
煙毛布　煙ハンカチ、タオル、バスタオル

※たたんで透明の袋に入れる

以下のものは出せません
・濡れたもの、汚れたもの、破れたもの
・下着、靴下、水着等　・ファーやボア付き衣類
・ナイロン製のような薄手の衣類
・綿入り類、羽毛入り類　・寝具類（毛布以外）
・カーテン類　・ネクタイ　・レース製品

雑誌
煙マンガ本、週刊誌、カタログ誌、
　　　　　　　　パンフレット、教科書・ノート
煙ザラ紙等　煙電話帳（タウンページ・ハローページ）

・必ず紙ひもで結んでください
・ハードカバー、布、ビニール加工のブックケー
　スや表紙は外してください

ダンボール できるだけ小さく折りたたんで、必ず紙ひもで結んでください

新聞 煙新聞紙　煙新聞に入ってくるチラシ 必ず紙ひもで結んでください

アルミ缶 スチール缶が混ざらないようにマークをよく見て分けてください（透明または半透明の袋に入れてください）

廃油 煙植物性の廃油　煙消費期限が過ぎた未使用油 食用のみを出してください

区分 資源物として出せるもの 分け方（注意事項）

１２月の人権週間に想う
～人権問題を考える～
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

　『人権』という言葉を聞くとな
んか窮屈で面倒くさか。自分には
関係ないよ。という人がいるかも
しれません。しかし、そんなに堅
苦しく考える必要はないと思いま
す。『人権』とは、人が人として
生きるための当たり前の権利です。
誰もが生まれながらに持っている
権利のことです。安心して自信を
持って自由に生きる権利ともいわ
れています。これらの権利を総称
して『基本的人権』といいます。
　世界人権宣言や日本国憲法では、
『基本的人権』が保障されると定
めてあるのです。

　ところが、現実にはこの『基本
的人権』を侵害するような事件が
私達の身の回りでは毎日のように
起こっています。例えば、保護者
からの虐待によって子どもの命が
奪われる。パートナーからの暴力
によって心や身体に深い傷を受け
る事件があります。高齢者だから、
障がいがあるから、同和地区出身
者だから、外国人だからというこ
とで差別を受ける事件もあります。
ハンセン病に対する誤った認識や
偏見により、現在でも故郷に帰る
ことのできない人もいます。どれ
をとっても悲しく痛ましい出来事

で人権侵害の問題です。このよう
なことがどうして起こるのでしょ
うか。何が原因なのでしょうか。
どうすればこのようなことをなく
せるのでしょうか。
　人権を尊重するということは、
難しいことでも特別なことでもあ
りません。自分自身を大切にする
ように相手の立場に立って、思い
やりの気持ちを持つだけでいいの
です。しかし、現実には、私たち
の複雑な人間関係の中で相手との
利害等が発生し、人権尊重という
考えが遠のき、人権侵害の問題に
繋がる場合も出てくるのです。
　１２月の人権週間にちなみ現在、
身の回りで起きている人権問題を
振り返りながら人権を尊重すると
は、どんなことなのかを考える機
会としたいですね。

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

いじめはね　あなたの中の　劣等感　　　　　　永吉　壱伍（七浦小６年）
できるはず　国境越えた　意思疎通　　　　　　藤山　将伍（西部中３年）

※学年は平成 29年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介
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このごみどの袋・人権の輪こんなときこのひとこと、学校だより

今月のキーフレーズ

“once in a blue moon”
この表現は、「ごくまれに」という意味で使われます。

No.156

スティーブン先生

四Filipino Words四
（フィリピンの言葉）

　　　　サラマット　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パアラム　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハポン

Salamat：ありがとう　　　Paalam：さよなら　　　Hapon：日本

学 校 だ よ り

浜小学校

No.259

蔵々まつり

　１０月２８日（日）、浜地区の

酒蔵通り（重要伝統的建造物群保

存地区）で、第８回秋の蔵々まつ

りが行われました。このまつりで

は、本校の４年生が総合的な学習

の時間の発表の場として７年前か

ら『まちなみガイド』を行ってい

ます。

　今年度は、中島酒造・光武酒

造・魚市場・継場・旧乗田家住宅

の５グループに分かれて発表しま

した。

　午前中の約１時間半、道行くお

客さんに呼びかけ、それぞれ調べ

た場所の紹介を聞いてもらいまし

た。予想以上の人通りで、最初は

どの児童も緊張していたようです

が、回を重ねるごとに緊張もほぐ

れ立派に発表でき、「緊張したけ

ど楽しかった。」「浜の良さが伝

わってよかったです。」と感想を

述べる児童もいました。

　お客さんからも大きな拍手をも

らって嬉しく思ったり、自信に繋

がったりしたようです。４年生児

童にとっては生きた学習となり、

貴重な経験ができました。

　これからもこのよい伝統を残し

つつ、地域の皆さんと触れあう学

習を通して、学校教育目標『ふる

さと愛する・光の子の育成』に向

けて、保護者・地域の皆さんの協

力を得ながら、日々の教育活動に

励んでまいります。

Ariel:

Eric:

Hey Eric! Do you like watching scary 
movies?
I usually don’t, but once in a blue 
moon I’ll watch them.

（アリエル）

（エリック）

やぁエリック！怖い映画観るの好き？

大体観ないけどたまには観るよ。

Julie:

Grant:

Grant, have you ever traveled to a 
foreign country?
Yes, I have. I haven’t traveled much, 
but once in a blue moon. I go to 
different countries with my family.

（ジュリー）

（グラント）

グラント、外国へ行ったことある？

あるよ。何回もじゃないけどたまに家

族と違う国へ行くんだ。

No.145

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　新聞、雑誌類、古着、ダンボール、アルミ缶、廃油の６種類を資源物

として回収し、回収量に応じて市から『資源ごみ回収奨励金』を各地区

や婦人会などの団体へ支払っています。ぜひご協力ください。

資源物を回収してごみを減らしましょう資源物を回収してごみを減らしましょう

古着

煙衣類のみ
　例）シャツ、セーター、フリース地、
　　　　　　　　天然皮製衣類（皮ジャン）など
煙毛布　煙ハンカチ、タオル、バスタオル

※たたんで透明の袋に入れる

以下のものは出せません
・濡れたもの、汚れたもの、破れたもの
・下着、靴下、水着等　・ファーやボア付き衣類
・ナイロン製のような薄手の衣類
・綿入り類、羽毛入り類　・寝具類（毛布以外）
・カーテン類　・ネクタイ　・レース製品

雑誌
煙マンガ本、週刊誌、カタログ誌、
　　　　　　　　パンフレット、教科書・ノート
煙ザラ紙等　煙電話帳（タウンページ・ハローページ）

・必ず紙ひもで結んでください
・ハードカバー、布、ビニール加工のブックケー
　スや表紙は外してください

ダンボール できるだけ小さく折りたたんで、必ず紙ひもで結んでください

新聞 煙新聞紙　煙新聞に入ってくるチラシ 必ず紙ひもで結んでください

アルミ缶 スチール缶が混ざらないようにマークをよく見て分けてください（透明または半透明の袋に入れてください）

廃油 煙植物性の廃油　煙消費期限が過ぎた未使用油 食用のみを出してください

区分 資源物として出せるもの 分け方（注意事項）

１２月の人権週間に想う
～人権問題を考える～
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

　『人権』という言葉を聞くとな
んか窮屈で面倒くさか。自分には
関係ないよ。という人がいるかも
しれません。しかし、そんなに堅
苦しく考える必要はないと思いま
す。『人権』とは、人が人として
生きるための当たり前の権利です。
誰もが生まれながらに持っている
権利のことです。安心して自信を
持って自由に生きる権利ともいわ
れています。これらの権利を総称
して『基本的人権』といいます。
　世界人権宣言や日本国憲法では、
『基本的人権』が保障されると定
めてあるのです。

　ところが、現実にはこの『基本
的人権』を侵害するような事件が
私達の身の回りでは毎日のように
起こっています。例えば、保護者
からの虐待によって子どもの命が
奪われる。パートナーからの暴力
によって心や身体に深い傷を受け
る事件があります。高齢者だから、
障がいがあるから、同和地区出身
者だから、外国人だからというこ
とで差別を受ける事件もあります。
ハンセン病に対する誤った認識や
偏見により、現在でも故郷に帰る
ことのできない人もいます。どれ
をとっても悲しく痛ましい出来事

で人権侵害の問題です。このよう
なことがどうして起こるのでしょ
うか。何が原因なのでしょうか。
どうすればこのようなことをなく
せるのでしょうか。
　人権を尊重するということは、
難しいことでも特別なことでもあ
りません。自分自身を大切にする
ように相手の立場に立って、思い
やりの気持ちを持つだけでいいの
です。しかし、現実には、私たち
の複雑な人間関係の中で相手との
利害等が発生し、人権尊重という
考えが遠のき、人権侵害の問題に
繋がる場合も出てくるのです。
　１２月の人権週間にちなみ現在、
身の回りで起きている人権問題を
振り返りながら人権を尊重すると
は、どんなことなのかを考える機
会としたいですね。

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

いじめはね　あなたの中の　劣等感　　　　　　永吉　壱伍（七浦小６年）
できるはず　国境越えた　意思疎通　　　　　　藤山　将伍（西部中３年）

※学年は平成 29年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介
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TopicsTopics まちの話題

受賞者紹介

１０月２６日、平成３０年度佐

賀県交通安全功労者等表彰式が

佐賀県庁で行われ、宮﨑昭二さ

ん（乙丸）が交通安全功労者と

して表彰されました。

宮﨑さんは、多年にわたり鹿島

市の交通安全指導員として活動

するなど、交通安全のための献

身的な尽力が認められての受賞

となりました。

東亜工機進出協定締結式

　１１月７日、本社のある谷田工場団地、

大村方工場団地、また、創業の地である横

田工場の３拠点で、船舶用、陸機用各種内

燃機関部品の製造などを手掛ける東亜工機

株式会社の光武渉代表取締役社長が出席さ

れ、進出協定締結式が行われました。

　天然ガスを燃料とした発電用ディーゼル

エンジン需要の高まりを受け、陸上用シリ

ンダライナを増産するため、横田工場では

来年７月の操業開始に向けて、設備の改修や新工場の建設が予定されています。

　今回の増設により社員１０人を増員する計画で、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。

　１０月３１日から１１月

２日にかけて、鹿島市の交

流団が友好結縁を結んでい

る大韓民国全羅南道高興郡

および官学国際交流協定を

結んでいる釜山外国語大学

校を訪問しました。

　高興郡とは、鹿島ガタリ

ンピックでの交流や北鹿島

小学校と高興郡の大西初等學校の相互訪問による小学生交流など、釜山外国語大学校とは鹿島ガタリンピックでの

交流やインターンシップ事業、通訳での協力などを通じて交流を深めています。

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

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

テ ソ

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

釜山外国語大学校キャンパス釜山外国語大学校キャンパス 高興郡歓迎式の様子高興郡歓迎式の様子

海童保育園　みんなで楽しく農業体験！

　１０月２７日、鹿島市と太良町で『多良岳オレンジ海道を活

かす会』と地元地区との連携で毎年開催されている農業体験の

イベントに海童保育園の園児たちが参加しました。

　体験は、稲刈り、芋掘り、大根掘り、みかん狩りなどがあり、

園児たちは夢中になって楽しんでいました。

鹿島市消防団女性部　応急手当普及員講習修了

　１１月１８日、鹿島消防署で応急手当普

及員講習閉講式が行われ、受講した消防団

女性部の団員１３人が、新たに応急手当普

及員として認定を受けました。

　応急手当普及員とは、事業所や地域、学

校で開催される応急手当講習や普通救命講

習の講師を務めることができる資格で、消

防団女性部の皆さんは、これからさまざま

な講習会に講師として参加されます。

　活動の幅が広がった消防団女性部の今後の活躍を期待しています。

秋のまちなか花いっぱい運動

　１１月１０日、鹿島実業高校・鹿島高校の生徒・PTA・先生に

よる『花ボラ』と中心商店街の合同で『まちなか花いっぱい運

動』が開催されました。集まった生徒約１１０人、商店街関係者

約４０人の参加者は、鹿島駅前から商店街一帯の除草と清掃活動

に加え、公園の花壇やお店の前のプランターに花を植えました。

 例年２回の作業を行い、今回は、デイジーやハボタンなどの花苗を約８００本植え込み、高校生の『想い』を

プレートに書いてプランターに添えてもらいました。

　花苗とプレートに書いてもらった高校生の『想い』が大きく花を咲かせることを願います。

七浦保育園　市役所訪問
　勤労感謝の日　お仕事ありがとう

　１１月１９日、七浦保育園の園児１４人が勤労

感謝の日にちなみ、市役所を訪れました。

　園児たちは、元気な声で「いつもお仕事ありが

とうございます。これからもがんばられてくださ

い」と、感謝の言葉とともに花束を市長に手渡し

ました。
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TopicsTopics まちの話題

受賞者紹介

１０月２６日、平成３０年度佐

賀県交通安全功労者等表彰式が

佐賀県庁で行われ、宮﨑昭二さ

ん（乙丸）が交通安全功労者と

して表彰されました。

宮﨑さんは、多年にわたり鹿島

市の交通安全指導員として活動

するなど、交通安全のための献

身的な尽力が認められての受賞

となりました。

東亜工機進出協定締結式

　１１月７日、本社のある谷田工場団地、

大村方工場団地、また、創業の地である横

田工場の３拠点で、船舶用、陸機用各種内

燃機関部品の製造などを手掛ける東亜工機

株式会社の光武渉代表取締役社長が出席さ

れ、進出協定締結式が行われました。

　天然ガスを燃料とした発電用ディーゼル

エンジン需要の高まりを受け、陸上用シリ

ンダライナを増産するため、横田工場では

来年７月の操業開始に向けて、設備の改修や新工場の建設が予定されています。

　今回の増設により社員１０人を増員する計画で、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。

　１０月３１日から１１月

２日にかけて、鹿島市の交

流団が友好結縁を結んでい

る大韓民国全羅南道高興郡

および官学国際交流協定を

結んでいる釜山外国語大学

校を訪問しました。

　高興郡とは、鹿島ガタリ

ンピックでの交流や北鹿島

小学校と高興郡の大西初等學校の相互訪問による小学生交流など、釜山外国語大学校とは鹿島ガタリンピックでの

交流やインターンシップ事業、通訳での協力などを通じて交流を深めています。

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

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

テ ソ

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

釜山外国語大学校キャンパス釜山外国語大学校キャンパス 高興郡歓迎式の様子高興郡歓迎式の様子

海童保育園　みんなで楽しく農業体験！

　１０月２７日、鹿島市と太良町で『多良岳オレンジ海道を活

かす会』と地元地区との連携で毎年開催されている農業体験の

イベントに海童保育園の園児たちが参加しました。

　体験は、稲刈り、芋掘り、大根掘り、みかん狩りなどがあり、

園児たちは夢中になって楽しんでいました。

鹿島市消防団女性部　応急手当普及員講習修了

　１１月１８日、鹿島消防署で応急手当普

及員講習閉講式が行われ、受講した消防団

女性部の団員１３人が、新たに応急手当普

及員として認定を受けました。

　応急手当普及員とは、事業所や地域、学

校で開催される応急手当講習や普通救命講

習の講師を務めることができる資格で、消

防団女性部の皆さんは、これからさまざま

な講習会に講師として参加されます。

　活動の幅が広がった消防団女性部の今後の活躍を期待しています。

秋のまちなか花いっぱい運動

　１１月１０日、鹿島実業高校・鹿島高校の生徒・PTA・先生に

よる『花ボラ』と中心商店街の合同で『まちなか花いっぱい運

動』が開催されました。集まった生徒約１１０人、商店街関係者

約４０人の参加者は、鹿島駅前から商店街一帯の除草と清掃活動

に加え、公園の花壇やお店の前のプランターに花を植えました。

 例年２回の作業を行い、今回は、デイジーやハボタンなどの花苗を約８００本植え込み、高校生の『想い』を

プレートに書いてプランターに添えてもらいました。

　花苗とプレートに書いてもらった高校生の『想い』が大きく花を咲かせることを願います。

七浦保育園　市役所訪問
　勤労感謝の日　お仕事ありがとう

　１１月１９日、七浦保育園の園児１４人が勤労

感謝の日にちなみ、市役所を訪れました。

　園児たちは、元気な声で「いつもお仕事ありが

とうございます。これからもがんばられてくださ

い」と、感謝の言葉とともに花束を市長に手渡し

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

受　付　保健センター（エイブル１階）

　　　　午後：13時30分～14時30分　夜間：18時～19時

対象者　子宮頸がん検診：20 歳以上の女性

　　　　乳　が　ん検診：40歳以上で昨年度未受診の女性

料　金　子宮頸がん検診：700 円

　　　　乳　が　ん検診：40歳代1,200円、50歳以上700円

潤乳がん検診はマンモグラフィのみです（視触診

　はありません）※毎回先着55人で締め切ります

潤５～６月に実施したがん検診申込書などで申し

　込んだ人には受診票を郵送します。

潤区ごとに受診日を定めていますが、都合が悪い

　ときは別の日に受診できます。（連絡不要）

潤新たに希望する人はご連絡ください。

子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう

月　日 対　象　区

12 月３日
（月）午後

野畠・北舟津・三部・新籠・常広・音成

12 月５日
（水）午後

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

月　日 対　象　区

　保健センター（エイブル１階）

　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

12 月７日
（金）夜間

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

　子宮頸がん検診は

　　毎年受けられるようになりました。

　市では次のようにインフルエンザ予防接種の費

用助成を行います。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　10 月１日～ 12月 31 日

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）を引いた額

持　参　品　母子健康手帳、健康保険証（住所確認用）

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 31 年３月 29 日ま

　でに保健センターへ申請してください。

中学３年生までの
　インフルエンザ予防接種

　県内のインフルエンザ予防接種実施医療機関で受け

ることができます。希望する人は、事前に直接医療機

関へお申し込みください。

対　象　者　①65 歳以上で希望する人

　　　　　②60 ～ 64 歳で心臓・腎臓・呼吸器などに

　　　　　　重い障がいのある人

期　　間　10 月１日～ 12月 31 日

　　　　　※医療機関によって異なる場合があります

接種回数　１回

自己負担金　1,300 円（医療機関の窓口でお支払いください）

　　　　　※生活保護世帯および中国残留邦人支援給付世帯の人は無料

持　参　品　健康保険証（住所確認用）

　　　　　健康手帳またはおくすりノート（済証貼付用）

高齢者の
　インフルエンザ予防接種

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では、料理教室を

開催しています。

　どなたでも参加できますので、希望する人

は保健センターまでお申し込みください。

と　　き　12 月 19 日（水）10 時～ 14 時

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

参　加　費　300円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾

申込期限　12 月 12 日（水）

食改さんの料理教室

地域包括支援センターからのお知らせ
恭ロコモ予防運動ボランティア養成講座

と　　き　12 月３日～平成 31年３月 11 日

　　　　　（毎週月曜日）13時 30 分～ 15 時

※12 月 24・31 日、1月７日、祝日を除く

と　こ　ろ　林業体育館

内　　容　ストレッチ、リズムダンス、

　　　　　運動ボランティアの勉強　など

対　　象　おおむね 40 歳以上

参　加　費　無料

持　参　品　タオル、動ける服装、

　　　　　体育館シューズ、飲み物　など

恭かしまオレンジカフェ（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。今回は“しおり”を作ります。

　と　　き　12 月 19 日（水）

　　　　　　13 時 30 分～ 15 時

　と　こ　ろ　エイブル２階和室

　参　加　費　無料

恭健康長寿のための介護予防料理教室

　いつまでもおいしく、楽しく、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をしてみませんか。

　講師はMIZ薬局の管理栄養士です。

と　　き　平成 31 年１月 30日（水）11時～ 13 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル２階調理室　　　持　参　品　エプロン、三角巾

対　　象　おおむね 40歳以上の人　　　定　　員　先着 12 人

参　加　費　500 円（材料費、教材費含む）　　　申込期限　12 月 20 日（木）

恭脳若教室（１０回コース）

　認知症予防を目的に、iPadを使った脳ト

レを行います。参加者同士で交流しながら

ストレッチや記憶力ゲームで脳を活性化し

ましょう。

と　　き　平成 31 年１月 10 日～３月 14日

　　　　　（毎週木曜日）10時～ 11時 30 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

定　　員　先着 24 人

対　　象　おおむね 65 歳以上

テキスト代　2,000 円　※初回に集金します

　地域包括支援センター　緯０９５４（６３）２１６０詳しくは

　ゆめさが大学事務局（佐賀県長寿社会振興財団）

　緯０９５２（３１）４１６５

　ゆめさが大学鹿島校（市民交流プラザかたらい３階）

　緯０９５４（６３）２３２２

詳しくは

　ゆめさが大学鹿島校では、平成３１年度の新規入学生を募集しています。新たな仲間とともに楽しみながら学べ

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

ゆめさが大学鹿島校 　学生募集

学習内容　佐賀の歴史、芸術・文化、時事問題、

　　　　　栄養と健康、パソコン、

　　　　　手軽にできるスポーツなど　[年間60講義]

受講期間　２年間（平成 31 年４月～）

　　　　　※年間 30 日（おおむね週１回）

応募資格　おおむね 60 歳以上の人

募集定員　60 人

主な講義会場　市民交流プラザかたらい

入　学　金　10,285 円

受　講　料　36,000 円（年額、消費税含む）※別途教材費

申込方法　ゆめさが大学鹿島校（かたらい３階）市保険

　　　　　健康課、各地区公民館にある入学案内の中の

　　　　　入学願書を提出してください。（郵送可）

申込締切　平成 31 年３月 15日（金）
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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

受　付　保健センター（エイブル１階）

　　　　午後：13時30分～14時30分　夜間：18時～19時

対象者　子宮頸がん検診：20 歳以上の女性

　　　　乳　が　ん検診：40歳以上で昨年度未受診の女性

料　金　子宮頸がん検診：700 円

　　　　乳　が　ん検診：40歳代1,200円、50歳以上700円

潤乳がん検診はマンモグラフィのみです（視触診

　はありません）※毎回先着55人で締め切ります

潤５～６月に実施したがん検診申込書などで申し

　込んだ人には受診票を郵送します。

潤区ごとに受診日を定めていますが、都合が悪い

　ときは別の日に受診できます。（連絡不要）

潤新たに希望する人はご連絡ください。

子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう

月　日 対　象　区

12 月３日
（月）午後

野畠・北舟津・三部・新籠・常広・音成

12 月５日
（水）午後

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

月　日 対　象　区

　保健センター（エイブル１階）

　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

12 月７日
（金）夜間

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

　子宮頸がん検診は

　　毎年受けられるようになりました。

　市では次のようにインフルエンザ予防接種の費

用助成を行います。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　10 月１日～ 12月 31 日

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）を引いた額

持　参　品　母子健康手帳、健康保険証（住所確認用）

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 31 年３月 29 日ま

　でに保健センターへ申請してください。

中学３年生までの
　インフルエンザ予防接種

　県内のインフルエンザ予防接種実施医療機関で受け

ることができます。希望する人は、事前に直接医療機

関へお申し込みください。

対　象　者　①65 歳以上で希望する人

　　　　　②60 ～ 64 歳で心臓・腎臓・呼吸器などに

　　　　　　重い障がいのある人

期　　間　10 月１日～ 12月 31 日

　　　　　※医療機関によって異なる場合があります

接種回数　１回

自己負担金　1,300 円（医療機関の窓口でお支払いください）

　　　　　※生活保護世帯および中国残留邦人支援給付世帯の人は無料

持　参　品　健康保険証（住所確認用）

　　　　　健康手帳またはおくすりノート（済証貼付用）

高齢者の
　インフルエンザ予防接種

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では、料理教室を

開催しています。

　どなたでも参加できますので、希望する人

は保健センターまでお申し込みください。

と　　き　12 月 19 日（水）10 時～ 14 時

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

参　加　費　300円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾

申込期限　12 月 12 日（水）

食改さんの料理教室

地域包括支援センターからのお知らせ
恭ロコモ予防運動ボランティア養成講座

と　　き　12 月３日～平成 31年３月 11 日

　　　　　（毎週月曜日）13時 30 分～ 15 時

※12 月 24・31 日、1月７日、祝日を除く

と　こ　ろ　林業体育館

内　　容　ストレッチ、リズムダンス、

　　　　　運動ボランティアの勉強　など

対　　象　おおむね 40 歳以上

参　加　費　無料

持　参　品　タオル、動ける服装、

　　　　　体育館シューズ、飲み物　など

恭かしまオレンジカフェ（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。今回は“しおり”を作ります。

　と　　き　12 月 19 日（水）

　　　　　　13 時 30 分～ 15 時

　と　こ　ろ　エイブル２階和室

　参　加　費　無料

恭健康長寿のための介護予防料理教室

　いつまでもおいしく、楽しく、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をしてみませんか。

　講師はMIZ薬局の管理栄養士です。

と　　き　平成 31 年１月 30日（水）11時～ 13 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル２階調理室　　　持　参　品　エプロン、三角巾

対　　象　おおむね 40歳以上の人　　　定　　員　先着 12 人

参　加　費　500 円（材料費、教材費含む）　　　申込期限　12 月 20 日（木）

恭脳若教室（１０回コース）

　認知症予防を目的に、iPadを使った脳ト

レを行います。参加者同士で交流しながら

ストレッチや記憶力ゲームで脳を活性化し

ましょう。

と　　き　平成 31 年１月 10 日～３月 14日

　　　　　（毎週木曜日）10時～ 11時 30 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

定　　員　先着 24 人

対　　象　おおむね 65 歳以上

テキスト代　2,000 円　※初回に集金します

　地域包括支援センター　緯０９５４（６３）２１６０詳しくは

　ゆめさが大学事務局（佐賀県長寿社会振興財団）

　緯０９５２（３１）４１６５

　ゆめさが大学鹿島校（市民交流プラザかたらい３階）

　緯０９５４（６３）２３２２

詳しくは

　ゆめさが大学鹿島校では、平成３１年度の新規入学生を募集しています。新たな仲間とともに楽しみながら学べ

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

ゆめさが大学鹿島校 　学生募集

学習内容　佐賀の歴史、芸術・文化、時事問題、

　　　　　栄養と健康、パソコン、

　　　　　手軽にできるスポーツなど　[年間60講義]

受講期間　２年間（平成 31 年４月～）

　　　　　※年間 30 日（おおむね週１回）

応募資格　おおむね 60 歳以上の人

募集定員　60 人

主な講義会場　市民交流プラザかたらい

入　学　金　10,285 円

受　講　料　36,000 円（年額、消費税含む）※別途教材費

申込方法　ゆめさが大学鹿島校（かたらい３階）市保険

　　　　　健康課、各地区公民館にある入学案内の中の

　　　　　入学願書を提出してください。（郵送可）

申込締切　平成 31 年３月 15日（金）
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エイブルからのお知らせなど

お知らせ

恭家屋を取り壊したとき

　所有していた家屋の全

部または一部を取り壊し

たときは、税務課まで届

け出てください。

 届け出をされなかった

場合、翌年度以降もその

まま課税されることがあ

りますので、確実な届け出をお願い

します。

恭登記していない家屋（未登記家屋）

　の所有者が変わったとき

　登記していない家屋（未登記家

屋）を売買または贈与したときや所

有者が亡くなって相続したときは、

税務課まで届け出てください。

※家屋を新築・増築・改築したとき

もご連絡ください

詳しくは　税務課課税係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１８

　2019年（平成31年）10月１日か

ら消費税率が10％に引き上げられ、

それと同時に消費税軽減税率制度が

実施されます。中小企業・小規模事

業者等に対しては、複数税率対応レ

ジの導入や、受発注システムの改修

等が必要になる場合に、これに要す

る経費の一部を補助する国の制度が

あります。ぜひご活用ください。

栢詳しくは事務局ホームページをご覧ください

　http://kzt-hojo.jp/

詳しくは　軽減税率対策補助金事務局

　　　　　緯０５７０（０８１）２２２

　１２月２２日は冬至です。ゆず湯

に入って温まってみませんか。かた

らいでは、２日間お風呂にゆずを浮

かべてお待ちしています。

と　　き　12月21日（金）～22日（土）

　　　　　11 時～ 21 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階浴室

入浴料金　100 円／回

持　参　品　タオル、石鹸、シャンプーなど

詳しくは　市民交流プラザかたらい

　　　　　緯０９５４（６３）３０３０

　ふる里の里山づくりを目指して、

道路をおおう被り木の伐採に取り組

んでいます。雑木の原木を無料配布

しますので、薪づくりにご活用くだ

さい。同日薪割り器の実演会も行い

ます。斧で割れなかった木を持って

くるもよし。ぜひご参加ください。

と　　き　12 月９日（日）９時～ 16 時

と　こ　ろ　山浦分校跡地

　　　　　※山浦公民館より400m先

詳しくは　鹿島山浦の里　松本

　　　　　緯０９０（７４６３）５７５２

平成３０年１０月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

※（　　）内は前年比　　栢守ろう交通ルール　高めよう交通マナー　

怯冬の交通安全県民運動（12 月 12 日～ 21 日）重点事項

　①追突事故の防止　②早めのライト点灯（原則ハイビーム）による夜間の交通事故防止　③飲酒運転の根絶

　安全運転を心がけて無事故で１年を締めくくり、良い年を迎えましょう。

詳しくは　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

4,754 件（－892）
281 件（－006）
145 件（－002）

6,267 人（－1,196）
380 人（＋031）
192 人（＋012）

23 人（－03）
1 人（－01）
1 人（＋01）

17,455 件（＋934）
920 件（＋093）
481 件（＋043）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

家屋の取り壊し ・未登記家屋の
所有者変更は届け出をお願いします

消費税軽減税率制度
が実施されます

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

平成３０年１０月分の市長交際費を公表します

祝　儀 10月18日 3,000円 五ノ宮神社獅子舞

19,200円 （平成 30 年度累計　222,696 円）合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

接　遇 10月26日 16,200円 鹿島錦名刺入れ（訪韓時高興郡守へおみやげ）

市議会１２月定例会会期日程（案）
～傍聴にきてみませんか～

開　　議　10 時～

詳しくは　議会事務局　緯０９５４（６３）２１０４

11 月 30 日（金）

12 月 1 日（土）

6 日（木）

8 日（土）

11 日（火）

12 日（水）

13 日（木）

15 日（土）

18 日（火）

19 日（水）

20 日（木）

～ 5日（水）

～ 7日（金）

～10日（月）

～14日（金）

～17日（月）

開会、会議録署名議員の指名、会期の決定、

議案の一括上程（市長提案理由説明）

休会

議案審議、質疑、討論、採決

休会

常任委員会

休会

一般質問

休会

一般質問

調整日（一般質問）

委員会報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

※一般質問などの内容は鹿島市ＨＰ

　の『鹿島市議会』に掲載します

※ケーブルテレビでは 11 チャンネ

　ルで議会中継を放送します

市民交流プラザかたらい
『ゆず湯』のお知らせ

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

市　民
図書館 １２月１日　図書館開館１００年

恭としょかんのクリスマス会
　人形劇団いちごじゃむがやってくる！
　毎年恒例！図書館からのクリスマスプレゼント

は、人形劇団いちごじゃむさんの人形劇です。

 楽しくて、心温まる人形劇が皆さんを待っていま

すよ！ぜひ、ご参加ください。

　と　　き　12 月 23 日（祝）14 時～ 15 時

　と　こ　ろ　エイブル１階いきいきルーム（保健センター内）

　対　　象　子ども（保護者同伴可）

　定　　員　120 人

恭年末年始の休館について
　休館期間　12 月 28 日（金）～平成 31 年１月４日（金）13 時まで

　　　　　　※12月28日は、館内整理日のため休館します

　年始の開館　１月４日（金）13 時～ 19 時

市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

床の間
コーナー

能古見が生んだ水墨画の巨匠
　　　う　ん　こ　く　と　う　が　ん

雲谷等顔展

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

ところ 受講料定員 開講期間講　座　名 講　師

エイブル２階
和室

親子
10 組

12 月８日（土）
９時 30 分～ 12 時

公開講座

子ども向け消しゴムはんこ作り教室

（小学校４～６年生対象）

川原　陽子さん
無　料

（材料代 300 円 /１組）

え い ぶ る え い が f o r キ ッ ズ

エイブルからのクリスマスプレゼント
第８回

えいぶる事業

“えいぶるえいが for キッズ”では、子ども向けに『ディズニーの楽しい仕事』

と『トムとジェリー作品集』の短編集２番組を無料上映します。

と　　き　12 月 16 日（日）全席自由・要整理券

と　こ　ろ　エイブルホール
※整理券はチラシ裏、当日窓口にあります。

え い ぶ る え い が 　エ イ ブ ル か ら の お 年 玉

『グレイテスト・ショーマン』上映会
第９回

えいぶる事業

　雲谷等顔は能古見出身といわれる桃山

画壇の巨匠です。等顔は萩藩毛利家のお

抱え絵師で、雪舟の正当な後継者として

雲谷派を立ち上げました。

　今月は、雲谷等顔

筆の掛軸に加え、雪

舟に学んだとされる

甫雪等禅、等顔から

雲谷派を継いだ雲谷

等益、等播の作品を

展示します。ぜひご

鑑賞ください。

展示期間

　12 月 24 日（振休）まで 雲谷等播筆『山水図』雲谷等播筆『山水図』

ほせつ

とうえき とうばん

とうぜん

　 今 年 ロ ン グ ラ ン を 記 録 し た 、 ヒ ュ ー ・

ジャックマン主演『グレイテスト・ショーマ

ン』を無料上映します。全席自由・要整理券

と　　き　平成 31 年１月 20 日（日）

と　こ　ろ　エイブルホール
※整理券は 12 月４日（火）から配布を開始します。

　当日窓口にもあります。

ディズニーの楽しい仕事

①10：00～10：58

③13：00～13：58

⑤15：30～16：28

トムとジェリー作品集

②11：15～12：17

④14：15～15：17

⑥16：40～17：42

参加無料・申込不要

上映時間　①10：00～11：45　②14：00～15：45

公開講座

有明海の科学

～有明海のミクロな生き物の世界～

20 人
藤井　直紀さん

（佐賀大学農学部）
12 月 22 日（土）
13 時 30 分～ 15 時 30 分

エイブル３階
生活工房Ｂ

無　料

薪ストーブ用の雑木を
配布します

情報掲示板 愚 お知らせ
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エイブルからのお知らせなど

お知らせ

恭家屋を取り壊したとき

　所有していた家屋の全

部または一部を取り壊し

たときは、税務課まで届

け出てください。

 届け出をされなかった

場合、翌年度以降もその

まま課税されることがあ

りますので、確実な届け出をお願い

します。

恭登記していない家屋（未登記家屋）

　の所有者が変わったとき

　登記していない家屋（未登記家

屋）を売買または贈与したときや所

有者が亡くなって相続したときは、

税務課まで届け出てください。

※家屋を新築・増築・改築したとき

もご連絡ください

詳しくは　税務課課税係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１８

　2019年（平成31年）10月１日か

ら消費税率が10％に引き上げられ、

それと同時に消費税軽減税率制度が

実施されます。中小企業・小規模事

業者等に対しては、複数税率対応レ

ジの導入や、受発注システムの改修

等が必要になる場合に、これに要す

る経費の一部を補助する国の制度が

あります。ぜひご活用ください。

栢詳しくは事務局ホームページをご覧ください

　http://kzt-hojo.jp/

詳しくは　軽減税率対策補助金事務局

　　　　　緯０５７０（０８１）２２２

　１２月２２日は冬至です。ゆず湯

に入って温まってみませんか。かた

らいでは、２日間お風呂にゆずを浮

かべてお待ちしています。

と　　き　12月21日（金）～22日（土）

　　　　　11 時～ 21 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階浴室

入浴料金　100 円／回

持　参　品　タオル、石鹸、シャンプーなど

詳しくは　市民交流プラザかたらい

　　　　　緯０９５４（６３）３０３０

　ふる里の里山づくりを目指して、

道路をおおう被り木の伐採に取り組

んでいます。雑木の原木を無料配布

しますので、薪づくりにご活用くだ

さい。同日薪割り器の実演会も行い

ます。斧で割れなかった木を持って

くるもよし。ぜひご参加ください。

と　　き　12 月９日（日）９時～ 16 時

と　こ　ろ　山浦分校跡地

　　　　　※山浦公民館より400m先

詳しくは　鹿島山浦の里　松本

　　　　　緯０９０（７４６３）５７５２

平成３０年１０月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

※（　　）内は前年比　　栢守ろう交通ルール　高めよう交通マナー　

怯冬の交通安全県民運動（12 月 12 日～ 21 日）重点事項

　①追突事故の防止　②早めのライト点灯（原則ハイビーム）による夜間の交通事故防止　③飲酒運転の根絶

　安全運転を心がけて無事故で１年を締めくくり、良い年を迎えましょう。

詳しくは　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

4,754 件（－892）
281 件（－006）
145 件（－002）

6,267 人（－1,196）
380 人（＋031）
192 人（＋012）

23 人（－03）
1 人（－01）
1 人（＋01）

17,455 件（＋934）
920 件（＋093）
481 件（＋043）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

家屋の取り壊し ・未登記家屋の
所有者変更は届け出をお願いします

消費税軽減税率制度
が実施されます

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

平成３０年１０月分の市長交際費を公表します

祝　儀 10月18日 3,000円 五ノ宮神社獅子舞

19,200円 （平成 30 年度累計　222,696 円）合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

接　遇 10月26日 16,200円 鹿島錦名刺入れ（訪韓時高興郡守へおみやげ）

市議会１２月定例会会期日程（案）
～傍聴にきてみませんか～

開　　議　10 時～

詳しくは　議会事務局　緯０９５４（６３）２１０４

11 月 30 日（金）

12 月 1 日（土）

6 日（木）

8 日（土）

11 日（火）

12 日（水）

13 日（木）

15 日（土）

18 日（火）

19 日（水）

20 日（木）

～ 5日（水）

～ 7日（金）

～10日（月）

～14日（金）

～17日（月）

開会、会議録署名議員の指名、会期の決定、

議案の一括上程（市長提案理由説明）

休会

議案審議、質疑、討論、採決

休会

常任委員会

休会

一般質問

休会

一般質問

調整日（一般質問）

委員会報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

※一般質問などの内容は鹿島市ＨＰ

　の『鹿島市議会』に掲載します

※ケーブルテレビでは 11 チャンネ

　ルで議会中継を放送します

市民交流プラザかたらい
『ゆず湯』のお知らせ

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

市　民
図書館 １２月１日　図書館開館１００年

恭としょかんのクリスマス会
　人形劇団いちごじゃむがやってくる！
　毎年恒例！図書館からのクリスマスプレゼント

は、人形劇団いちごじゃむさんの人形劇です。

 楽しくて、心温まる人形劇が皆さんを待っていま

すよ！ぜひ、ご参加ください。

　と　　き　12 月 23 日（祝）14 時～ 15 時

　と　こ　ろ　エイブル１階いきいきルーム（保健センター内）

　対　　象　子ども（保護者同伴可）

　定　　員　120 人

恭年末年始の休館について
　休館期間　12 月 28 日（金）～平成 31 年１月４日（金）13 時まで

　　　　　　※12月28日は、館内整理日のため休館します

　年始の開館　１月４日（金）13 時～ 19 時

市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

床の間
コーナー

能古見が生んだ水墨画の巨匠
　　　う　ん　こ　く　と　う　が　ん

雲谷等顔展

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

ところ 受講料定員 開講期間講　座　名 講　師

エイブル２階
和室

親子
10 組

12 月８日（土）
９時 30 分～ 12 時

公開講座

子ども向け消しゴムはんこ作り教室

（小学校４～６年生対象）

川原　陽子さん
無　料

（材料代 300 円 /１組）

え い ぶ る え い が f o r キ ッ ズ

エイブルからのクリスマスプレゼント
第８回

えいぶる事業

“えいぶるえいが for キッズ”では、子ども向けに『ディズニーの楽しい仕事』

と『トムとジェリー作品集』の短編集２番組を無料上映します。

と　　き　12 月 16 日（日）全席自由・要整理券

と　こ　ろ　エイブルホール
※整理券はチラシ裏、当日窓口にあります。

え い ぶ る え い が 　エ イ ブ ル か ら の お 年 玉

『グレイテスト・ショーマン』上映会
第９回

えいぶる事業

　雲谷等顔は能古見出身といわれる桃山

画壇の巨匠です。等顔は萩藩毛利家のお

抱え絵師で、雪舟の正当な後継者として

雲谷派を立ち上げました。

　今月は、雲谷等顔

筆の掛軸に加え、雪

舟に学んだとされる

甫雪等禅、等顔から

雲谷派を継いだ雲谷

等益、等播の作品を

展示します。ぜひご

鑑賞ください。

展示期間

　12 月 24 日（振休）まで 雲谷等播筆『山水図』雲谷等播筆『山水図』

ほせつ

とうえき とうばん

とうぜん

　 今 年 ロ ン グ ラ ン を 記 録 し た 、 ヒ ュ ー ・

ジャックマン主演『グレイテスト・ショーマ

ン』を無料上映します。全席自由・要整理券

と　　き　平成 31 年１月 20 日（日）

と　こ　ろ　エイブルホール
※整理券は 12 月４日（火）から配布を開始します。

　当日窓口にもあります。

ディズニーの楽しい仕事

①10：00～10：58

③13：00～13：58

⑤15：30～16：28

トムとジェリー作品集

②11：15～12：17

④14：15～15：17

⑥16：40～17：42

参加無料・申込不要

上映時間　①10：00～11：45　②14：00～15：45

公開講座

有明海の科学

～有明海のミクロな生き物の世界～

20 人
藤井　直紀さん

（佐賀大学農学部）
12 月 22 日（土）
13 時 30 分～ 15 時 30 分

エイブル３階
生活工房Ｂ

無　料

薪ストーブ用の雑木を
配布します

情報掲示板 愚 お知らせ
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情報掲示板 愚 お知らせ・募集

　スポーツライフ・鹿島では、１年

間の家族の健康と安全を祈願して、

のんびり歩く新春ウォーキングを開

催します。ぜひご参加ください。

と　　き　平成 31 年１月５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　１人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　終了後にビンゴゲームや

　　　　　お汁粉のサービスあり

申込期限　平成 31 年１月４日（金）

※17 時までに電話でお申込みください

申込・問合せ先
　スポーツライフ・鹿島事務局

　（市体育協会内）

　緯０９５４（６２）３３７９

　首都圏で学ぶ佐賀県ゆかりの男子

大学生（平成 31 年度新入生に限る）

を対象に入舎学生を募集します。

場　　所　東京都小金井市前原町

学舎環境　全室個室、冷暖房完備など

募集人員　20人程度（収容定員48人）

資　　格　出身高等学校長から推薦

　　　　　を受けた者など

申込受付　１月14日（祝）～２月12日（火）

　　　　　（出身高校を通して提出）

選考方法　面接などにより総合的に判定

寮費等（月額）

　寮費 40,000 円　食費 21,000 円

詳しくは　佐賀育英会松濤学舎

　　　　　緯０４２（３８１）３６７６

　　　　　http://www.shoutou.com/

相　談

と　　き　12 月８日（土）・９日（日）

　　　　　９時～ 12 時、13 時～ 16 時

と　こ　ろ　消費生活センター（アバンセ３階）

定　　員　各日８人（相談時間１人45分）

申込・問合せ先（要申込）

　佐賀県消費生活センター

　緯０９５２（２４）０９９９

と　　き　12 月 16 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

申込・問合せ先（要申込、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）

　13 日（木）市役所５階

　受付 13 時～ 14 時（先着６人）13 時 30 分開始

　※行政相談と同時開催

　27 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

　13日（木）13時開始（15時30分まで）

　※無料法律相談と同時開催

　総務課 緯（６３）２１１１

狂厚生年金・国民年金相談

　 4 日（火）市役所５階第６会議室

　18 日（火）新世紀センター２階会議室１

　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（24日・31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

　19 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

　25 日（火）10 時～ 16 時　要予約

　NPO 法人それいゆ緯０９０（６２９６）７５５０

狂人権相談　市民交流プラザかたらい３階会議室

　３日（月）10 時～ 15 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

狂土地・建物に関する無料相談所

市民会館２階第５会議室

　25 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）

　８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

　14 日（金）９時～ 16 時（時間外可）

　要予約　税務課緯（６３）２１１８

狂遺言・相続無料相談会

 市民交流プラザかたらい３階会議室

　21 日（金）13 時～ 16 時

　社会福祉協議会緯（６２）２４４７

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

イベント

　市内外の小中高校生を中心に作り

上げた、クリスマスソングとダンス

にあふれたミュージカル公演です。

ご家族でお楽しみください。

と　　き　12 月 24 日（振替）14 時～

と　こ　ろ　エイブルホール

入　場　料　無料

公　　演　ミュージカル

　『聖浄寺のメリークリスマス！』

詳しくは　劇団ヤマト事務局　野崎

　　　　　緯０９０（２５０８）８３７４

狂鹿島市特産品まつり

　７～９日（金～日）[19 ページ参照 ]

狂お火たき　祐徳稲荷神社

　８日（土）20 時ごろ点火

狂６５歳　盛年の集い　エイブルホール

　９日（日）13 時 30 分～

狂市内小学校第２学期終業式

　21 日（金）

狂市消防団年末警戒　市内一円

　28 日（金）～ 30 日（日）20 時～翌５時

その他の相談

その他のイベント

弁護士による
無料法律相談会

新春！三社参りウォーキング
参加者募集

佐賀育英会・松濤学舎
入舎生募集

佐賀県・弁護士会・司法書士会合同
多重債務無料相談会

劇団ヤマト
クリスマス公演

　

恭お正月のしめ飾りはいかがですか

　しめ縄用としてシルバーで育てた

水稲の青さの残る稲わらで作ります。

　煙長さ約 55 ㎝　1,000 円

　煙長さ約 90 ㎝　3,000 円

恭各種作業の注文をお受けします

　『家事（掃除など）』『年賀はがき書き』など

恭刃物研ぎいたします

と　　き　12 月 20 日（木）８時 30 分～

恭チップ堆肥を期間限定でトラック一杯

　＋気持ち、２千円で配達します（要配送料）

恭会員を募集しています

対　　象　60歳以上または来年３月

　　　　　までに60歳になる人

説　明　会　12 月 20 日（木）９時 30 分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

※説明会は個別でも随時行っています

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　緯０９５４（６３）０９７０

　冬の交通安全県民運動を実施しま

す。１２月は忘年会などで飲酒の機

会が多くなる時期です。飲酒運転は

自分だけでなく家庭の崩壊につなが

ります。絶対にやめましょう。

飲酒運転四（し）ない運動の推進

　煙運転するなら酒を飲まない

　煙運転する人に酒をすすめない

　煙酒を飲んだら運転しない

　煙酒を飲んだ人に運転をさせない

詳しくは　総務課防災係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１２

　国際連合総会で『世界人権宣言』

が採択されたことを記念して、１２

月１０日が『人権デー』に制定され、

日本では４日から１０日までを『人

権週間』として定めています。

　この機会に、互いが今一度、人権

について考え、人がお互いに人を大

切にする『思いやりある明るい社

会』を築きましょう。

　市では、次の６人の人権擁護委員

が毎月１回、市民交流プラザかたら

いで相談を受け付けています。また、

人権全般で困ったことがあったら人

権・同和対策課までご連絡ください。

　　宮津彰子さん　　（北鹿島）

　　廣瀬正紹さん　　（能古見）

　　小野原トシミさん（古　枝）

　　圓成寺美和子さん　（浜）

　　関　正和さん　　（鹿　島）

　　山田次郎さん　　（七　浦）

栢『人権作文・標語・ポスター』展示について

　市内小中学校の優秀作品を市役所

１階市民ホールに展示しています。

詳しくは　人権・同和対策課

　　　　　緯０９５４（６３）２１２６

　祐徳門前商店街で出店してみませ

んか。店舗経営に興味のある人、新

規事業を予定している人はお電話く

ださい。

　私たちがサポートします！

詳しくは　商工観光課商工労政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

募　集

　市連合青年団と田澤記念館では、

今年もサンタクロース（の格好をし

たスタッフ）が、お預かりしたプレ

ゼントをあなたの家にお届けする

『サンタの幸せ宅配便』を行います。

応募方法　12 月９日（日）19 時 30 分～ 21 時

　　　　　市民交流プラザかたらい３階

　　　　　中会議室で受け付け

※申込用紙はＨＰよりダウンロードできます

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

配達要件　市内限定

定　　員　50件

費　　用　500円／１家族

配達時間　12 月 24 日（振休）18 時 30 分～

※プレゼントのお預かりは後日行います

栢サンタクロースになってプレゼントを配達す

　るボランティアスタッフも募集しています。

詳しくは　市連合青年団　竹下

　　　　　緯０８０（５２７４）４２９９

　鹿島商工会議所、佐賀県農業協同

組合、佐賀県有明海漁業協同組合で

は、平成３１年の新年を迎え、鹿島

市の発展を祈念する『新年賀詞交換

会』を開催します。

どなたでも参加できます。皆さんお

誘いあわせの上ご参加ください。

と　　き　平成 31 年１月４日（金）

　　　　　12 時～ 13 時 30 分

と　こ　ろ　割烹清川（西牟田）

申込期限　12 月 10 日（月）

参　加　費　4,000 円／人

申　　込

　申込用紙（鹿島商工会議所および鹿

島商工会議所のＨＰにあります）に必

要事項を記入し、参加費を添えて鹿島

商工会議所へお申し込みください。

※参加者名簿を作成し、参加申込をいた

　だいた皆さんにのみお渡しします。

　（お申し込みのない人には提供できません）

詳しくは　鹿島商工会議所

　　　　　緯０９５４（６３）３２３１

お正月の準備、承ります
シルバー人材センター

冬の交通安全県民運動
12月12日（水）～ 21日（金）

　森林資源を活用した無農薬栽培、自然の恵みを体

験しませんか。採れたてシイタケを炭火焼きで試食

もできます。

期　　間　平成 31 年３月下旬まで（休館日を除く）

※天候や育成状況により収穫できない日もあります

時　　間　９時～ 16 時　　参　加　費　500 円／人

※収穫したシイタケ１袋（20 枚程度）を持ち帰れます

申込方法　事前に電話で申し込んでください。

申込・問合せ先（受付時間　９時～ 16 時）火曜日休館

　自然の館ひらたに　緯０９５４（６４）２５７９

シイタケ狩りを体験しませんか

12月４日～10日は
『人権週間』です

お届けします
サンタの幸せ宅配便

平成31年
新年賀詞交換会

胸市税集合徴収分
胸介護保険料
胸後期高齢者医療保険料の
第７期の口座振替日は

１２月２８日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

祐徳門前商店街チャレンジ
ショップ出店者募集！

情報掲示板 愚 募集・相談・イベント
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情報掲示板 愚 お知らせ・募集

　スポーツライフ・鹿島では、１年

間の家族の健康と安全を祈願して、

のんびり歩く新春ウォーキングを開

催します。ぜひご参加ください。

と　　き　平成 31 年１月５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　１人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　終了後にビンゴゲームや

　　　　　お汁粉のサービスあり

申込期限　平成 31 年１月４日（金）

※17 時までに電話でお申込みください

申込・問合せ先
　スポーツライフ・鹿島事務局

　（市体育協会内）

　緯０９５４（６２）３３７９

　首都圏で学ぶ佐賀県ゆかりの男子

大学生（平成 31 年度新入生に限る）

を対象に入舎学生を募集します。

場　　所　東京都小金井市前原町

学舎環境　全室個室、冷暖房完備など

募集人員　20人程度（収容定員48人）

資　　格　出身高等学校長から推薦

　　　　　を受けた者など

申込受付　１月14日（祝）～２月12日（火）

　　　　　（出身高校を通して提出）

選考方法　面接などにより総合的に判定

寮費等（月額）

　寮費 40,000 円　食費 21,000 円

詳しくは　佐賀育英会松濤学舎

　　　　　緯０４２（３８１）３６７６

　　　　　http://www.shoutou.com/

相　談

と　　き　12 月８日（土）・９日（日）

　　　　　９時～ 12 時、13 時～ 16 時

と　こ　ろ　消費生活センター（アバンセ３階）

定　　員　各日８人（相談時間１人45分）

申込・問合せ先（要申込）

　佐賀県消費生活センター

　緯０９５２（２４）０９９９

と　　き　12 月 16 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

申込・問合せ先（要申込、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）

　13 日（木）市役所５階

　受付 13 時～ 14 時（先着６人）13 時 30 分開始

　※行政相談と同時開催

　27 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

　13日（木）13時開始（15時30分まで）

　※無料法律相談と同時開催

　総務課 緯（６３）２１１１

狂厚生年金・国民年金相談

　 4 日（火）市役所５階第６会議室

　18 日（火）新世紀センター２階会議室１

　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（24日・31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

　19 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

　25 日（火）10 時～ 16 時　要予約

　NPO 法人それいゆ緯０９０（６２９６）７５５０

狂人権相談　市民交流プラザかたらい３階会議室

　３日（月）10 時～ 15 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

狂土地・建物に関する無料相談所

市民会館２階第５会議室

　25 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）

　８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

　14 日（金）９時～ 16 時（時間外可）

　要予約　税務課緯（６３）２１１８

狂遺言・相続無料相談会

 市民交流プラザかたらい３階会議室

　21 日（金）13 時～ 16 時

　社会福祉協議会緯（６２）２４４７

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

イベント

　市内外の小中高校生を中心に作り

上げた、クリスマスソングとダンス

にあふれたミュージカル公演です。

ご家族でお楽しみください。

と　　き　12 月 24 日（振替）14 時～

と　こ　ろ　エイブルホール

入　場　料　無料

公　　演　ミュージカル

　『聖浄寺のメリークリスマス！』

詳しくは　劇団ヤマト事務局　野崎

　　　　　緯０９０（２５０８）８３７４

狂鹿島市特産品まつり

　７～９日（金～日）[19 ページ参照 ]

狂お火たき　祐徳稲荷神社

　８日（土）20 時ごろ点火

狂６５歳　盛年の集い　エイブルホール

　９日（日）13 時 30 分～

狂市内小学校第２学期終業式

　21 日（金）

狂市消防団年末警戒　市内一円

　28 日（金）～ 30 日（日）20 時～翌５時

その他の相談

その他のイベント

弁護士による
無料法律相談会

新春！三社参りウォーキング
参加者募集

佐賀育英会・松濤学舎
入舎生募集

佐賀県・弁護士会・司法書士会合同
多重債務無料相談会

劇団ヤマト
クリスマス公演

　

恭お正月のしめ飾りはいかがですか

　しめ縄用としてシルバーで育てた

水稲の青さの残る稲わらで作ります。

　煙長さ約 55 ㎝　1,000 円

　煙長さ約 90 ㎝　3,000 円

恭各種作業の注文をお受けします

　『家事（掃除など）』『年賀はがき書き』など

恭刃物研ぎいたします

と　　き　12 月 20 日（木）８時 30 分～

恭チップ堆肥を期間限定でトラック一杯

　＋気持ち、２千円で配達します（要配送料）

恭会員を募集しています

対　　象　60歳以上または来年３月

　　　　　までに60歳になる人

説　明　会　12 月 20 日（木）９時 30 分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

※説明会は個別でも随時行っています

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　緯０９５４（６３）０９７０

　冬の交通安全県民運動を実施しま

す。１２月は忘年会などで飲酒の機

会が多くなる時期です。飲酒運転は

自分だけでなく家庭の崩壊につなが

ります。絶対にやめましょう。

飲酒運転四（し）ない運動の推進

　煙運転するなら酒を飲まない

　煙運転する人に酒をすすめない

　煙酒を飲んだら運転しない

　煙酒を飲んだ人に運転をさせない

詳しくは　総務課防災係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１２

　国際連合総会で『世界人権宣言』

が採択されたことを記念して、１２

月１０日が『人権デー』に制定され、

日本では４日から１０日までを『人

権週間』として定めています。

　この機会に、互いが今一度、人権

について考え、人がお互いに人を大

切にする『思いやりある明るい社

会』を築きましょう。

　市では、次の６人の人権擁護委員

が毎月１回、市民交流プラザかたら

いで相談を受け付けています。また、

人権全般で困ったことがあったら人

権・同和対策課までご連絡ください。

　　宮津彰子さん　　（北鹿島）

　　廣瀬正紹さん　　（能古見）

　　小野原トシミさん（古　枝）

　　圓成寺美和子さん　（浜）

　　関　正和さん　　（鹿　島）

　　山田次郎さん　　（七　浦）

栢『人権作文・標語・ポスター』展示について

　市内小中学校の優秀作品を市役所

１階市民ホールに展示しています。

詳しくは　人権・同和対策課

　　　　　緯０９５４（６３）２１２６

　祐徳門前商店街で出店してみませ

んか。店舗経営に興味のある人、新

規事業を予定している人はお電話く

ださい。

　私たちがサポートします！

詳しくは　商工観光課商工労政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

募　集

　市連合青年団と田澤記念館では、

今年もサンタクロース（の格好をし

たスタッフ）が、お預かりしたプレ

ゼントをあなたの家にお届けする

『サンタの幸せ宅配便』を行います。

応募方法　12 月９日（日）19 時 30 分～ 21 時

　　　　　市民交流プラザかたらい３階

　　　　　中会議室で受け付け

※申込用紙はＨＰよりダウンロードできます

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

配達要件　市内限定

定　　員　50件

費　　用　500円／１家族

配達時間　12 月 24 日（振休）18 時 30 分～

※プレゼントのお預かりは後日行います

栢サンタクロースになってプレゼントを配達す

　るボランティアスタッフも募集しています。

詳しくは　市連合青年団　竹下

　　　　　緯０８０（５２７４）４２９９

　鹿島商工会議所、佐賀県農業協同

組合、佐賀県有明海漁業協同組合で

は、平成３１年の新年を迎え、鹿島

市の発展を祈念する『新年賀詞交換

会』を開催します。

どなたでも参加できます。皆さんお

誘いあわせの上ご参加ください。

と　　き　平成 31 年１月４日（金）

　　　　　12 時～ 13 時 30 分

と　こ　ろ　割烹清川（西牟田）

申込期限　12 月 10 日（月）

参　加　費　4,000 円／人

申　　込

　申込用紙（鹿島商工会議所および鹿

島商工会議所のＨＰにあります）に必

要事項を記入し、参加費を添えて鹿島

商工会議所へお申し込みください。

※参加者名簿を作成し、参加申込をいた

　だいた皆さんにのみお渡しします。

　（お申し込みのない人には提供できません）

詳しくは　鹿島商工会議所

　　　　　緯０９５４（６３）３２３１

お正月の準備、承ります
シルバー人材センター

冬の交通安全県民運動
12月12日（水）～ 21日（金）

　森林資源を活用した無農薬栽培、自然の恵みを体

験しませんか。採れたてシイタケを炭火焼きで試食

もできます。

期　　間　平成 31 年３月下旬まで（休館日を除く）

※天候や育成状況により収穫できない日もあります

時　　間　９時～ 16 時　　参　加　費　500 円／人

※収穫したシイタケ１袋（20 枚程度）を持ち帰れます

申込方法　事前に電話で申し込んでください。

申込・問合せ先（受付時間　９時～ 16 時）火曜日休館

　自然の館ひらたに　緯０９５４（６４）２５７９

シイタケ狩りを体験しませんか

12月４日～10日は
『人権週間』です

お届けします
サンタの幸せ宅配便

平成31年
新年賀詞交換会

胸市税集合徴収分
胸介護保険料
胸後期高齢者医療保険料の
第７期の口座振替日は

１２月２８日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

祐徳門前商店街チャレンジ
ショップ出店者募集！

情報掲示板 愚 募集・相談・イベント
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　１１月１１日、ラムサール条約登録湿地肥前鹿島干潟付近の海
岸道路で、肥前鹿島干潟リレーマラソン大会が行われました。見
事な秋晴れの下、１０km、２０km、４２.１９５kmの３部門が行
われ、６１チーム３１９人が海岸道路を完走しました。また、会
場では地元野菜をふんだんに使った豚汁と肥前鹿島干潟ラムサー
ル米が振舞われ、たくさんの人でにぎわいました。
 参加したランナーの皆さんは「天気も晴れて気持ちよく走れた。
コースも走りやすかった」と笑顔で話されました。

肥前鹿島干潟
　リレーマラソン大会
肥前鹿島干潟
　リレーマラソン大会

　１１月４日、七浦地区でオレンジロードのんびりウォークが開催さ
れました。道の駅鹿島を出発し、途中、芋掘りやみかん狩りをしなが
ら約１２kmを歩きました。天候に恵まれ、同時に開催されたかかし
祭りなど、たくさんの人でにぎわいました。
　参加した子どもたちは「大きな芋を掘ることができたし、みかんも
甘くておいしかった」と楽しそうに話し、今回で２回目という親子は
「空も晴れてのんびり歩きながら散策できた。ゆっくりとした時間を
過ごせてとてもよかった」と笑顔でした。

オレンジロード　のんびりウォークオレンジロード　のんびりウォーク

TopicsTopics まちの話題まちの話題
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　　　　写真は芋掘り体験の様子（関連記事　裏表紙）　　　　写真は芋掘り体験の様子（関連記事　裏表紙）

オレンジロード　のんびりウォークオレンジロード　のんびりウォーク
写真写真
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