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しめ縄づくりしめ縄づくり
写真写真

　明けましておめでとうございます。

　昨年は、皆さんにとってどのような年でしたか。

　今年が皆さんにとって豊かで穏やかな年でありますように…

　写真は、昨年１２月に浜地区で行われたしめ縄づくりと木工

　教室の様子です。　　　　　　　　　（関連記事２１ページ）

　明けましておめでとうございます。

　昨年は、皆さんにとってどのような年でしたか。

　今年が皆さんにとって豊かで穏やかな年でありますように…

　写真は、昨年１２月に浜地区で行われたしめ縄づくりと木工

　教室の様子です。　　　　　　　　　（関連記事２１ページ）

　ふ
な
市
は
、
二
十
日
正
月
に
出
す
郷
土
料
理

『
ふ
な
ん
こ
ぐ
い
』
の
材
料
『
鮒
』
を
売
る
市
の

こ
と
で
す
。

　昔
、
二
十
日
正
月
に
は
商
家
や
醸
造
元
、
網
元

な
ど
が
奉
公
人
や
蔵
男
達
の
労
を
ね
ぎ
ら
う
た
め

に
ご
ち
そ
う
を
振
舞
う
習
わ
し
で
し
た
。
こ
の
と

き
、
普
通
は
鯛
料
理
が
出
さ
れ
る
の
で
す
が
有
明

海
で
は
あ
ま
り
捕
れ
ず
高
価
だ
っ
た
の
で
、
鯛
に

似
た
鮒
を
代
用
し
て
い
た
よ
う
で
す
。

　こ
の
た
め
、
佐
賀
平
野
の
ク
リ
ー
ク
な
ど
で
捕

れ
た
鮒
を
売
る
市
が
そ
の
前
日
の
十
九
日
に
始

ま
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

ふ
な
市

この広報紙は再生紙を使用しています

３月号２月号

12月28日 １月31日

広報かしま原稿締切日鹿島市役所　総務部　企画財政課　〒849ー1312　佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１
緯 0954（63）2114　姉 0954（63）2129　ＵＲＬ　http://www.city.saga-kashima.lg.jp/

広報かしま　編集・発行

と　　き　１月 19 日（土）早朝

と　こ　ろ　浜町酒蔵通り

　　　　　（６時～12時 [交通規制有]）

　　　　　　煙もちまき　煙うどん販売

　　　　　　煙ふなんこぐい試食

　　煙海童保育園児によるマーチング

　　煙共生保育園児による一声浮立

　　煙大抽選会（チケット１枚 200 円）

　浜公民館
　緯０９５４（６２）２５３４

詳しくは

関　連
イベント

明
る
い
一
年
を
願
っ
て

明
る
い
一
年
を
願
っ
て



３２ Ｈ31（2019）.1.1　広報かしま 広報かしま　Ｈ31（2019）.1.1

新年のごあいさつ新年のごあいさつ
地域資源を活かしたまちづくりを次なるステージへ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿島市長　　口　久俊

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

　昨年は、明治維新１５０年の節目に当たり、鹿島市もこの時期に活躍した鹿島の人物や鹿

島の関わりについてスポットを当て、書籍の発行や顕彰イベントを開催し、好評を得ました。

また、「浜町」は「八本木村」から地名が変更されてから１００年を迎え、その玄関口とし

て地域の皆様に親しまれてきた肥前浜駅が、昭和初期の木造駅舎の面影が残る魅力的な駅舎

として３月にリニューアルオープンしました。

　他にも、市民図書館が開館１００年、鹿島青年会議所が創立６０年、鹿島市文化連盟が創

立５０年をそれぞれ迎えられました。このように昨年は、さまざまな出来事や団体が節目の

年となり、先人たちの功績や思いに触れるよい機会となりました。受け継がれてきた文化や

伝統、産業など鹿島ならではの地域資源をさらに磨き上げ、これらの地域の宝を活かしたマ

チづくりを次なるステージへと進めてまいりたいと考えております。

　さて今年は、道の駅鹿島に整備しております干潟交流館が、４月にオープンする予定でご

ざいます。交流館には干潟の生き物を観察できるミニ水族館や温水シャワー、更衣室などを

整備して、毎年１万人を超える干潟体験者や観光客の皆さまがより快適に楽しく過ごせ、親

しみを持っていただけるような施設となるよう進めております。

　また、国の重要伝統的建造物群保存地区に登録されている「肥前浜宿」と肥前浜駅前に宿泊・

飲食施設が整備中であります。今では８万人を越えるお客様が訪れるイベントとなりました

「鹿島酒蔵ツーリズム娯」が開催される３月２３～２４日に合わせて完成する予定でござい

ます。この施設は、民間のまちづくり公社により整備が進められており、未活用の歴史的建

造物をリノベーションし、宿泊施設・飲食施設として活用していくこととなっております。

この施設により、観光客の滞在時間や消費額の増加、あるいは雇用の創出により地域経済の

活性化を期待しているところです。

　そして、これまで、昭和４１年の開館以来半世紀以上にわたり、文化の殿堂として市民の

皆さまの文化・芸術の活動拠点となっておりました市民会館が、今年の３月末をもってその

役割を終えることになります。すでに新しい市民会館の建設に向けて動いており、昨年公募

型プロポーザルにより設計者も決定いたしました。今後、市民の皆さま、議会の皆さまと協

議をさらに進め、新しい市民会館が市民共有の優れた財産としてふさわしい建物となり、市

民の皆さまの文化・芸術などの新しい活動拠点となるよう取り組んでまいります。今年も、

新たな気持ちで市政運営に全力で邁進してまいります。市民の皆さまのご協力をお願い申し

上げます。

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

せていただきます。

　昭和初期の木造駅舎

の面影が残る魅力的な

駅舎としてリニューア

ルされました。浜町の

シンボルとして、また

地域コミュニティの拠

点として活用されてい

ます。

肥前浜駅リニューアル肥前浜駅リニューアル 　本年４月にオープン

を迎える鹿島市干潟交

流館のイメージ図です。

有明海の生物が観察で

きるミニ水族館も整備

されます。

イメージ図イメージ図

鹿島市干潟交流館鹿島市干潟交流館

　昨年１１月１３日にエイブルホールで議会

報告会を行いました。

　たくさんのご参加ありがとうございました。

議会報告会議会報告会

みんなが住みやすく、暮らしやすい鹿島をめざして

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿島市議会議長　松尾　勝利

　明けましておめでとうございます。

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

表してお慶びを申しあげます。

　昨年を振り返ってみますと、国内では、７月豪雨災害をはじめ、異常気象による自然災害

等が多発し、さらには、命に危険を及ぼす災害級の猛暑となりました。一方、明るい出来事

としては、鹿島市でのスポーツ合宿にも参加された、青山学院大学の陸上競技部の箱根駅伝

４連覇という偉業や、４月に行われた全国小中学校剣道個人選手権では鹿島小の野中龍臥選

手が優勝しました。その後も、全日本中学ボウリング選手権では、東部中の中島望結選手が

優勝。全日本なぎなた練成大会の個人戦では、明倫小の大谷舞桜選手が優勝。全日本ジュニ

アテコンドー選手権大会では、浜小の川島涼羽選手が優勝し、同じく全日本ジュニアテコン

ドー選手権大会で、北鹿島小の前田歩夢選手が準優勝しています。また、県内外から１４の

自治体が参加して、鹿島市で開催された「囲碁サミット２０１８」にも参加された井山裕太

天元が、羽生善治竜王とともに、国民栄誉賞を受賞されています。

　本市では、鹿島市消防団の古枝分団が、佐賀県消防操法大会で優勝し、富山県で開催され

た全国消防操法大会では、佐賀県勢として３２年ぶりの入賞を果たし、優良賞を受賞されま

した。また、佐賀県民体育大会では、鹿島市が総合順位７位として、躍進賞に輝くなど、若

い人たちを中心とした活躍がありました。

　昨年の議会では、８月に鹿島市子ども議会を開催し、議場において市内の中学３年生が議

長、副議長や議員となり、鹿島市の課題や意見を述べ、市の未来に向けた子ども宣言を採択

しました。また、今期３年間の議会活動の報告として、１１月に議会報告会（市民と議員の

意見交換会）を開催し、多くの参加者からご意見やご質問を聴かせていただきました。議員

は皆さまの代弁者ですので、皆さまの意見をお聴きし、情報発信することを常に念頭に置き

ながら、活発な議論と充実した審議を行い、今年も積極的に議会活動に取り組んでまいりま

す。

　本年が皆さまにとりまして素晴らしい年となりますよう、心からお祈り申しあげます。
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意見交換会）を開催し、多くの参加者からご意見やご質問を聴かせていただきました。議員

は皆さまの代弁者ですので、皆さまの意見をお聴きし、情報発信することを常に念頭に置き

ながら、活発な議論と充実した審議を行い、今年も積極的に議会活動に取り組んでまいりま

す。

　本年が皆さまにとりまして素晴らしい年となりますよう、心からお祈り申しあげます。
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文化・スポーツの結果

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

います！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

文化・スポーツの結果文化・スポーツの結果

皐第62回西日本読書感想画コンクール

　【自由の部】　特選　鈴田　理人（古枝小１年）

　　　　　　　　　　橋本　凌茉（北鹿島小１年）

　　　　　　　　　　唐島　航希（北鹿島小１年）

　【指定の部】　特選　山口　賢透（北鹿島小２年）

　　　　　　　　　　小野原　和志（古枝小２年）

皐第24回ＪＦさが海の子作品展

　【習字の部】　佐賀県教育委員会教育長賞

　　　　　　　　　　武冨　里桜（鹿島小２年）

　　　　　　　佐賀県信漁連会長賞

　　　　　　　　　　白濱　綾菜（明倫小２年）

　　　　　　　佐賀県有明海漁協組合長賞

　　　　　　　　　　赤﨑　充典（明倫小１年）

　【図画の部】　全漁連会長賞

　　　　　　　　　　佐々木　康伍（明倫小５年）

　　　　　　　佐賀県信漁連会長賞

　　　　　　　　　　岩永　吏人（鹿島小３年）

皐第54回県下新人柔道大会

　開　催　日　11 月 11 日（佐賀県総合体育館）

　【男子 66kg 級】　優勝　植松　恭平（西部中２年）

　【男子 90kg 級】　３位　橋本　巧海（西部中２年）

　【団体】　３位　西部中学校男子柔道部

皐第42回佐賀県少年剣道学年別大会

　開　催　日　11 月４日（白石中学校）

　【中学１年男子の部】　３位　小野原　駈（東部中１年）

皐佐賀県中学生新人ソフトテニス大会

　開　催　日　11月10日（嬉野総合運動公園テニスコート）

　　３位　西部中学校男子ソフトテニス部

皐第22回佐賀県中学生空手道新人大会

　開　催　日　11 月 25 日（佐賀県総合体育館）

　【男子個人形】　優勝　北　莉暢（西部中２年）

皐第34回川﨑旗争奪少年剣道大会

　開　催　日　11 月 24 日（白石町社会体育館）

　【小学生低学年の部】　優勝　臥龍徳心館

皐 ASO OPEN TAEKWONDO（テコンドー）

　　　　　　　　 CHAMPIONSHIPS ２０１８

　開　催　日　11 月 18 日（熊本県大津町立美咲野小学校体育館）

　【小学１年女子の部】

　　優勝　川島　涼羽（浜小１年）

　【小学３年男子重量級の部】

　　３位　川島　真友（浜小３年）

皐第６回吉田沙保里杯

　　津市少年少女レスリング選手権大会

　開　催　日　11月４日（滋賀県津市産業スポーツセンターサオリーナ）

　【小学５・６年 43kg 級】

　　優勝　松原　拓郎（北鹿島小６年）

皐第23回九州小学生ソフトテニス選手権大会佐賀県予選会

　開　催　日　10 月７日（唐津市松浦河畔公園庭球場）

　　優勝　井田　隼介（明倫小６年）

夏

冬
　エアコンは室外と室内の温度差が大きくなると、

消費電力が増します。

　省エネといわれる『夏２８℃、冬２０℃』に設

定し、室内外の温度差を小さくしましょう。夏は

エアコンと扇風機の併用で、冬は服装を工夫して

省エネを心がけましょう。

エアコンを使いこなして
　　　　　夏も冬も省エネ

皆さん
おめでとう
　ございます！

平成３０年を振り返る平成３０年を振り返る

１０大ニュース１０大ニュース

　７月２９日、第３４回佐賀県消防操

法大会の小型ポンプ操法の部で、鹿島

市消防団の代表として古枝分団が出場

し、市消防団として９年ぶりに優勝の

栄冠に輝きました。

　また、県代表として出場した全国大

会では優良賞を受賞し、佐賀県勢とし

て３２年ぶりの入賞を果たしました。

鹿島市消防団（古枝分団）
県消防操法大会　優勝！
鹿島市消防団（古枝分団）
県消防操法大会　優勝！

④④

　有明海特産の二枚貝『アゲマキ貝』

その漁が約２０年ぶりに復活しました。

　鹿島市の決められた干潟に限り試験

操業として再開され、道の駅鹿島でも

６月からの毎週日曜日に販売されまし

たが、整理券が必要なほど購入希望者

が多く、販売のたびに午前中で売り切

れる盛況ぶりでした。

アゲマキ漁　復活！アゲマキ漁　復活！⑤⑤

　１１月２２日、囲碁文化の継承・普

及を目的とした囲碁サミットが鹿島市

で開催され、講演会やパネルディス

カッションなどが行われました。

　また、翌日は、祐徳稲荷神社で、第

４４期天元戦第３局が行われ、国民栄

誉賞を受賞された井山裕太天元が山下

敬吾九段に勝利されました。

囲碁サミット2018in鹿島囲碁サミット2018in鹿島⑥⑥

　１１月１１日、ラムサール条約登録

湿地『肥前鹿島干潟』登録３周年を記

念してリレーマラソン大会が開催され

ました。当日は、市内外から６１チー

ム３１９人が参加して、有明海が望め

るマラソンコースを楽みました。

肥前鹿島干潟リレーマラソン肥前鹿島干潟リレーマラソン⑦⑦

　市では、安心して出産・子育てがで

きる環境づくりを目的に、県内初の母

子健康手帳アプリを導入しました。

　このアプリで

は、子どもの成

長を写真やグラ

フで管理するこ

ともできます。

県内初！母子健康手帳アプリ県内初！母子健康手帳アプリ⑧⑧

　介護予防を目的に、高齢者はもちろ

ん、子どもから大人まで誰もが気軽に

行える鹿島市民の歌を使った市独自の

健康体操が完成しました。

鹿島市健康体操完成！鹿島市健康体操完成！⑨⑨

　川島金属新工場稼動や東亜工機との

進出協定など、地域産業の活性化とと

もに“ものづくりのマチ鹿島”を大き

く発信することができました。

川島金属佐賀工場稼動！
東亜工機との進出協定！
川島金属佐賀工場稼動！
東亜工機との進出協定！

⑩⑩

寓川島金属㈱佐賀工場
　　（谷田工場団地）
寓川島金属㈱佐賀工場
　　（谷田工場団地）

東亜工機㈱
進出協定締結式偶
東亜工機㈱
進出協定締結式偶

鹿島市の鹿島市の

　３ 月 ２ ４ 日、ＪR 肥 前 浜 駅 が リ

ニューアルオープンしました。

　昭和５年開業時の肥前浜駅の魅力を

感じることができる木造駅舎は、交流

スペースなどが設けられ、地域の交流

拠点として地域活性化の役割が期待さ

れています。

肥前浜駅リニューアル！肥前浜駅リニューアル！③③

　西日本各地で甚大な被害をもたらし

た平成３０年７月豪雨。気象庁は、数

十年に一度の災害が迫っているとして

佐賀県に初めて大雨特別警報を出しま

した。猛烈な雨が降った鹿島市でも対

策本部を設置し、市内全域に初めて避

難指示を発令しました。

　指定避難所には、累計で１２７世帯

２７０人が避難されました。

平成３０年７月豪雨平成３０年７月豪雨②②

　県立高校の再編で、鹿島高等学校と

鹿島実業高等学校が統合し、４月１日

から鹿島地区の新設高等学校として鹿

島高等学校が開校しました。

　新しい高校の校章は、重要無形文化

財『木版摺更紗』の保持者で人間国宝

の鈴田滋人さんがデザインされたもの

です。そして、元校長で小説家の下村

湖人が作詞し、７０年前に両校が統合

されていた時の校歌が、再び新鹿島高

等学校の校歌となりました。

新しい鹿島高校開校！新しい鹿島高校開校！①①

　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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皐第22回佐賀県中学生空手道新人大会
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　３ 月 ２ ４ 日、ＪR 肥 前 浜 駅 が リ

ニューアルオープンしました。

　昭和５年開業時の肥前浜駅の魅力を

感じることができる木造駅舎は、交流

スペースなどが設けられ、地域の交流

拠点として地域活性化の役割が期待さ

れています。

肥前浜駅リニューアル！肥前浜駅リニューアル！③③

　西日本各地で甚大な被害をもたらし

た平成３０年７月豪雨。気象庁は、数

十年に一度の災害が迫っているとして

佐賀県に初めて大雨特別警報を出しま

した。猛烈な雨が降った鹿島市でも対

策本部を設置し、市内全域に初めて避

難指示を発令しました。

　指定避難所には、累計で１２７世帯

２７０人が避難されました。

平成３０年７月豪雨平成３０年７月豪雨②②

　県立高校の再編で、鹿島高等学校と

鹿島実業高等学校が統合し、４月１日

から鹿島地区の新設高等学校として鹿

島高等学校が開校しました。

　新しい高校の校章は、重要無形文化

財『木版摺更紗』の保持者で人間国宝

の鈴田滋人さんがデザインされたもの

です。そして、元校長で小説家の下村

湖人が作詞し、７０年前に両校が統合

されていた時の校歌が、再び新鹿島高

等学校の校歌となりました。

新しい鹿島高校開校！新しい鹿島高校開校！①①

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

　　　　　を記入して、提出してください。（郵送可、消印有効となります。）

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

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

【選考方法】　・①②③は作文および面接試験（①のみ国語・数学の学科試験も行います。）

　　　　　　・上記以外は面接による選考を行います。

恭募集期間　１月４日（金）～１月 31 日（木）（土・日曜日および祝日を除く）・・・募集区分⑧⑨

恭試　験　日　２月 13 日（水）市役所５階第５会議室

　　　　　　２月 15 日（金）新世紀センター２階会議室

恭募集要領および専用履歴書の備付場所、問合せ先

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

市内全校区の小学校
各クラブにおける学
童保育

⑧
放課後児童クラブ
支援員

若干名

⑨
放課後児童クラブ
補充支援員

若干名

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

上記日程で支援員
が休みのとき
長期休業中の６～８時間

区　分
募集
人員

雇用期間 勤務内容 勤務時間・形態 応募資格

１年間
（平成31年４月１日～）

恭募集期間　１月４日（金）～１月 31 日（木）（土・日曜日および祝日を除く）・・・募集区分⑥⑦

恭試験日時　後日連絡します

恭募集要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先

　商工観光課（市役所２階）　緯０９５４（６３）３４１２

祐徳門前商店街活性化
事務所で、商店街の活
性化に関する業務

１日７時間程度
（週 35 時間程度）

原則月～金曜日
（祝日を除く）

１年間
（平成31年４月１日～）

募集要領に定め
る要件を満たし
ている人

⑥
商店街活性化支援員
嘱託職員

１人

観光振興に関する業務
⑦
観光専門員
嘱託職員

２人

恭募集期間　１月４日（金）～１月 31 日（木）（火曜日および祝日を除く）・・・募集区分⑩

恭試　験　日　２月 18 日（月）市民交流プラザかたらい３階会議室

恭募集要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先

　〒８４９－１３１１　鹿島市大字高津原４３２６－１

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

子育てひろば、その他
センターの運営補助

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

１年間
（平成31年４月１日～）

⑩
子育て支援センター
補助指導員

若干名

恭募集期間　１月４日（金）～１月 31 日（木）（土・日曜日および祝日を除く）・・・募集区分⑪

恭試　験　日　２月 19 日（火）市民交流プラザかたらい３階会議室

恭募集要領および申請書の備付場所、提出先、問合せ先

　〒８４９－１３１１　鹿島市大字高津原４３２６－１

　市民交流プラザかたらい管理室　緯０９５４（６３）３０３０
※ハローワークからの紹介状を添えて提出してください

かたらいの受付事務、
施設管理全般、一般・
経理事務補助など

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

（８時30分～22時のうち）

１年間
（平成31年４月１日～）

⑪
かたらい管理室
日日雇用職員

若干名
募集要領に定め
る要件を満たし
ている人

市役所や学校などで働いてみませんか市役所や学校などで働いてみませんか
平成31年度市嘱託職員等を募集します平成31年度市嘱託職員等を募集します

その他募集情報

勤務内容 勤務時間・形態 応募資格募集人員

　　　　　　　　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分３２０９番地２

　　　　　　　　鹿島市シルバー人材センター事務局　緯０９５４（６３）０９７０

申込・問合せ先

選考方法　作文（1,000 字程度）・適性検査・面接試験　　募集期間　１月４日（金）～ 25 日（金）　※土・日・祝日を除く、郵送必着

恭鹿島市シルバー人材センター事務局嘱託職員を募集します恭鹿島市シルバー人材センター事務局嘱託職員を募集します
　事務局に備え付けの専用履歴書に必要事項を記入して、提出してください。

１年間
（平成 31 年４月１日～）

若干名
発注者と請負や委任の契約業務、受注
した業務の見積り、業務を会員に連絡、
調整、支払う配分金の精算など

月～金　８時 30分～ 17 時 15 分
（祝日と 12月 29 日～１月３日を除く）

・パソコンが実務でできる人
・普通自動車運転免許を有す
　る人など

雇用期間

恭募集期間　１月４日（金）～１月 18 日（金）（土・日曜日および祝日を除く）・・・募集区分①②③④⑤

恭試験日時　１次試験　２月３日（日）９時～（市役所会議室予定）・・・募集区分①②　※③④⑤は後日連絡します

恭採用試験実施要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先

　教育総務課管理係（市役所２階）　緯０９５４（６３）２１０３

嘱
託
職
員

１年間
（平成31年４月１日～）

①
学校図書館
事務補助

学校図書館事務など

１日６時間程度
（週 30 時間）

①②③④
自動車の普通免許
を有する人

⑤
自動車の普通免許
を有する人で、英
語教育または学校
教育に関する経験
を有する人
※予算の関係上、採用
　されない場合があり
　ます

②
学校用務員

学校用務員業務など

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

日
日
雇
用
職
員

③
特別支援教育
支援員 １年間

（平成31年４月１日～）

※春・夏・冬休みは
　勤務がありません④

学校生活
支援員

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

１日７時間程度
（週 35 時間）

１日４時間程度
（週 20 時間）

区　分
募集
人員

雇用期間 勤務内容 勤務時間・形態 応募資格

⑤
小学校英語
教育支援員

１人
市内小学校での英語教
育の支援、英語の授業
の補助など

１日７時間 45分程度
（週 38時間 45 分）

過去に採用され
た人も応募でき
ます

１年間
（平成31年４月１日～）

12人
程度

９人
程度

２人

４人
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応募方法　市のホームページからダウンロードした専用履歴書または各提出先に備え付けの専用履歴書に必要事項

　　　　　を記入して、提出してください。（郵送可、消印有効となります。）

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

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

【選考方法】　・①②③は作文および面接試験（①のみ国語・数学の学科試験も行います。）

　　　　　　・上記以外は面接による選考を行います。

恭募集期間　１月４日（金）～１月 31 日（木）（土・日曜日および祝日を除く）・・・募集区分⑧⑨

恭試　験　日　２月 13 日（水）市役所５階第５会議室

　　　　　　２月 15 日（金）新世紀センター２階会議室

恭募集要領および専用履歴書の備付場所、問合せ先

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

市内全校区の小学校
各クラブにおける学
童保育

⑧
放課後児童クラブ
支援員

若干名

⑨
放課後児童クラブ
補充支援員

若干名

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

上記日程で支援員
が休みのとき
長期休業中の６～８時間

区　分
募集
人員

雇用期間 勤務内容 勤務時間・形態 応募資格

１年間
（平成31年４月１日～）

恭募集期間　１月４日（金）～１月 31 日（木）（土・日曜日および祝日を除く）・・・募集区分⑥⑦

恭試験日時　後日連絡します

恭募集要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先

　商工観光課（市役所２階）　緯０９５４（６３）３４１２

祐徳門前商店街活性化
事務所で、商店街の活
性化に関する業務

１日７時間程度
（週 35 時間程度）

原則月～金曜日
（祝日を除く）

１年間
（平成31年４月１日～）

募集要領に定め
る要件を満たし
ている人

⑥
商店街活性化支援員
嘱託職員

１人

観光振興に関する業務
⑦
観光専門員
嘱託職員

２人

恭募集期間　１月４日（金）～１月 31 日（木）（火曜日および祝日を除く）・・・募集区分⑩

恭試　験　日　２月 18 日（月）市民交流プラザかたらい３階会議室

恭募集要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先

　〒８４９－１３１１　鹿島市大字高津原４３２６－１

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

子育てひろば、その他
センターの運営補助

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

１年間
（平成31年４月１日～）

⑩
子育て支援センター
補助指導員

若干名

恭募集期間　１月４日（金）～１月 31 日（木）（土・日曜日および祝日を除く）・・・募集区分⑪

恭試　験　日　２月 19 日（火）市民交流プラザかたらい３階会議室

恭募集要領および申請書の備付場所、提出先、問合せ先

　〒８４９－１３１１　鹿島市大字高津原４３２６－１

　市民交流プラザかたらい管理室　緯０９５４（６３）３０３０
※ハローワークからの紹介状を添えて提出してください

かたらいの受付事務、
施設管理全般、一般・
経理事務補助など

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

（８時30分～22時のうち）

１年間
（平成31年４月１日～）

⑪
かたらい管理室
日日雇用職員

若干名
募集要領に定め
る要件を満たし
ている人

市役所や学校などで働いてみませんか市役所や学校などで働いてみませんか
平成31年度市嘱託職員等を募集します平成31年度市嘱託職員等を募集します

その他募集情報

勤務内容 勤務時間・形態 応募資格募集人員

　　　　　　　　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分３２０９番地２

　　　　　　　　鹿島市シルバー人材センター事務局　緯０９５４（６３）０９７０

申込・問合せ先

選考方法　作文（1,000 字程度）・適性検査・面接試験　　募集期間　１月４日（金）～ 25 日（金）　※土・日・祝日を除く、郵送必着

恭鹿島市シルバー人材センター事務局嘱託職員を募集します恭鹿島市シルバー人材センター事務局嘱託職員を募集します
　事務局に備え付けの専用履歴書に必要事項を記入して、提出してください。

１年間
（平成 31 年４月１日～）

若干名
発注者と請負や委任の契約業務、受注
した業務の見積り、業務を会員に連絡、
調整、支払う配分金の精算など

月～金　８時 30分～ 17 時 15 分
（祝日と 12月 29 日～１月３日を除く）

・パソコンが実務でできる人
・普通自動車運転免許を有す
　る人など

雇用期間

恭募集期間　１月４日（金）～１月 18 日（金）（土・日曜日および祝日を除く）・・・募集区分①②③④⑤

恭試験日時　１次試験　２月３日（日）９時～（市役所会議室予定）・・・募集区分①②　※③④⑤は後日連絡します

恭採用試験実施要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先

　教育総務課管理係（市役所２階）　緯０９５４（６３）２１０３

嘱
託
職
員

１年間
（平成31年４月１日～）

①
学校図書館
事務補助

学校図書館事務など

１日６時間程度
（週 30 時間）

①②③④
自動車の普通免許
を有する人

⑤
自動車の普通免許
を有する人で、英
語教育または学校
教育に関する経験
を有する人
※予算の関係上、採用
　されない場合があり
　ます

②
学校用務員

学校用務員業務など

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

日
日
雇
用
職
員

③
特別支援教育
支援員 １年間

（平成31年４月１日～）

※春・夏・冬休みは
　勤務がありません④

学校生活
支援員

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

１日７時間程度
（週 35 時間）

１日４時間程度
（週 20 時間）

区　分
募集
人員

雇用期間 勤務内容 勤務時間・形態 応募資格

⑤
小学校英語
教育支援員

１人
市内小学校での英語教
育の支援、英語の授業
の補助など

１日７時間 45分程度
（週 38時間 45 分）

過去に採用され
た人も応募でき
ます

１年間
（平成31年４月１日～）

12人
程度

９人
程度

２人

４人
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情報掲示板ワイド情報掲示板ワイド

お
知
ら
せ

２月から確定申告・市県民税申告が始まります

 ２月１８日（月）から３月１５日（金）まで、平成

３０年分所得税の確定申告および平成３１年度市県民

税申告の受付けを行います。日程や会場などの詳細は、

広報かしま２月号でお知らせします。

　申告内容によっては、さまざまな書類、領収書また

は証明書が必要になりますので、紛失しないように大

切に保管しておいてください。

　なお、事業などをされている人は『収支内訳書』の

記載および帳簿などの準備を、医療費控除を受ける人

は、個人ごと・病院ごとに領収書を集計し、明細書を

作成してください。また、マイナンバー（個人番号）

の記入が必要ですので、マイナンバーカード等の準備

をお願いします。

　スムーズな申告、確実な申告をするため“ご自身で

の準備”をお願いします。

　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

怯申告に必要な証明書を送付します

　社会保険料控除用に次の証明書を送付します。

潤国民健康保険税納付証明書（世帯主あて）

　送付時期　１月下旬

　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

潤後期高齢者医療保険料納付証明書（加入者あて）

　送付時期　１月下旬

　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

潤国民年金保険料控除証明書（加入者あて）

　送付時期　平成30年11月上旬

　※平成30年10月以降にはじめて納付された人には、

　　２月上旬に郵送されます。

　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２１詳しくは

　国民年金などの公的年金は、やがて必ず訪れる長い老後の収入を国が約束してくれる年金制度です。

　日本国内に住所を有する２0歳から６０歳までの人は、国民年金に加入して保険料を納付する義務があり、老後

等に年金を受け取る権利があります。

お
知
ら
せ

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

　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２１詳しくは

被保険者区分

煙第１号被保険者岳自営業者、学生など

煙第２号被保険者岳サラリーマン、公務員

煙第３号被保険者岳第２号被保険者に扶養されている

　　　　　　　　　配偶者

『万一』もサポート

　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、

障害年金や遺族年金もあります。障害年金は病気や事

故で障がいが残ったときに受け取れます。また遺族年

金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計

を維持されていた遺族（子のある配偶者や子）が受け

取れます。国民年金は、思いがけない人生の『万一』

もサポートします。

加入手続

煙第１号被保険者岳市区町村役場

煙第２号被保険者岳厚生年金保険などの加入手続きに

　　　　　　　　　合わせて行いますので、個別の手

　　　　　　　　　続きは必要ありません。

煙第３号被保険者岳配偶者の勤め先などを経由して行

　　　　　　　　　います。

保険料の猶予・免除

　学生である場合など、収入が少ないために国民年金

保険料の納付ができない場合は、申請により保険料の

納付が猶予・免除となる『学生納付特例制度』『納付

猶予制度』『保険料免除・一部納付（免除）制度』が

あります。この申請を行わないまま保険料が未納と

なっていると、年金が受け取れない場合がありますの

で、ご注意ください。

お
知
ら
せ

農業委員会の委員・農地利用最適化推進委員を募集します

担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地（荒廃農

地）の発生防止・解消等の『地域における現場活動』を

行うことを中心に、必要に応じ委員会への出席や指針等

の作成に際し推進委員として意見を述べます

農地の権利移動の許可など、農業委員会の権限とされた

許認可等に関する業務と、農地利用集積計画の決定、推

進委員と連携した現場活動を行います

農地などの利用の最適化（担い手への農地利用の集積・

集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促

進）の推進に熱意と見識がある人

農業に関する見識があり、農地など利用の最適化の推進

に関する事項や、その他担当する職務を適切に行うこと

ができる人

農業委員会の委員　12人 担当する区域（高津原と納富分、重ノ木、中村と森、井手、常広、
三河内、山浦、古枝、浜町、飯田、音成の各大字の区域）ごとに募集

農地利用最適化推進委員　19人

活
動
内
容

資
格

定
数

資　　格　満 20 歳以上の人（市外からも推薦・応募できます）

留　意　点　煙農業委員会の委員と推進委員は公募と農

　　　　　　業者等からの推薦で構成されます。

　　　　　煙構成の要件として、過半数を認定農業者

　　　　　　とする必要があり、また、女性や青年の

　　　　　　積極的な参画を求めています。

任　　期　３年間（平成 31 年４月１日～）

応募方法　市ホームページからダウンロードまたは農

　　　　　業委員会事務局に備え付けの届出様式に必

　　　　　要事項を記入して、郵送または持参してく

　　　　　ださい。

募集期間　１月９日（水）～２月５日（火） ※消印有効

　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　農業委員会事務局　緯０９５４（６３）３４１７

応募・問合せ先

怯新春！三社参りウォーキング
　と　　き　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　会員：200 円　一般：300 円（保険料を含む）

　　　　　　※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、お汁粉のサービスあり

　申込期限　１月４日（金）

お
知
ら
せ

スポーツライフ・鹿島　参加者募集のお知らせ

怯市民交流ボウリング大会
　と　　き　１月 12 日（土）９時 30 分～

　と　こ　ろ　メリーランドタケオボウル

　内　　容　２ゲームハンディキャップ制

　参　加　費　1,200 円（ゲーム、靴、保険料を含む）

　申込期限　１月９日（水）

怯アーチェリー体験教室
　と　　き　１月～２月の土・日・祝日（２回）

　　　　　　※開催日は決まり次第連絡します

　と　こ　ろ　林業体育館

　対　　象　小学生以上（定員：先着 20 人）

　参　加　費　会員：800 円　一般：2,000 円（保険料を含む）

怯子ども卓球教室
　と　　き　２月２日～３月２日

　　　　　　［毎週土曜日］（５回）

　と　こ　ろ　北鹿島体育館

　対　　象　小学生（定員：先着 20 人）

　参　加　費　会員：800 円　一般：2,000 円

　　　　　　（保険料を含む）

　スポーツライフ・鹿島事務局（鹿島市体育協会内）　緯０９５４（６２）３３７９申込・問合せ先
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お
知
ら
せ

２月から確定申告・市県民税申告が始まります

 ２月１８日（月）から３月１５日（金）まで、平成

３０年分所得税の確定申告および平成３１年度市県民

税申告の受付けを行います。日程や会場などの詳細は、

広報かしま２月号でお知らせします。

　申告内容によっては、さまざまな書類、領収書また

は証明書が必要になりますので、紛失しないように大

切に保管しておいてください。

　なお、事業などをされている人は『収支内訳書』の

記載および帳簿などの準備を、医療費控除を受ける人

は、個人ごと・病院ごとに領収書を集計し、明細書を

作成してください。また、マイナンバー（個人番号）

の記入が必要ですので、マイナンバーカード等の準備

をお願いします。

　スムーズな申告、確実な申告をするため“ご自身で

の準備”をお願いします。

　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

怯申告に必要な証明書を送付します

　社会保険料控除用に次の証明書を送付します。

潤国民健康保険税納付証明書（世帯主あて）

　送付時期　１月下旬

　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

潤後期高齢者医療保険料納付証明書（加入者あて）

　送付時期　１月下旬

　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

潤国民年金保険料控除証明書（加入者あて）

　送付時期　平成30年11月上旬

　※平成30年10月以降にはじめて納付された人には、

　　２月上旬に郵送されます。

　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２１詳しくは

　国民年金などの公的年金は、やがて必ず訪れる長い老後の収入を国が約束してくれる年金制度です。

　日本国内に住所を有する２0歳から６０歳までの人は、国民年金に加入して保険料を納付する義務があり、老後

等に年金を受け取る権利があります。

お
知
ら
せ

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

　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２１詳しくは

被保険者区分

煙第１号被保険者岳自営業者、学生など

煙第２号被保険者岳サラリーマン、公務員

煙第３号被保険者岳第２号被保険者に扶養されている

　　　　　　　　　配偶者

『万一』もサポート

　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、

障害年金や遺族年金もあります。障害年金は病気や事

故で障がいが残ったときに受け取れます。また遺族年

金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計

を維持されていた遺族（子のある配偶者や子）が受け

取れます。国民年金は、思いがけない人生の『万一』

もサポートします。

加入手続

煙第１号被保険者岳市区町村役場

煙第２号被保険者岳厚生年金保険などの加入手続きに

　　　　　　　　　合わせて行いますので、個別の手

　　　　　　　　　続きは必要ありません。

煙第３号被保険者岳配偶者の勤め先などを経由して行

　　　　　　　　　います。

保険料の猶予・免除

　学生である場合など、収入が少ないために国民年金

保険料の納付ができない場合は、申請により保険料の

納付が猶予・免除となる『学生納付特例制度』『納付

猶予制度』『保険料免除・一部納付（免除）制度』が

あります。この申請を行わないまま保険料が未納と

なっていると、年金が受け取れない場合がありますの

で、ご注意ください。

お
知
ら
せ

農業委員会の委員・農地利用最適化推進委員を募集します

担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地（荒廃農

地）の発生防止・解消等の『地域における現場活動』を

行うことを中心に、必要に応じ委員会への出席や指針等

の作成に際し推進委員として意見を述べます

農地の権利移動の許可など、農業委員会の権限とされた

許認可等に関する業務と、農地利用集積計画の決定、推

進委員と連携した現場活動を行います

農地などの利用の最適化（担い手への農地利用の集積・

集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入の促

進）の推進に熱意と見識がある人

農業に関する見識があり、農地など利用の最適化の推進

に関する事項や、その他担当する職務を適切に行うこと

ができる人

農業委員会の委員　12人 担当する区域（高津原と納富分、重ノ木、中村と森、井手、常広、
三河内、山浦、古枝、浜町、飯田、音成の各大字の区域）ごとに募集

農地利用最適化推進委員　19人

活
動
内
容

資
格

定
数

資　　格　満 20 歳以上の人（市外からも推薦・応募できます）

留　意　点　煙農業委員会の委員と推進委員は公募と農

　　　　　　業者等からの推薦で構成されます。

　　　　　煙構成の要件として、過半数を認定農業者

　　　　　　とする必要があり、また、女性や青年の

　　　　　　積極的な参画を求めています。

任　　期　３年間（平成 31 年４月１日～）

応募方法　市ホームページからダウンロードまたは農

　　　　　業委員会事務局に備え付けの届出様式に必

　　　　　要事項を記入して、郵送または持参してく

　　　　　ださい。

募集期間　１月９日（水）～２月５日（火） ※消印有効

　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　農業委員会事務局　緯０９５４（６３）３４１７

応募・問合せ先

怯新春！三社参りウォーキング
　と　　き　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　会員：200 円　一般：300 円（保険料を含む）

　　　　　　※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、お汁粉のサービスあり

　申込期限　１月４日（金）

お
知
ら
せ

スポーツライフ・鹿島　参加者募集のお知らせ

怯市民交流ボウリング大会
　と　　き　１月 12 日（土）９時 30 分～

　と　こ　ろ　メリーランドタケオボウル

　内　　容　２ゲームハンディキャップ制

　参　加　費　1,200 円（ゲーム、靴、保険料を含む）

　申込期限　１月９日（水）

怯アーチェリー体験教室
　と　　き　１月～２月の土・日・祝日（２回）

　　　　　　※開催日は決まり次第連絡します

　と　こ　ろ　林業体育館

　対　　象　小学生以上（定員：先着 20 人）

　参　加　費　会員：800 円　一般：2,000 円（保険料を含む）

怯子ども卓球教室
　と　　き　２月２日～３月２日

　　　　　　［毎週土曜日］（５回）

　と　こ　ろ　北鹿島体育館

　対　　象　小学生（定員：先着 20 人）

　参　加　費　会員：800 円　一般：2,000 円

　　　　　　（保険料を含む）

　スポーツライフ・鹿島事務局（鹿島市体育協会内）　緯０９５４（６２）３３７９申込・問合せ先
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　国民年金は４月から、口座振替に加えて現金・クレジットカード納付についても、割引額の大きい２年前納を利

用できます。

お
知
ら
せ

国民年金保険料の２年前納申込を受け付けます

　　　　　武雄年金事務所

緯０９５４（２３）０１２１

詳しくは

現金（納付書）による前納

　任意の月から翌年度末までの前納が可能になります。

　※最大で平成31年４月分からの２年分の前納が可

　　能になります。

クレジットカードによる前納

　２年前納が可能です。現在の口座振替による２年前

納と同じく、平成31年４月分からの２年分の保険料

を４月末に納付いただきます。

口座振替・クレジットカード２年前納の申込期限は２月 28 日（木）です。

平成30年11月から郵送している社会保険料（国民年金保険料）控除証明書に

掲載しているお知らせ、または、日本年金機構ホームページをご覧ください。

お
知
ら
せ

平成３１年度交通災害共済の加入申込を受け付けています

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

　５００円／人（年額）　※加入は１人一口です。

潤共済期間

　共済期間は４月１日から翌年３月31日までです。

　４月１日以降に加入申し込みをされますと、翌日

　から共済対象となります。

潤加入申込

　市内の『ゆうちょ銀行・郵便局窓口』で申し込み

　できます。申込書も備えてあります。

潤交通災害の対象

　図のような走行中の

交通事故による人身事

故が対象となります。

潤その他

　災害見舞金の請求や

詳しいことは、気軽に

お問い合せください。

　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

　高齢運転者の交通事故防止対策の一環として、運転免許証を自主返納された人を支援します。

お
知
ら
せ

運転免許証を自主返納された人を支援します

対　　象　市内に住所を有し、満75歳になった日以

　　　　　降に運転免許証を自主返納した人

　　　　　※平成30年７月１日以降の返納から対象

内　　容　祐徳バス、再耕庵タクシーで使用できる

　　　　　共通利用券8,000円分の交付（１回限り）

申請に必要なもの

　煙印鑑（認印可）

　煙運転免許の取消通知書（返納時に警察で交付）

　煙保険証など（住所・年齢が確認できるもの）

※家族などによる代理申請を行う場合、代理申請者の

　身分証明書も持参してください。　　　
　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１２申請・問合せ先

　会社や農業・漁業・商工業を営んでいる人が、その事業のために使用している機械・器具・備品などを償却資産

といいます。この償却資産は固定資産税の課税対象となり、市に申告する必要があります。

　平成３１年１月１日現在、所有している資産（耐用年数を過ぎて使用されている資産も含む）の名称や金額など

を記入の上、必ず期限内に申告をお願いします。

提　出　先　税務課課税係

提出期限　１月 31 日（木）

　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

怯ｅＬＴＡＸ（エルタックス）による申告

　申告は、ｅＬＴＡＸによる電子申告も可能ですので

ご利用ください。詳しくは、市ホームページの『市税

の電子申告』を検索ください。

お
知
ら
せ

償却資産の申告は１月３１日までにお願いします

申請についての留意点

　支給の対象となる被保険者の皆さんには、２月ご

ろにお知らせする予定です。お知らせが届いたら、

保険健康課の窓口に申請してください。

　高額医療・高額介護合算療養費制度とは、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減するも

ので、同一世帯内に介護保険の受給者がいる場合、一年間に支払った医療保険（同一医療保険ごと）と介護保険の

自己負担を合計し、所得に応じた限度額を超えた分を支給するものです。

　申請についてなど、詳しくはお問い合わせください。（国保と後期高齢者医療の自己負担は合算できません）

お
知
ら
せ

高額医療・高額介護合算療養費制度のご案内

平成 29 年８月から平成 30年７月末までの間に
煙転入または転出した人　煙医療保険を変更した人
煙医療保険を喪失した人（死亡や生活保護受給など）
　には、申請の対象となる旨のお知らせができない
　場合があります。

　平成 30 年７月 31日時点で鹿島市国保または後期高齢者医療の人

　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０　※以外の人は、それぞれの医療保険へお尋ねください。

詳しくは

　平成31年４月から産前産後期間の国民年金保険料が免除されます。詳しくはお問い合わせください。

お
知
ら
せ

産前産後期間の国民年金保険料免除について

免除期間　出産予定または出産する月の前月から４カ月間（産前産後期間）

　　　　　※多胎妊娠の場合は、出産予定または出産する月の３カ月前から６カ月間

対　象　者　国民年金第１号被保険者で出産日が平成31年２月１日以降の人

届出時期　出産予定日の６カ月前から可能　※ただし、届出は平成31年４月から

妊娠 85 日（４カ月）以上の出産　※死産、流産、早産含む

　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７届出・問合せ先
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　国民年金は４月から、口座振替に加えて現金・クレジットカード納付についても、割引額の大きい２年前納を利

用できます。

お
知
ら
せ

国民年金保険料の２年前納申込を受け付けます

　　　　　武雄年金事務所

緯０９５４（２３）０１２１
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お
知
ら
せ
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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
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お
知
ら
せ
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　市では、ＪＡと共催で就農相談会および経営相談会を開催します。ぜひお越しください。

お
知
ら
せ

就農・経営相談会を開催します

①と　　き　１月７日（月）～ 11 日（金）９時～ 17時

　と　こ　ろ　鹿島市役所会議室（受付：農林水産課）

　※事前に申し込みをお願いします

②と　　き　１月 19 日（土）10時～ 12 時

　と　こ　ろ　エイブル１階いきいきルーム

煙新規就農相談

煙後継者対策支援相談

煙事業活用相談（機器導入、ハウス建設、根域制限みかん補助など）

煙新規・転換品目相談

煙とまとトレーニングファームについて

煙子どもに農業を継がせたい、一緒に話を聞きたい　など

主な相談内容

　農林水産課農政係　緯０９５４（６３）３４１３申込・問合せ先
栢事前の申し込みなど詳しくは市ホーム

　ページをご覧ください。

　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。

　市では、鹿島市パブリックコメント手続実施要綱に基づき、皆さんの意見を参考とするため、次の計画（案）へ

の意見を募集します。

お
知
ら
せ

皆さんの意見を募集します

意見を求める計画（案）

鹿島市歴史的風致維持向上計画

　鹿島市に残る歴史的建造物と古くから続く活動を

守り、育てるための方針を示すものです。

意見を求めるための公表資料および資料取得方法

　計画（案）の概要を市のホームページに掲載しま

す。また、市役所２階都市建設課でも閲覧できます。

意見募集期間　１月７日（月）～２月６日（水）予定

意見の記載・提出方法

　記載の形式などは問いません。ただし、住所、氏

名（法人・団体は、所在地、名称、代表者）を明記

してください。また、提出は都市建設課へ直接持参

するか、ＦＡＸ、郵送、電子メールで送付してくだ

さい。

　　　　　　　　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１　鹿島市役所　都市建設課都市計画係

　　　　　　　　緯０９５４（６３）３４１５　　姉０９５４（６３）２１２９　　死 toshi@city.saga-kashima.lg.jp

提出・問合せ先

お
知
ら
せ

在宅認定調査員を募集します

募集人員　若干名

応募資格

　胸昭和 29 年４月２日以降に生まれた人

　胸保健師、看護師、准看護師、介護支援専門員のいずれかの
　　資格を有し、認定調査の経験がある人

　胸自宅にインターネットを接続しているまたは接続可能な人

雇用期間　２カ月間（２月１日～３月 31 日）

　　　　　※勤務成績で期間の更新をする場合があります

勤務形態　自宅を拠点に行います（自己所有車使用）

報　　酬　調査１件あたり 5,300 円

応募方法　次の書類を持参または郵送

　　　　　①市販の履歴書（顔写真貼付）

　　　　　②資格等を証明する書類の写し

選考方法　書類選考および面接

　　　　　※面接の日時、場所は後日連絡します

募集期間　１月４日（金）～ 23 日（水）

　　　　　※土・日・祝日を除く

〒８４９－１３０４　鹿島市大字中村９１７番地２

杵藤地区広域市町村圏組合　介護保険事務所認定係

　　　　　　　　　　　緯０９５４（６９）８２２７

申込・問合せ先

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

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

　胸麻しん　非常に感染力が強く、一人が感染すると爆発的に広まる疾患です。乳児など免疫力が低い人に感染した場合、
　　　　　　治癒しても数年後に脳炎などの重い合併症を起こす可能性があります。

　胸風しん　妊婦が感染すると、胎児が風しんウイルスに感染し、難聴や心疾患などの障害をもった赤ちゃんが産まれ
　　　　　　る可能性があるといわれています。（先天性風しん症候群）

予防接種のお知らせ予防接種のお知らせ

　保健センター（エイブル１階）
　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

鹿島市保健センター鹿島市保健センター

対　象　者　１期：１歳～２歳未満（１歳児）
　　　　　２期：平成 24 年４月２日
　　　　　　　　～平成 25 年４月１日生まれ（年長児）
　　　　　　　　※第２期接種は３月 31 日まで

料　　金　無料（接種期間を過ぎた場合は全額自己負担）

持　参　品　母子健康手帳、予診票

栢どちらも非常に恐ろしい病気ですが、予防接

　種により十分予防することができます。お子

　さんや社会全体の感染予防のために、期間内

　に予防接種を受けましょう。

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

　産業活性化施設海道しるべ　緯０９５４（６３）８０６０詳しくは

　鹿島産いちごを使ったタルトづくり教室・試食会を開催します。

　作ったタルトはお持ち帰りできます。ぜひ、ご参加ください。

お
知
ら
せ

海道しるべスイーツづくり教室　参加者募集

と　　き　１月 20 日（日）13時～ 16 時

と　こ　ろ　産業活性化施設　海道しるべ

講　　師　ひのでやオーナー　中島要一郎さん

対　　象　市内在住、もしくは市内事業所に勤務する人

　　　　　（小中学生は保護者同伴）

定　　員　先着20人

参　加　費　1,000円／人

※写真はイメージです※写真はイメージです

み　ち
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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。

　市では、鹿島市パブリックコメント手続実施要綱に基づき、皆さんの意見を参考とするため、次の計画（案）へ

の意見を募集します。

お
知
ら
せ

皆さんの意見を募集します

意見を求める計画（案）

鹿島市歴史的風致維持向上計画

　鹿島市に残る歴史的建造物と古くから続く活動を

守り、育てるための方針を示すものです。

意見を求めるための公表資料および資料取得方法

　計画（案）の概要を市のホームページに掲載しま

す。また、市役所２階都市建設課でも閲覧できます。

意見募集期間　１月７日（月）～２月６日（水）予定

意見の記載・提出方法

　記載の形式などは問いません。ただし、住所、氏

名（法人・団体は、所在地、名称、代表者）を明記

してください。また、提出は都市建設課へ直接持参

するか、ＦＡＸ、郵送、電子メールで送付してくだ

さい。

　　　　　　　　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３番地１　鹿島市役所　都市建設課都市計画係

　　　　　　　　緯０９５４（６３）３４１５　　姉０９５４（６３）２１２９　　死 toshi@city.saga-kashima.lg.jp

提出・問合せ先

お
知
ら
せ

在宅認定調査員を募集します

募集人員　若干名

応募資格

　胸昭和 29 年４月２日以降に生まれた人

　胸保健師、看護師、准看護師、介護支援専門員のいずれかの
　　資格を有し、認定調査の経験がある人

　胸自宅にインターネットを接続しているまたは接続可能な人

雇用期間　２カ月間（２月１日～３月 31 日）

　　　　　※勤務成績で期間の更新をする場合があります

勤務形態　自宅を拠点に行います（自己所有車使用）

報　　酬　調査１件あたり 5,300 円

応募方法　次の書類を持参または郵送

　　　　　①市販の履歴書（顔写真貼付）

　　　　　②資格等を証明する書類の写し

選考方法　書類選考および面接

　　　　　※面接の日時、場所は後日連絡します

募集期間　１月４日（金）～ 23 日（水）

　　　　　※土・日・祝日を除く

〒８４９－１３０４　鹿島市大字中村９１７番地２

杵藤地区広域市町村圏組合　介護保険事務所認定係

　　　　　　　　　　　緯０９５４（６９）８２２７

申込・問合せ先

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

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

　胸麻しん　非常に感染力が強く、一人が感染すると爆発的に広まる疾患です。乳児など免疫力が低い人に感染した場合、
　　　　　　治癒しても数年後に脳炎などの重い合併症を起こす可能性があります。

　胸風しん　妊婦が感染すると、胎児が風しんウイルスに感染し、難聴や心疾患などの障害をもった赤ちゃんが産まれ
　　　　　　る可能性があるといわれています。（先天性風しん症候群）

予防接種のお知らせ予防接種のお知らせ

　保健センター（エイブル１階）
　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

鹿島市保健センター鹿島市保健センター

対　象　者　１期：１歳～２歳未満（１歳児）
　　　　　２期：平成 24 年４月２日
　　　　　　　　～平成 25 年４月１日生まれ（年長児）
　　　　　　　　※第２期接種は３月 31 日まで

料　　金　無料（接種期間を過ぎた場合は全額自己負担）

持　参　品　母子健康手帳、予診票

栢どちらも非常に恐ろしい病気ですが、予防接

　種により十分予防することができます。お子

　さんや社会全体の感染予防のために、期間内

　に予防接種を受けましょう。

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

　産業活性化施設海道しるべ　緯０９５４（６３）８０６０詳しくは

　鹿島産いちごを使ったタルトづくり教室・試食会を開催します。

　作ったタルトはお持ち帰りできます。ぜひ、ご参加ください。

お
知
ら
せ

海道しるべスイーツづくり教室　参加者募集

と　　き　１月 20 日（日）13時～ 16 時

と　こ　ろ　産業活性化施設　海道しるべ

講　　師　ひのでやオーナー　中島要一郎さん

対　　象　市内在住、もしくは市内事業所に勤務する人

　　　　　（小中学生は保護者同伴）

定　　員　先着20人

参　加　費　1,000円／人

※写真はイメージです※写真はイメージです

み　ち
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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
森医院　　　　　　緯０９５４（４３）０７２５
中村医院　　　　　緯０９５４（６３）９２３４
田代医院　　　　　緯０９５４（６７）２１２０
稗田産婦人科　　　緯０９５４（６３）３３０９

15日
8日

22日
29日

嬉野市
鹿島市
太良町
鹿島市

※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

日 在宅当番医 当番薬局
納富病院　緯（６３）１１１７1 日（祝） アルナ薬局鹿島店
犬塚病院　緯（６３）２５３８2 日（水） アルバ薬局
森田医院　緯（６３）３９５６3 日（木） オダ薬局
西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０6 日（日） 前山薬局
織田病院　緯（６３）３２７５13 日（日） 溝上薬局スカイロード店
別府整形外科　緯（６３）３０６３14 日（祝） 溝上薬局西牟田店
薬師寺医院　緯（６３）５２８１20 日（日） アルナ薬局浜町店
志田病院　緯（６３）１２３６27 日（日） 溝上薬局北鹿島店

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 9・16・23・30 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 17 日（木） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談
対　象　平成 30 年 11 月生まれ

赤ちゃん相談 16 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） 8 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

離乳食教室（後期） 29 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・個別相談
対　象　8・10 か月児の保護者

成人健康相談 9 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 24 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 29 年 1 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9月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成29年6月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成27年6月生まれ）

23 日（水）

24 日（木）

10 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１月

January

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

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

1 日（祝）
2 日（水）
3 日（木）
4 日（金）
5 日（土）
6 日（日）

12 日（土）
13 日（日）
14 日（祝）
19 日（土）
20 日（日）
26 日（土）
27 日（日）

池田設備左官工務店　緯０９０（８４０５）６２９８
宮園電工　　　　　　緯（６３）３１５１
峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
佐賀庭苑　　　　　　緯（６２）８８１６
植松建設　　　　　　緯（６２）３５２６
家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
鹿島設備工業所　　　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

平成３０年１１月３０日現在

鹿島市
－

－ 4 人能古見

－浜

北鹿島

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

29,391

13,859

3,489

3,031

2,809

3,410

2,793

13,850

15,541

10,797

5,436

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

4 人 22 世帯

4 人 13 世帯

1,167 世帯 0 世帯

1,022 世帯

1,209 世帯

1,024 世帯

939 世帯

9 人

1 人

6 人

0 人

1 人

3 人

7 世帯

0 世帯

0 世帯

2 世帯

－

市役所
保健センター

1 日（祝）～ 3 日（木）、
5・12・19・26 日（土）、
6・13・20・27 日（日）、14 日（祝）

1 日（祝）～ 3 日（木）

1 日（祝）～ 3 日（木）、
8・15・22・29 日（火）、14 日（祝）

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）

1 日（祝）～ 3 日（木）、
8・15・22・29 日（火）

陸上競技場・社会体育館

1 日（祝）～ 3 日（木）、
7・21・28 日（月）、15 日（火）

産業活性化施設
（海道しるべ）

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

1 日（祝）～ 3 日（木）、
7・21・28 日（月）、15 日（火）

市民球場および蟻尾山グラウンド・ゴルフ場は、芝の
養生のため２/28まで休場

怯ひろばの集い

28 日（月）　栢予約・利用料不要

　『おにのお面を作って

　　　　　　　　楽しもう day♪』

時　間　11 時～ 11 時 45 分

場　所　子育て支援センター

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

1 日（祝）～ 4 日（金）13 時まで、
7・21・28 日（月）、15 日（火）、
31 日（木）

市民図書館

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
森医院　　　　　　緯０９５４（４３）０７２５
中村医院　　　　　緯０９５４（６３）９２３４
田代医院　　　　　緯０９５４（６７）２１２０
稗田産婦人科　　　緯０９５４（６３）３３０９

15日
8日

22日
29日

嬉野市
鹿島市
太良町
鹿島市

※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

日 在宅当番医 当番薬局
納富病院　緯（６３）１１１７1 日（祝） アルナ薬局鹿島店
犬塚病院　緯（６３）２５３８2 日（水） アルバ薬局
森田医院　緯（６３）３９５６3 日（木） オダ薬局
西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０6 日（日） 前山薬局
織田病院　緯（６３）３２７５13 日（日） 溝上薬局スカイロード店
別府整形外科　緯（６３）３０６３14 日（祝） 溝上薬局西牟田店
薬師寺医院　緯（６３）５２８１20 日（日） アルナ薬局浜町店
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怯子育て・相談・教室 場所：保健センター（エイブル１階）
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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
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内　容　体重測定、個別相談
対　象　平成 30 年 11 月生まれ

赤ちゃん相談 16 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） 8 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

離乳食教室（後期） 29 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・個別相談
対　象　8・10 か月児の保護者

成人健康相談 9 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 24 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
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怯子どもの健診

４か月児健診
（平成30年9月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成29年6月生まれ）
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23 日（水）

24 日（木）
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内　容　身体測定、育児相談、小児科医の診察
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冷蔵庫や
壁に貼ってね！

く ら し
の カレンダーカレンダー１月

January

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
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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

※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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2 日（水）
3 日（木）
4 日（金）
5 日（土）
6 日（日）

12 日（土）
13 日（日）
14 日（祝）
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20 日（日）
26 日（土）
27 日（日）
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峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８
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マツモト　　　　　　緯（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　緯（６２）９２５７

平成３０年１１月３０日現在

鹿島市
－

－ 4 人能古見

－浜

北鹿島

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比
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3,489

3,031
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15,541
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5,436

人 世帯

人

人

人

人

人

人
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人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

4 人 22 世帯

4 人 13 世帯

1,167 世帯 0 世帯

1,022 世帯
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1,024 世帯

939 世帯
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1 人

6 人

0 人

1 人
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7 世帯

0 世帯

0 世帯

2 世帯

－

市役所
保健センター

1 日（祝）～ 3 日（木）、
5・12・19・26 日（土）、
6・13・20・27 日（日）、14 日（祝）

1 日（祝）～ 3 日（木）

1 日（祝）～ 3 日（木）、
8・15・22・29 日（火）、14 日（祝）

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）

1 日（祝）～ 3 日（木）、
8・15・22・29 日（火）

陸上競技場・社会体育館

1 日（祝）～ 3 日（木）、
7・21・28 日（月）、15 日（火）

産業活性化施設
（海道しるべ）

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

1 日（祝）～ 3 日（木）、
7・21・28 日（月）、15 日（火）

市民球場および蟻尾山グラウンド・ゴルフ場は、芝の
養生のため２/28まで休場

怯ひろばの集い
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　『おにのお面を作って
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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

1 日（祝）～ 4 日（金）13 時まで、
7・21・28 日（月）、15 日（火）、
31 日（木）

市民図書館

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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　市では、高校生を対象に、鹿島市の企業を知って

もらう取り組みとして、企業説明会を開催します。

と　　き　２月６日（水）　※開場 13 時～

 　　　　　13 時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　鹿島市生涯学習センター『エイブル』

　　　　　エイブルホールおよび３階研修室

対　　象　市内および近隣市町の高校２年生

　商工観光課　緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

旭九州（株）・・・・・・・・・製造業

（株）植松建設・・・・・・・・建設業

（株）岡田電機・・・・・・・・建設業

鹿島機械工業（株）・・・・・・サービス業

（株）兼茂・・・・・・・・・・建設業

（株）佐賀ＬＩＸＩＬ製作所・・製造業

東亜工機（株）・・・・・・・・製造業

肥前通運（株）・・・・・・・・運輸・通信業

藤永建設（株）・・・・・・・・建設業

森鉄工（株）・・・・・・・・・製造業

（株）有明清掃社・・・・・・・・・サービス業

（株）小笠原・・・・・・・・・・・建設業

社会医療法人　祐愛会　織田病院・・・・医療・福祉

鹿島印刷（株）・・・・・・・・・・製造業

社会福祉法人　梅生会　好日の園・・・・医療・福祉

（株）サロンモード・・・・・・・・卸売・小売業

医療法人　祐歯会　とがし歯科医院・・医療・福祉

（株）ひぜん・・・・・・・・・・・サービス業

福祉サービスこころ（株）・・・・・医療・福祉

祐徳自動車（株）・・・・・・・・・運輸・小売業

市内企業一覧　２０社

～鹿島市の企業を知ろう～

鹿 島 市 企 業 説 明 会

参加費
無料

　３月 31 日の市民会館閉館セレモニーに先立ち、『ありがと

う鹿島市民会館さよならコンサート（仮称）』を開催します。

　歌や楽器演奏など参加を希望する人は、ぜひご応募ください。

ありがとう鹿島市民会館
“さよならコンサート”

参加者募集

と　　き　３月 31 日（日）　　と　こ　ろ　鹿島市民会館

募集期間　１月５日（土）～ 20 日（日）

参加条件　実行委員会に出席できる個人および団体

　　　　　第１回実行委員会　１月 27 日（日）予定

参加無料

　エイブル事務局

　緯０９５４（６３）２１３８

詳しくは

栢申込方法、参加条件ほか詳細は、エイブル

　の木１月号またはエイブルのホームペー

　ジをご覧になるか、エイブル事務局へお

　問合せください。

　昭和４１年に完成した鹿島市民

会館は、老朽化が進んでいること

から平成３１年３月末で閉館し、

建て替えを予定しています。

　今回、市民会館とこれまで利用

していただいた市民の皆さんへ感

謝の気持ちをこめて、大ホールの

無料貸出しと『ありがとう鹿島市

民会館さよならコンサート（仮称）』

の開催を予定して

います。

　たくさんのご利

用、ご応募をお待

ちしています。

　昭和４１年に完成した鹿島市民

会館は、老朽化が進んでいること

から平成３１年３月末で閉館し、

建て替えを予定しています。

　今回、市民会館とこれまで利用

していただいた市民の皆さんへ感

謝の気持ちをこめて、大ホールの

無料貸出しと『ありがとう鹿島市

民会館さよならコンサート（仮称）』

の開催を予定して

います。

　たくさんのご利

用、ご応募をお待

ちしています。

鹿島市民会館からのお知らせ鹿島市民会館からのお知らせ 大ホール無料貸出し
コンサート参加者募集
大ホール無料貸出し
コンサート参加者募集

市民会館大ホール無料貸出しのご案内

焔申込受付は先着順です。１次受付で枠が埋まった場合は、２次受付は行いません。

焔舞台転換等に時間を要する利用が重なった場合は、希望の時間帯に添えないことがあります。

焔営利を目的とした利用はできません。入場料を取るようなことはしないでください。

焔利用時はホール技師を１人配置します。１人の範囲での対応となります。

焔設備器具、控室等も無料で貸し出しますが、破損した場合は、修理代等を請求します。

焔空調の利用もできます。

注
意
事
項

　市民会館の大ホールを無料で貸し出します。ぜひご利用ください。

貸出期間　２月 16 日（土）～ 23 日（土）　※18 日・19 日を除く

貸　出　枠　煙９時～ 12 時　煙 13 時～ 17 時　煙 18 時～ 20 時

対　　象　市民会館を利用したことがある団体・法人

申　　込　１団体３枠まで　栢 16 日・17 日・23 日（土・日）は、この３日のうちの１枠まで

　　　　　１次受付　１月 10 日（木）～ 18 日（金）

　　　　　２次受付　１月 21 日（月）～ 25 日（金）

　　　　　　　　　　10 時～ 17 時　※土・日・祝日を除く

　総務課総務係

　緯０９５４（６３）２１１１

詳しくは

先着順 栢申込は、市役所３階総務課

　総務係までお願いします。

犬の飼い方マナー犬の飼い方マナー
飼い犬に鑑札と注射済証
　　　　　　をつけましょう
飼い犬に鑑札と注射済証
　　　　　　をつけましょう

飼い犬の登録時に鑑札と注射済証をお渡ししています

　飼い犬はリードが外れたり、室内であっても逃げて

しまうことがあります。逃げて一時保護されたときに、

首輪に鑑札と注射済証が付いていれば、容易に探し出

すことができます。取れていないか、また、緩んだり

していないか定期的に愛犬をチェックしましょう。

　飼い犬がいなくなったときは、まず連絡してく

ださい。保護されているかもしれません。

杵藤保健福祉事務所　緯０９５４（２３）３５０１

市環境下水道課　　　緯０９５４（６３）３４１６

鹿島警察署　　　　　緯０９５４（６３）１１１１
　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

主催　鹿島市

共催　鹿島商工会議所・ハローワーク鹿島
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主催　鹿島市

共催　鹿島商工会議所・ハローワーク鹿島
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温暖化対策・人権の輪こんなときこのひとこと、学校だより

オードリー先生

今月のキーフレーズ

“so far so good”

No.157

この表現は、

「今のところ順調」という意味で使われます。

How is your project going?
Well, so far so good. I think it will turn 
out well!

Takeshi:
Emily:

（タケシ）

（エミリー）

あなたのプロジェクトはどんな感じ？

そうねぇ、今のところ順調よ。上手く

いくと思うわ。

How is your job-search?
So far so good! I have two interviews 
next week!

Sophie:
Kenta:

（ソフィー）

（ケンタ）

就職活動どう？

今のところ順調だよ。来週２つ面接が

あるんだ。

学 校 だ よ り

能古見小学校

No.260

日曜参観

　１１月１１日は日曜参観でした。

　はじめの『のごみっ子発表会』で

は、それぞれの学年で、これまで学

習してきたことを発表しました。一

生懸命にせりふを覚えたり、動きを

考えたり、小道具・衣装を工夫した

りしました。たくさんの保護者の皆

さんに、子どもたちのがんばりを見

ていただきました。

　次の『ＰＴＡ教育講演会』では、

九州大学大学院准教授の比良松道一

先生に「食で育む生きる力」という

演題で講演をしていただきました。

「『手間』は文化である。それを惜

しんでいると人間らしさを失ってい

く」など、便利さに慣れすぎた現代

の食生活に多くの示唆をいただきま

した。

　毎年恒例の『ＰＴＡほのぼのバ

ザー』は、地域の方からも事前の問

い合わせが多く、今年も大盛況でし

た。楽しい時間はあっという間に過

ぎました。

　能古見小学校は、ＰＴＡの方のパ

ワーや地域の方々の温かさが素晴ら

しい学校です。笑顔いっぱいの日曜

参観となりました。

〈児童の感想〉　

　とってもハーモニーがひびいてい

るなと思いました。おかあさんはビ

デオカメラでとっていました。歌っ

ているとき「ピカッ」と光っていま

した。エーデルワイスのとき、どき

どきしました。来年の『のごみっ子

発表会』のとき、ピアノをひきたい

なと思いました。

寓躍動感いっぱい！１年生

今すぐやろう温暖化対策

　市では食品ロス削減のために『３０１０運動』を推奨しています。

　新年会などが催されるこの時期、最初の３０分と最後の１０分は自分の席に

着いて食事を楽しみましょう！

『おはようございます』の効用
～あいさつは「自分の心をひらく」～

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

　世界一短い通信は、作家と出版

社の間で交わされた“？”“！”

だと言われています。また、日本

での最も短い会話として秋田弁で

の「け（食べろ）」「く（食べま

す）」という会話が紹介してあり

ました。たった一文字や一つの記

号で、意図や想いを汲み取れる二

人の関係性にも驚かされます。

　先日、ある人権研修会に参加し

『あいさつの効用』についてのお

話を伺いました。「おはようござ

います。」のあいさつには、『自

分の心をひらく』と言う大切な意

味があるのだそうです。心をひら

くことで、あなたの敵ではありま

せんという合図を相手に送ってい

るのです。だからこそ、あいさつ

をして気持ちがいいのは、お互い

が敵ではないことを確認し合える

からなのです。

　心をひらくことは、コミュニ

ケーションの第一歩です。お互い

に味方であることを確認して、初

めてコミュニケーションが成立し

ます。・・・という説明に、我が

家でも早速実践・継続しようと、

心に留めました。

　偏見や差別、人権侵害の原因が

コミュニケーション不足にあるの

なら、徹底してあいさつを交わす

行為こそ解消の一助になるのでは

ないかと思います。

　新元号元年に当る２０１９年の

一年の計の一つに『大きな声であ

いさつを！』を加えていただけた

らと願っております。市内の至る

所であいさつの声が響き渡り『差

別のない・明るく・平和な鹿島を

つくろう』のスローガンが達成さ

れますことを切に望みます。

　最後に、“あけおめ”ではなく、

新年、明けましておめでとうござ

います。本年もどうぞ宜しくお願

い申し上げます。

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

ごめんねと　いえるゆう気が　たいせつだ　　　山口　こころ（古枝小３年）
笑顔さく　みんなの心も　花が咲く　　　　　　植松　あおい（明倫小５年）

※学年は平成 29年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介

に取り組もう！に取り組もう！３０１０運動

　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

栢日本では１人当たり、１日約お茶碗１杯分の食べ物が廃棄されています。

　資源の無駄や処理に係る環境への負担を減らことで地球温暖化を防ぎましょう。
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TopicsTopics まちの話題

善行紹介

１２月４日、株式会社スーパー

モリナガ様からご寄附をいただ

きました。

堤浩一社長から「鹿島市の皆様

には出店以来５０年以上の長き

にわたりお世話になっておりま

す。皆さんに喜んでいただける

よう今後も取り組んでいきま

す」とのお話しがありました。

スーパーモリナガ様からは以前

から環境保全や障がい者支援を

目的とした寄附をいただいてお

り、今回で２１回目となります。

市では、ご意向に沿って障がい

者福祉に活用させていただきま

す。

農産物直売会

　１１月２２日、市役所で第１回農産物直

売会を開催しました。

　肌寒い中での開催となりましたが、出品

された農家のわかりやすい農産物の紹介な

どもあり、顔のみえる直売会ということで

好評をいただき、すべての品物が完売しま

した。次回の開催は来年春を予定していま

す。出品などに興味がある人は農林水産課

までご連絡ください。

　農林水産課農政係　緯０９５４（６３）３４１３詳しくは

災害時の物資調達協定締結

　１１月２７日、市内に出店されている

ユートク、ナフコ、コメリのホームセン

ター３社と『災害時における物資調達に関

する協定』を締結しました。

　市では、佐賀県および県内２０市町で取

り決められている『物資に関する連携備蓄

体制整備要領』に基づき、災害時の食料や

飲料水、毛布、ブルーシートなどの備蓄を

計画的に進めていますが、実際の災害時に

不足したり、備蓄していない物品が必要になることも想定されます。そのような

事態に対応するため、さまざまな生活用品を取り扱うホームセンターとの災害協

定を締結することで、市民の不安の解消に努めていきたいと考えています。

囲碁サミット２０１８ｉｎ鹿島

　１１月２２日、囲碁によるまちおこしに取り組む全国の自治

体などが集い『囲碁サミット２０１８ｉｎ鹿島』がエイブル

ホールで開催されました。１１回目の開催となった今回は、子

どもの育成を柱とした内容で開催し、全国から過去最多１４市

町、約３００人が集まりました。

　サミットでは、囲碁を通して子どものいじめや自殺について

考える基調講演や子どもの育成の取組、課題などについてのパ

ネルディスカッションが行われ、プロ棋士や客席が一緒になっ

て活発な議論に参加していました。

　また、２３日には、囲碁教室やプロ棋士による指導

碁などが行われ、たくさんの人でにぎわいました。

　指導碁に参加した子どもたちは「厳しさもあるけど、

本気で打ってもらえるので楽しかった。もっと強くな

りたい」とプロ棋士からの指導を受けてうれしそうに

話していました。

浜地区　しめ縄と木の椅子づくりを体験！

　１２月１６日、浜公民館で、しめ縄づくりと木の椅子

を作る木工教室が行われました。

　浜地区では、毎年この時期に親子、また、祖父母との

交流の場として開催され、今回もたくさんの地区の皆さ

んが集まり、しめ縄と椅子づくりを体験しました。参加

した子どもたちは「しめ縄はむずかしくなかったし、楽

しかった。椅子づくりも面白かった」と笑顔でした。　鹿島のものづくり、お仕事を学びました！

　１２月８日、市内の小中学生とその保護者計３１人が参加して

『かしま仕事めぐりツアー』が開催されました。この事業は、子ど

もたちが、鹿島のものづくりや仕事の現場を見学し、理解を深めて

もらうことで、将来の地元就労・定住促進

に繋げようと、市産業連携活性化協議会の

主催で企画されたもので、昨年に引き続き

２回目の開催です。

　今回は、株式会社佐賀LIXIL製作所、漁協

のり関連施設、川島金属株式会社、祐徳稲

荷神社、鹿島市特産品まつり会場の５箇所

を訪問しました。

　参加者は、スタッフの丁寧な説明を受け

ながら、普段では見ることができない工場

の中や実際の仕事の現場を熱心に見学して

いました。この事業をきっかけに、ふるさ

と鹿島により愛着をもってもらえればと思

います。
祐徳稲荷神社祐徳稲荷神社 漁協のり関連施設漁協のり関連施設
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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

　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　１月 18 日（金）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　１月 11 日（金）

食改さんの料理教室

　平成３０年４月２０日現在、鹿島市に住民登

録している右記の対象者へ『無料クーポン券』

を送付しています。

　まだ使用されてない人で受診される場合は、

使用期限が平成３１年２月２８日までですので、

早めに指定医療機関で受診しましょう。

　詳しくは送付している案内をご覧ください。

平成３０年度対象者

子宮頸がん検診

　平成９年４月２日～平成 10 年４月１日生まれ

乳がん検診

　昭和 52 年４月２日～昭和 53年４月１日生まれ

子宮頸がん・乳がん検診の
　無料クーポン券をお持ちの皆さん

～検診はお済みですか～

　今年度、まだ国保特定健診を受診して

いない人はぜひ受診してください。

　受診の際は事前の申し込みをお願いします。

と　　き　１月 22 日（火）

　　　　　受付８時 30 分～ 10時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

対　象　者　平成30年度中に40～74歳になる国保加入者

内　　容　身長・体重・血圧測定・血液検査・

　　　　　尿検査・診察・歯周疾患検診

持　参　品　受診券・受診票・国保被保険者証

料　　金　1,000円

注意事項　煙今年度、すでに国保特定健診を受診した人、国保人間
　　　　　　ドック・脳ドックの助成を受けた人は受診できません。

　　　　　煙対象の人には通知でお知らせします。

　　　　　煙対象の人には事前に受診券、受診票を配布しています
　　　　　　が、紛失した人はご連絡ください。

　　　　　煙同時に歯周疾患検診も行いますので、歯みがきをして
　　　　　　お越しください。

保健センター（エイブル１階）

緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

今年度最後の
　国保特定健診を実施します

　受診を希望する人は申し込みをお願いします。

と　　き　２月 18 日（月）

　　　　　受付 13時 30 分～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

　子宮頸がん検診

　　対　象　20歳以上の女性

　　料　金　700円

　乳がん検診

　　対　象　40歳以上で昨年度未受診の女性

　　料　金　40歳代1,200円　　50歳以上700円

　※乳がん検診は先着55人で締め切ります

栢市民税非課税世帯、生活保護世帯、後期高齢者

　医療制度被保険者は無料

子宮頸がん・乳がん検診
　　　　　　を実施します

保健センター（エイブル１階）

緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

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　１月 21 日～３月 11日

　　　　　（毎週月曜日）13時 30 分～ 15 時

　　　　　※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

　地域包括支援センター　緯０９５４（６３）２１６０詳しくは

恭健康づくり教室～ロコトレでロコモ予防～

と　　き　１月 11 日～３月 29日（毎週金曜日）10時～ 11時 30 分

と　こ　ろ　市民体育館　※３月 15 日は林業体育館

内　　容　ストレッチ、リズムダンス　など

対　　象　おおむね 40 歳以上

参　加　費　無料

持　参　品　タオル、動ける服装、体育館シューズ、飲み物　など

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。今回はロコモ予防の食

事について学びます。講師はMIZ薬局の管理栄養士です。

と　　き　２月 27 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　１月 24 日（木）

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。

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。

煙加湿器などで適度な温度（50％～ 60％）に保ちましょう。

煙流行時にはできるだけ人混みや外出は控えましょう。

煙外出時はマスクを着用しましょう。

煙予防接種を受けましょう。

インフルエンザの
　感染予防に努めましょう

　感染性胃腸炎は、多種多様な病原体（細菌、ウイル

ス、原虫など）による病気のことです。冬季に集中し

て発生がみられるものの多くはノロウイルスやロタウ

イルスなどが原因と考えられます。

怯症状

①ノロウイルスやロタウィルスに感染すると、吐き気、

　嘔吐、下痢、腹痛、発熱などの症状が見られます。

②高齢者や乳幼児では脱水症状などから症状が重くな

　る場合がありますので注意が必要です。

怯感染防止のポイント

①手洗いは予防の基本です。

②下痢・嘔吐のある患者に接する

　注意点

　煙こまめに手を洗いましょう。

　（特に用便後）

　煙患者が嘔吐した部屋には、立ち入る人を最小限に

　　し、窓があれば換気をしてください。

　煙嘔吐物、糞便などを処理する際は、使い捨て手袋、

　　マスク、エプロンを着用して処理しましょう。

　煙汚物の付着した床などは、汚物を十分に取り去っ

　　てから、塩素系漂白剤で消毒しましょう。

③二枚貝については、なるべく生食を避け、加熱して

　食べましょう。

④食品を加熱する際は、食品の中心部まで十分に加熱

　調理しましょう。

感染性胃腸炎に注意しましょう！
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て発生がみられるものの多くはノロウイルスやロタウ

イルスなどが原因と考えられます。

怯症状

①ノロウイルスやロタウィルスに感染すると、吐き気、

　嘔吐、下痢、腹痛、発熱などの症状が見られます。

②高齢者や乳幼児では脱水症状などから症状が重くな

　る場合がありますので注意が必要です。

怯感染防止のポイント

①手洗いは予防の基本です。

②下痢・嘔吐のある患者に接する

　注意点

　煙こまめに手を洗いましょう。

　（特に用便後）

　煙患者が嘔吐した部屋には、立ち入る人を最小限に

　　し、窓があれば換気をしてください。

　煙嘔吐物、糞便などを処理する際は、使い捨て手袋、

　　マスク、エプロンを着用して処理しましょう。

　煙汚物の付着した床などは、汚物を十分に取り去っ

　　てから、塩素系漂白剤で消毒しましょう。

③二枚貝については、なるべく生食を避け、加熱して

　食べましょう。

④食品を加熱する際は、食品の中心部まで十分に加熱

　調理しましょう。

感染性胃腸炎に注意しましょう！
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エイブルからのお知らせなど 情報掲示板 愚 お知らせ・募集

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 開館は１月４日（金）１３時から

恭新年の運だめし！“としょかん福袋”
　スタッフおすすめの本が３冊入った“としょ

かん福袋（貸出用）”を準備しています。

　今年は市内小・中・高校生が書いたおすすめ

ＰＯＰとすてきなおまけ付きです♡
　貸出開始　１月４日（金）13 時～

　限定 110 セット　※なくなり次第終了

恭“冬の特大おはなし会”においでよ！
　寒い冬は、楽しいおはなし会であったまろう！おはなしのあとは、

自分でデコレーションしてオリジナルぼうしを作ろう！

　と　　き　２月２日（土）14 時～ 15 時 30 分

　と　こ　ろ　エイブル１階いきいきルーム

　持　参　品　はさみ、のり

市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

　１月から３月にかけて、松尾洋一さん

の書を展示します。松尾さんは、現在、

佐賀北高等学校書道科の教諭として勤務

され、数年前からは『鹿島書の会』でも

講師として指導されています。また、日

展をはじめ、さまざま

な公募展に入選されて

います。

　床の間コーナーでの

書道の展示は今回が初

めてです。ぜひ、ご鑑

賞ください。

展示期間

　前　期　１月８日（火）～２月 17 日（日）

　後　期　２月 19 日（火）～３月 28 日（木）

床の間
コーナー 松尾洋一展

20 人
１月 23 日（水）

13 時 30 分～ 15 時 30 分

公開講座
有明海の科学
～有明海のミクロな生き物の世界～

藤井　直紀さん
（佐賀大学農学部）

無　料

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３階
生活工房Ｂ

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

　 ヒ ュ ー ・ ジ ャ ッ ク マ ン 主 演 の 大 ヒ ッ ト

ミュージカルを無料上映します。※要整理券

と　　き　１月 20 日（日）

と　こ　ろ　エイブルホール
※整理券はエイブルほかで配布中
　当日窓口にもあります。

上映時間

①10：00～11：45

②14：00～15：45

旅 成 金 i n 鹿 島
柳亭小痴楽　瀧川鯉八　神田松之丞　３人会

第10回
えいぶる事業

　人気沸騰『旅成金』が鹿島に初登場！！成金とは『真打＝成金』を目指す落

語家、講談師のユニットで、その中の３人がやってくる！

と　　き　２月９日（土）14 時開演

と　こ　ろ　エイブルホール　発売中

料　　金　大　　人　2,500円

　　　　　高校生以下　1,000円
※会員各500円引き　当日各500円増し
※前売券が完売の場合は当日券なし

募集期間　１月５日（土）～ 31 日（木）
※詳細はエイブルの木１月号またはホームページをご覧ください。

“エイブル祭り”で舞台発表、作品展示をされる人 ・団体を募集します
エイブル祭り　５月11日（土）～19日（日）

柳亭小痴楽柳亭小痴楽 瀧川鯉八瀧川鯉八 神田松之丞神田松之丞

参加無料
申込不要

お知らせ

　今年もいろいろな仕事を請け負い

ます。また、あなたも知識と経験を役

立てながら、生涯現役として仲間と

ともに楽しく仕事をしてみませんか。

恭会員を募集しています

対　　象　60歳以上または今年３月

　　　　　までに60歳になる人

説　明　会　１月 17 日（木）９時 30 分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

※説明会はセンターでも随時行っています

恭各種作業の注文をお受けします

　『農作業』『庭木の剪定』『家事（掃除

など）』『草刈り』など、いろいろな作

業についてお気軽にご相談、ご注文

ください。

恭各種刃物研ぎいたします

と　　き　１月 17 日（木）８時 30 分～

恭畑や家庭菜園などにＥＭ入り有機チップ

　の堆肥はいかがですか？配送もできます

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　緯０９５４（６３）０９７０

　一定の要件を満たした労働者は、

要介護状態の対象家族を介護するた

めに介護休業を取得することができ

ます。ほかにも介護休暇、介護のた

めの所定外労働・時間外労働の制限、

深夜業の制限、勤務時間短縮等の措

置といった制度を利用することがで

きます。仕事と介護の両立のため、

積極的に活用されることをおすすめ

します。

詳しくは　佐賀労働局雇用環境・均等室

　　　　　緯０９５２（３６）６２０５

　駅への送迎や切符購入など、ぜひ

ご利用いただき、駅前の道路が混雑

しないようにご協力をお願いします。

20 分以内　　無料

24 時間以内　300 円

24 時間以上　24 時間毎に 300 円加算

詳しくは　商工観光課

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

　ラジオイベントカー“９０ちゃん

号”が各地を回り、ふるさとのやる

気、元気、本気を全国に伝える番組

が鹿島市にやってきます。

 ぜひ会場にお越しください！

と　　き　１月 16 日（水）

　　　　　12 時 30 分～

と　こ　ろ　肥前浜宿酒蔵通り

　　　　　（峰松酒造場駐車場）

栢ラジオ第１・ＦＭ

　全国放送

詳しくは　ＮＨＫ佐賀放送局

　　　　　緯０９５２（２８）５００８

募　集

　詳細はお問い合わせください。

入試区分　①一般入試　②社会人入試

　　　　　③施設推薦入試

募集人員　①～③合わせて 40 人

受験資格

　①中学校卒業（見込み）以上の者

　②高等学校を平成 29 年３月以前に卒業の者

　③医療・福祉施設に継続勤務１年以上で施

　　設長の推薦がある高校卒業（見込み）の者

出願期間　１月 10 日（木）

入　試　日　１月 12 日（土）

合格発表　１月 16 日（水）

試験科目　

　①　国語、数学、集団面接・討議

　②③作文、集団面接・討議

請求・問合せ先　

　〒８４９－１３１１

　鹿島市大字高津原８１３

　鹿島看護学校

　緯０９５４（６３）３９６９

平成３０年１１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　

怯その他・・・積雪または凍結している道路で冬用タイヤ、タイヤチェーンを

装着せず運転するのは違反となり検挙の対象になります。大変危険ですので、

他の運転者への迷惑にならないためにも早めの準備・装着をお願いします。

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

5,252 件（－969）
306 件（－011）
158 件（－007）

6,931 人（－1,301）
412 人（＋029）
208 人（＋006）

27 人（－06）
1 人（－02）
1 人（＋01）

19,202 件（＋1,025）
1,002 件（＋086）

519 件（＋027）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

働きながら介護を
されている人へ

鹿島看護学校
平成３１年度生徒募集

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

平成３０年１１月分の市長交際費を公表します

祝　儀 11月２日 3,000円 琴路神社浮立

38,720円 （平成 30 年度累計　261,416 円）合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

接　遇

11月９日 9,720円 日本酒３本（市ＰＲ用）

11月10日 15,000円
鹿島錦名刺入れ（市民図書館 100 周年記念講演
講師　ロバート　キャンベルさんへ贈呈）

11月20日 11,000円
鹿島錦カフスボタンセット２組

（囲碁サミット時、井山天元および山下九段へ贈呈）

あけましておめでとうございます
シルバー人材センター

市営駅前駐車場は
最初の２０分間無料です！

顎携帯電話から

　パソコンから樫

鹿島看護学校 検索

ＮＨＫラジオ『旅ラジ！』
公開生放送のお知らせ

公開講座
寒い季節はお茶でほっこりと！
～身体が暖まるお茶を楽しみましょう～

20 人 福田　雅子さん
２月 16 日（土）
10 時～ 12 時

エイブル２階
調理実習室

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

寓松尾洋一さん
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　　　　　12 時 30 分～

と　こ　ろ　肥前浜宿酒蔵通り

　　　　　（峰松酒造場駐車場）

栢ラジオ第１・ＦＭ

　全国放送

詳しくは　ＮＨＫ佐賀放送局

　　　　　緯０９５２（２８）５００８

募　集

　詳細はお問い合わせください。

入試区分　①一般入試　②社会人入試

　　　　　③施設推薦入試

募集人員　①～③合わせて 40 人

受験資格

　①中学校卒業（見込み）以上の者

　②高等学校を平成 29 年３月以前に卒業の者

　③医療・福祉施設に継続勤務１年以上で施

　　設長の推薦がある高校卒業（見込み）の者

出願期間　１月 10 日（木）

入　試　日　１月 12 日（土）

合格発表　１月 16 日（水）

試験科目　

　①　国語、数学、集団面接・討議

　②③作文、集団面接・討議

請求・問合せ先　

　〒８４９－１３１１

　鹿島市大字高津原８１３

　鹿島看護学校

　緯０９５４（６３）３９６９

平成３０年１１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　

怯その他・・・積雪または凍結している道路で冬用タイヤ、タイヤチェーンを

装着せず運転するのは違反となり検挙の対象になります。大変危険ですので、

他の運転者への迷惑にならないためにも早めの準備・装着をお願いします。

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

5,252 件（－969）
306 件（－011）
158 件（－007）

6,931 人（－1,301）
412 人（＋029）
208 人（＋006）

27 人（－06）
1 人（－02）
1 人（＋01）

19,202 件（＋1,025）
1,002 件（＋086）

519 件（＋027）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

働きながら介護を
されている人へ

鹿島看護学校
平成３１年度生徒募集

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

平成３０年１１月分の市長交際費を公表します

祝　儀 11月２日 3,000円 琴路神社浮立

38,720円 （平成 30 年度累計　261,416 円）合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

接　遇

11月９日 9,720円 日本酒３本（市ＰＲ用）

11月10日 15,000円
鹿島錦名刺入れ（市民図書館 100 周年記念講演
講師　ロバート　キャンベルさんへ贈呈）

11月20日 11,000円
鹿島錦カフスボタンセット２組

（囲碁サミット時、井山天元および山下九段へ贈呈）

あけましておめでとうございます
シルバー人材センター

市営駅前駐車場は
最初の２０分間無料です！

顎携帯電話から

　パソコンから樫

鹿島看護学校 検索

ＮＨＫラジオ『旅ラジ！』
公開生放送のお知らせ

公開講座
寒い季節はお茶でほっこりと！
～身体が暖まるお茶を楽しみましょう～

20 人 福田　雅子さん
２月 16 日（土）
10 時～ 12 時

エイブル２階
調理実習室

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

寓松尾洋一さん
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　浜町で３００年以上続く伝統行事

『ふな市』。鹿島では二十日正月に

『ふなんこぐい』を供える慣わしが

あります。『ふなんこぐい』は昆布

で巻いた鮒をダイコンやゴボウなど

と長時間煮込んだ郷土料理です。

　今回、家庭で簡単にできる方法を

学びながら、有明海の幸をふんだん

に使った『ふなんこぐいご膳』を作

ります。ぜひご参加ください。

と　　き　１月 20 日（日）13 時～

と　こ　ろ　エイブル２階調理室

講　　師　迎　りつ子さん（栄養士）

定　　員　20 人

参　加　費　500 円（材料代）

持　参　品　エプロン、三角巾、手拭

申込・問合せ先

　ラムサール条約推進室

　緯０９５４（６３）３４１６

相　談

　制度の利用方法、遺言書の作り方

などについての説明会を開催します。

個別相談も受け付けますので、ぜひ

ご参加ください。

と　　き　２月２日（土）10 時～ 12 時

と　こ　ろ　アバンセ（佐賀市）

定　　員　50 人

申込方法　電話受付　※当日参加も可

恭その他、相続などの無料電話相談

　と　き　毎週火曜日 18 時～ 19 時 30 分

　電　話　緯０９５２（２９）０６３５

申込・問合せ先

　成年後見センター・リーガルサポート佐賀支部

　緯０９５２（２９）０６２６

と　　き　１月 20 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）

　10 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

　24 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

　10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

　新世紀センター２階会議室１

　15 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（祝日を除く）

　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

　16 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

　22 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

　22 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

狂就農に関する相談　農林水産課

　月曜日～金曜日９時～ 17 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

　17 日（木）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

　18 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

　作業学習などで生徒が製作した作

品を販売します。

と　　き　

　中学部　２月１日（金）10 時～ 16 時

　（生徒による販売は 14 時 30 分まで）

　高等部　２月 17 日（日）11 時～ 14 時

と　こ　ろ　ゆめタウン武雄

販　売　品　やきもの、手工芸品、花苗、

　　　　　野菜、木工・和紙製品　など

※中学部は同日、学校内でも販売します

詳しくは　うれしの特別支援学校

　　　　　緯０９５４（６６）４９１１

　新年のイベントとして定着してき

た『新春岩屋路“健康”ハイキング』

　今年も１年健康でありますように、

家族や友人、知人を誘って体力づく

り、健康づくりに参加しませんか。

と　　き　１月 14 日（祝）10 時～

集合場所　能古見貝瀬上り口前

参　加　費　500 円／人（保険料含む）

持　参　品　弁当、水筒　など

栢トイレはありませんので、済ませて

　から10時までにお集まりください。

　黄色ののぼり旗が目印です。

詳しくは　井上

　　　　　緯０９５４（６２）５８０２

狂鹿島市消防出初め式　中川グラウンド

　６日（日）９時 30 分～

狂市内小中学校第３学期始業式

　８日（火）

狂鹿島市成人式　市民会館

　13 日（日）14 時～

狂ふな市　浜町酒蔵通り

　19 日（土）６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

遺言と成年後見制度の
無料相談会

　

　愛好会や職場の仲間を誘って、み

んなで参加してみませんか。

と　　き　※少雨決行

　１月 26 日（土）　小学生駅伝

　１月 27 日（日）　中学生・一般駅伝

と　こ　ろ　蟻尾山公園

　　　　　（陸上競技場、クロカンコース）

申込方法　申込書、エントリー料を

　　　　　合わせて申し込み

申込期限　１月 14 日（祝）

詳しくは　鹿島市体育協会

　　　　　緯０９５４（６２）３３７９

　入居予備者は、抽選により選考し

ます。詳細はお問い合わせください。

対象団地　市内全４団地ほか

　　　　　（武雄市・大町町地区）

申　込　書　２月１日（金）から配布

受付期間　２月４日（月）～ 13 日（水）

　　　　　９時～ 19 時

　　　　　（土・日・祝日を除く）

受付場所　武雄市武雄町昭和 265 番地

　　　　　指定管理者　川原建設㈱

抽　選　日　２月 18 日（月）

抽選会場　武雄総合庁舎別館

詳しくは　川原建設㈱武雄管理室

　　　　　緯０９５４（２６）０５２２

対　象　者　求職者

訓練期間　３月５日（火）～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　２月１日（金）

※施設見学や模擬体験もできます

詳しくは　ポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

　祐徳稲荷神社、肥前浜宿、干潟公

園(道の駅)、肥前鹿島干潟、中木庭

ダムなど鹿島市を訪れる観光客を案

内する観光ガイドの養成講座を行い

ます。詳細はお問い合わせください。

と　　き　１月 26 日 [ 開講式 ]

　　　　　～２月23日（毎週土曜日）

と　こ　ろ　エイブル（予定）

詳しくは　鹿島市観光案内所

　　　　　緯０９５４（６０）５１４５

　将来の水産業を担う後継者育成の

ため、研修生を募集します。

対　象　者　満 18 歳以上

募集人員　20人程度

研修期間　１年間（平成31年４月～）

研修科目　水産の基礎・専門研修、

　　　　　各種免許取得講習など

願書受付　１月７日（月）

　　　　　　～２月 15 日（金）

願書請求　佐賀県高等水産講習所

　　　　　または漁協本所、支所

試　験　日　３月５日（火）・６日（水）

試験内容　筆記試験・面接

詳しくは　佐賀県高等水産講習所

　　　　　緯０９５５（７２）２５６５

講習会・教室

　鹿島手話サークルでは、聴覚障が

い者への理解と簡単なコミュニケー

ション方法の習得を目的に講習会を

開催します。ぜひご参加ください。

と　　き　２月７日～３月28日（全８回）

　　　　　毎週木曜日 19 時～ 20 時 30 分

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階多目的室

内　　容　初級学習と聴覚障がい者との交流

参　加　費　500円（保険料、テキスト代）

申込・問合せ先　

　鹿島市ボランティア活動センター

　（鹿島市社会福祉協議会内）

　緯０９５４（６２）２４４７

　鹿島史談会では、郷土の歴史につ

いて、毎月、会員や外部講師による

発表や見学などを行っています。ど

なたでも参加できます。一緒にふる

さとの歴史を楽しみましょう。

時　　間　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　田澤記念館

　　　　　※３月７日のみエイブル研修室

資　料　代　200 円

焔１月９日（水）

演　題　『現代に生きる田澤義鋪

　　　　　　～人・行動・思想～』

講　師　杉谷雅博さん

　　　　（塩田町民生委員）

焔２月７日（木）

演　題　未定

講　師　松瀬京子さん

　　　　（武雄市教育委員会文化課）

焔３月７日（木）

演　題　『町村からみた近代鹿島』

講　師　高橋研一さん

　　　　（市民図書館学芸員）

詳しくは　鹿島史談会事務局　杉谷

　　　　　緯０９５４（６３）２４８７

　ピアノやギターの生バンドに合わ

せて、昔なつかしい青春の歌をみん

なで一緒に歌って若さを取り戻しま

しょう。ぜひご参加ください。

と　　き　１月 26 日（土）14 時～ 16 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階多目的室

曲　　目　蘇洲夜曲、憧れのハワイ航路、

　　　　　雪の降る町を、思い出の渚、

　　　　　ブルーシャトウ、翼をください、

　　　　　妹、結婚しようよ　ほか

参　加　費　無料

詳しくは　歌声喫茶かしま　平田

　　　　　緯０９５４（６２）５６４６

鹿島史談会
鹿島の歴史講座

歌声喫茶かしま

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

クロカンフェスタinかしま
参加者募集

県営住宅
入居予備者募集

定員

平成31年 3月期
職業訓練受講生募集

募集訓練科

ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科 １５

板 金・溶 接 施 行 科 １５

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科 ２４

電 気 シ ス テ ム 施 工 科
（若 年 者 訓 練 コ ー ス）

１５

手話講習会

うれしの特別支援学校
販売会開催

新春岩屋路“健康”ハイキング

観光ボランティアガイド
募集

佐賀県高等水産講習所
研修生募集

『ふなんこぐい』
簡単クッキング教室

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８期の口座振替日は

１月３１日（木）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

情報掲示板 愚 募集・講習会・教室 情報掲示板 愚 講習会・教室・相談・イベント
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と　　き　１月 20 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）

　10 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

　24 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

　10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

　新世紀センター２階会議室１

　15 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（祝日を除く）

　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

　16 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

　22 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

　22 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

狂就農に関する相談　農林水産課

　月曜日～金曜日９時～ 17 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

　17 日（木）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

　18 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

　作業学習などで生徒が製作した作

品を販売します。

と　　き　

　中学部　２月１日（金）10 時～ 16 時

　（生徒による販売は 14 時 30 分まで）

　高等部　２月 17 日（日）11 時～ 14 時

と　こ　ろ　ゆめタウン武雄

販　売　品　やきもの、手工芸品、花苗、

　　　　　野菜、木工・和紙製品　など

※中学部は同日、学校内でも販売します

詳しくは　うれしの特別支援学校

　　　　　緯０９５４（６６）４９１１

　新年のイベントとして定着してき

た『新春岩屋路“健康”ハイキング』

　今年も１年健康でありますように、

家族や友人、知人を誘って体力づく

り、健康づくりに参加しませんか。

と　　き　１月 14 日（祝）10 時～

集合場所　能古見貝瀬上り口前

参　加　費　500 円／人（保険料含む）

持　参　品　弁当、水筒　など

栢トイレはありませんので、済ませて

　から10時までにお集まりください。

　黄色ののぼり旗が目印です。

詳しくは　井上

　　　　　緯０９５４（６２）５８０２

狂鹿島市消防出初め式　中川グラウンド

　６日（日）９時 30 分～

狂市内小中学校第３学期始業式

　８日（火）

狂鹿島市成人式　市民会館

　13 日（日）14 時～

狂ふな市　浜町酒蔵通り

　19 日（土）６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

遺言と成年後見制度の
無料相談会

　

　愛好会や職場の仲間を誘って、み

んなで参加してみませんか。

と　　き　※少雨決行

　１月 26 日（土）　小学生駅伝

　１月 27 日（日）　中学生・一般駅伝

と　こ　ろ　蟻尾山公園

　　　　　（陸上競技場、クロカンコース）

申込方法　申込書、エントリー料を

　　　　　合わせて申し込み

申込期限　１月 14 日（祝）

詳しくは　鹿島市体育協会

　　　　　緯０９５４（６２）３３７９

　入居予備者は、抽選により選考し

ます。詳細はお問い合わせください。

対象団地　市内全４団地ほか

　　　　　（武雄市・大町町地区）

申　込　書　２月１日（金）から配布

受付期間　２月４日（月）～ 13 日（水）

　　　　　９時～ 19 時

　　　　　（土・日・祝日を除く）

受付場所　武雄市武雄町昭和 265 番地

　　　　　指定管理者　川原建設㈱

抽　選　日　２月 18 日（月）

抽選会場　武雄総合庁舎別館

詳しくは　川原建設㈱武雄管理室

　　　　　緯０９５４（２６）０５２２

対　象　者　求職者

訓練期間　３月５日（火）～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　２月１日（金）

※施設見学や模擬体験もできます

詳しくは　ポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

　祐徳稲荷神社、肥前浜宿、干潟公

園(道の駅)、肥前鹿島干潟、中木庭

ダムなど鹿島市を訪れる観光客を案

内する観光ガイドの養成講座を行い

ます。詳細はお問い合わせください。

と　　き　１月 26 日 [ 開講式 ]

　　　　　～２月23日（毎週土曜日）

と　こ　ろ　エイブル（予定）

詳しくは　鹿島市観光案内所

　　　　　緯０９５４（６０）５１４５

　将来の水産業を担う後継者育成の

ため、研修生を募集します。

対　象　者　満 18 歳以上

募集人員　20人程度

研修期間　１年間（平成31年４月～）

研修科目　水産の基礎・専門研修、

　　　　　各種免許取得講習など

願書受付　１月７日（月）

　　　　　　～２月 15 日（金）

願書請求　佐賀県高等水産講習所

　　　　　または漁協本所、支所

試　験　日　３月５日（火）・６日（水）

試験内容　筆記試験・面接

詳しくは　佐賀県高等水産講習所

　　　　　緯０９５５（７２）２５６５

講習会・教室

　鹿島手話サークルでは、聴覚障が

い者への理解と簡単なコミュニケー

ション方法の習得を目的に講習会を

開催します。ぜひご参加ください。

と　　き　２月７日～３月28日（全８回）

　　　　　毎週木曜日 19 時～ 20 時 30 分

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階多目的室

内　　容　初級学習と聴覚障がい者との交流

参　加　費　500円（保険料、テキスト代）

申込・問合せ先　

　鹿島市ボランティア活動センター

　（鹿島市社会福祉協議会内）

　緯０９５４（６２）２４４７

　鹿島史談会では、郷土の歴史につ

いて、毎月、会員や外部講師による

発表や見学などを行っています。ど

なたでも参加できます。一緒にふる

さとの歴史を楽しみましょう。

時　　間　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　田澤記念館

　　　　　※３月７日のみエイブル研修室

資　料　代　200 円

焔１月９日（水）

演　題　『現代に生きる田澤義鋪

　　　　　　～人・行動・思想～』

講　師　杉谷雅博さん

　　　　（塩田町民生委員）

焔２月７日（木）

演　題　未定

講　師　松瀬京子さん

　　　　（武雄市教育委員会文化課）

焔３月７日（木）

演　題　『町村からみた近代鹿島』

講　師　高橋研一さん

　　　　（市民図書館学芸員）

詳しくは　鹿島史談会事務局　杉谷

　　　　　緯０９５４（６３）２４８７

　ピアノやギターの生バンドに合わ

せて、昔なつかしい青春の歌をみん

なで一緒に歌って若さを取り戻しま

しょう。ぜひご参加ください。

と　　き　１月 26 日（土）14 時～ 16 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階多目的室

曲　　目　蘇洲夜曲、憧れのハワイ航路、

　　　　　雪の降る町を、思い出の渚、

　　　　　ブルーシャトウ、翼をください、

　　　　　妹、結婚しようよ　ほか

参　加　費　無料

詳しくは　歌声喫茶かしま　平田

　　　　　緯０９５４（６２）５６４６

鹿島史談会
鹿島の歴史講座

歌声喫茶かしま

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

クロカンフェスタinかしま
参加者募集

県営住宅
入居予備者募集

定員

平成31年 3月期
職業訓練受講生募集

募集訓練科

ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科 １５

板 金・溶 接 施 行 科 １５

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科 ２４

電 気 シ ス テ ム 施 工 科
（若 年 者 訓 練 コ ー ス）

１５

手話講習会

うれしの特別支援学校
販売会開催

新春岩屋路“健康”ハイキング

観光ボランティアガイド
募集

佐賀県高等水産講習所
研修生募集

『ふなんこぐい』
簡単クッキング教室

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８期の口座振替日は

１月３１日（木）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

情報掲示板 愚 募集・講習会・教室 情報掲示板 愚 講習会・教室・相談・イベント
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しめ縄づくりしめ縄づくり
写真写真

　明けましておめでとうございます。

　昨年は、皆さんにとってどのような年でしたか。

　今年が皆さんにとって豊かで穏やかな年でありますように…

　写真は、昨年１２月に浜地区で行われたしめ縄づくりと木工

　教室の様子です。　　　　　　　　　（関連記事２１ページ）

　明けましておめでとうございます。

　昨年は、皆さんにとってどのような年でしたか。

　今年が皆さんにとって豊かで穏やかな年でありますように…

　写真は、昨年１２月に浜地区で行われたしめ縄づくりと木工

　教室の様子です。　　　　　　　　　（関連記事２１ページ）
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広報かしま　編集・発行

と　　き　１月 19 日（土）早朝

と　こ　ろ　浜町酒蔵通り

　　　　　（６時～12時 [交通規制有]）

　　　　　　煙もちまき　煙うどん販売

　　　　　　煙ふなんこぐい試食

　　煙海童保育園児によるマーチング

　　煙共生保育園児による一声浮立

　　煙大抽選会（チケット１枚 200 円）

　浜公民館
　緯０９５４（６２）２５３４

詳しくは
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