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鹿島市成人式　－大人の門出、晴れやかに－鹿島市成人式　－大人の門出、晴れやかに－

武末　天晴さん
（市民憲章宣言）
武末　天晴さん
（市民憲章宣言）

原田　也美さん
（決意の言葉）
原田　也美さん
（決意の言葉）

江口　大海さん　　井上　佳音さん
（記念品贈呈）

江口　大海さん　　井上　佳音さん
（記念品贈呈）

　１月１３日、昭和４１年に完成した現在の鹿島市民会館では最後

となる成人式が盛大に行われました。

　式典では新成人代表の原田也美さんが「いつまでもこの感謝の気

持ちを忘れずに、これからは一人ひとりが成人としての自覚を持っ

て、社会的責任と義務を果たすとともに、それぞれの夢に向かって、

力強く歩んでいくことを誓います。」と決意の言葉を述べました。

　１月６日、中川グラウンドで鹿島市消防出初め式が開催され、消防署員・消防団

員約４４０人が分列行進や中川での祝賀一斉放水を行い、今年１年間の防災への決

意を新たにしました。また式では、県消防操法大会で優勝、全国大会で優良賞を受

賞した古枝分団や個人の功労者などが表彰されました。

鹿島市消防出初め式　－災害のない１年を願って－鹿島市消防出初め式　－災害のない１年を願って－
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 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

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

皐日本レスリング協会全国少年少女レスリング連盟表彰

皐第13回佐賀県冬季水泳競技大会

　開　催　日　12 月８～９日（県総合運動場水泳場）

　10 歳以下女子　【50ｍ自由形・50ｍバタフライ】

　　優勝　島　七海（鹿島小４年）

　10 歳以下男子　【100ｍ平泳ぎ】優勝　【50ｍ平泳ぎ】２位

　　　　　　　　　　長友　優志（能古見小５年）

　10 歳以下男子　【50ｍ背泳ぎ】優勝　【100ｍ背泳ぎ】２位

　　　　　　　　　　中村　啓人（能古見小４年）

　11 ～ 12 歳男子　【50ｍ自由形】

　　２位　山口　浩生（鹿島小５年）

　11 ～ 12 歳男子　【50ｍ背泳ぎ・100ｍ背泳ぎ】

　　３位　井上　優大（能古見小６年）

　10 歳以下男子　【4×50ｍフリーリレー】　

　　優勝　長友　優志（能古見小５年）　中村　啓人（能古見小４年）

　10 歳以下男子　【4×50ｍメドレーリレー】　

　　優勝　長友　優志（能古見小５年）　中村　啓人（能古見小４年）

　　　　　井上　大志（能古見小３年）

　11 ～ 12 歳男子　【4×50ｍフリーリレー】　

　　３位　井上　優大（能古見小６年）　山口　浩生（鹿島小５年）

皐第129回福岡県ＳＣ水泳大会

　開　催　日　11月４日（福岡県福岡市立総合西市民プール）

　10 歳以下男子　【50ｍ平泳ぎ】

　　優勝　長友　優志（能古見小５年）

皐ＮＨＫ全国短歌大会

　　入選　中原　慧人（鹿島小１年）　馬場　月乃（鹿島小４年）
　　　　　木原　颯（鹿島小５年）

皐第34回クミアイプロパン絵のコンクール全国審査

　　二席　宮﨑　耀（鹿島小１年）

皐第62回西日本読書感想画コンクール

　優秀賞　山口　賢透（北鹿島小２年）

皐第59回佐賀県学童美術展県審査

　【絵画の部】

　　特選　江下　碧（鹿島小２年）　本山　崇太（鹿島小３年）
　　　　　入江　葉月（鹿島小５年）　林田　叶夢（古枝小１年）
　　　　　山下　洸（浜小５年）　峰松　颯大（浜小６年）
　　　　　岡　遥斗（七浦小１年）　北川　諒介（明倫小６年）
　　　　　岩田　真緒（西部中１年）　神代　果鈴（西部中２年）
　　　　　池田　大志（東部中２年）

　準特選　　武　笑瑠（鹿島小１年）　森田　蓮（鹿島小３年）
　　　　　古賀　優莉奈（鹿島小３年）　池田　琳音（能古見小３年）
　　　　　宮﨑　舞空（能古見小６年）　下村　海翔（古枝小１年）
　　　　　峰松　つぐみ（古枝小２年）　髙田　了一（浜小１年）
　　　　　中島　大智（浜小３年）　中島　玲音（浜小４年）
　　　　　峰松　紗那（浜小５年）　熊本　光紀（浜小５年）
　　　　　坂口　紗愛（浜小６年）　岩﨑　翔太郎（七浦小３年）
　　　　　中野　翔（七浦小４年）　大島　美空（七浦小４年）
　　　　　石橋　永太朗（七浦小１年）　岡　優茉（七浦小６年）
　　　　　石橋　凜（明倫小２年）　小野原　未来（明倫小４年）
　　　　　山口　華音（明倫小６年）　石井　陽葵（西部中２年）
　　　　　吉牟田　亮（西部中２年）　坂本　麗奈（西部中３年）
　　　　　井上　理子（東部中２年）

　【線描の部】

　　特選　馬場　理桜奈（明倫小６年）　藤山　紗妃（西部中１年）
　　　　　吉田　有花（西部中２年）　釘尾　未来（東部中１年）

　準特選　山下　心（浜小５年）　峰松　颯大（浜小６年）
　　　　　岡　遥斗（七浦小１年）　池田　保乃樺（明倫小４年）
　　　　　東　柊太（西部中２年）　中島　真花（西部中３年）
　　　　　小池　颯人（東部中１年）

　【デザインの部】

　　特選　島本　栞那（西部中１年）

　準特選　坂本　麗奈（西部中３年）　中村　遥奈（東部中１年）
　　　　　今福　にらい（東部中１年）

皐第43回『わたしたちのくらしと農業』作文・図画コンクール

　【図画部門】　ＮＢＣラジオ佐賀局長賞
　　　　　　　　　　　髙田　了一（浜小１年）
　【作文部門】　佐賀新聞社社長賞
　　　　　　　　　　　岩本　真愛（明倫小４年）

皐佐賀県児童生徒理科研究発表会

　開　催　日　11 月 10 日（基山小学校）

　　特選　理振会長賞　高取　杏奈（鹿島小６年）

V第44回佐賀県吹奏楽アンサンブルコンテスト

　開　催　日　12 月 24 日（佐賀市文化会館）

　　金賞　西部中学校吹奏楽部

小池　侑紀夫さん小池　侑紀夫さん 西部中学校出身西部中学校出身

これまで親にはいろいろと迷惑

をかけてきたので、これからは

恩返しができればと思っていま

す。また、科学プラントの設計

をする仕事をしているので、社

会人としてしっかり頑張ってい

きたいです。

お父さん、お母さん、これから

もよろしくお願いします。

森山　真歩さん森山　真歩さん 西部中学校出身西部中学校出身

お父さんと兄が先生ということ

もあり、わたしも将来は保健室

の先生になりたいと思っていま

す。お父さんのように、生徒を

第一に考えれるような先生にな

りたいです。

お父さん、お母さん、これまで

健康に育ててくれてありがとう

ございます。これからも頑張り

ます。

野中　舞さん野中　舞さん 東部中学校出身東部中学校出身

成人を迎えたという実感がまだ

あまりないですが、これからは

大人として、仕事もしっかり頑

張っていきたいです。

また、両親にはこれまで育てて

くれた感謝の気持ちを伝えたい

です。これからもよろしくお願

いします。

お父さん、お母さん、大好き！

小柳　竣佑さん小柳　竣佑さん 東部中学校出身東部中学校出身

実感はまだないですが、いよい

よ大人になるのかという感じで

す。今まで許されていたものが

許されなくなるという自覚を

もって行動していきたいと思い

ます。また、製薬会社に勤めて

いるので仕事も一生懸命がん

ばっていきたいです。

お父さん、お母さん、生んでく

れてありがとう。これからも頑

張ります。

成 人 の 誓 い成 人 の 誓 い

　１月１３日、平成１０年度に生まれた新成人３０５人が

参加しての『第６５回（平成３１年）鹿島市成人式』が市

民会館で行われました。会場では、凛々しいスーツ姿や艶

やかな振り袖姿の新成人が、久しぶりに会う友人や家族と

写真撮影や会話を楽しんでいました。

二十歳の門出を祝う二十歳の門出を祝う

鹿島市成人式鹿島市成人式

松原　拓郎

（北鹿島小６年）

松原　拓郎

（北鹿島小６年）

全国少年少女選手権６連

覇、また、選抜選手権２

連覇を果たした松原さん

が、年間最優秀選手に選

ばれました。

全国少年少女選手権６連

覇、また、選抜選手権２

連覇を果たした松原さん

が、年間最優秀選手に選

ばれました。

２０１８年
年間最優秀選手賞

２０１８年
年間最優秀選手賞
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　　　　　　　　　　　髙田　了一（浜小１年）
　【作文部門】　佐賀新聞社社長賞
　　　　　　　　　　　岩本　真愛（明倫小４年）

皐佐賀県児童生徒理科研究発表会

　開　催　日　11 月 10 日（基山小学校）

　　特選　理振会長賞　高取　杏奈（鹿島小６年）

V第44回佐賀県吹奏楽アンサンブルコンテスト

　開　催　日　12 月 24 日（佐賀市文化会館）

　　金賞　西部中学校吹奏楽部

小池　侑紀夫さん小池　侑紀夫さん 西部中学校出身西部中学校出身

これまで親にはいろいろと迷惑

をかけてきたので、これからは

恩返しができればと思っていま

す。また、科学プラントの設計

をする仕事をしているので、社

会人としてしっかり頑張ってい

きたいです。

お父さん、お母さん、これから

もよろしくお願いします。

森山　真歩さん森山　真歩さん 西部中学校出身西部中学校出身

お父さんと兄が先生ということ

もあり、わたしも将来は保健室

の先生になりたいと思っていま

す。お父さんのように、生徒を

第一に考えれるような先生にな

りたいです。

お父さん、お母さん、これまで

健康に育ててくれてありがとう

ございます。これからも頑張り

ます。

野中　舞さん野中　舞さん 東部中学校出身東部中学校出身

成人を迎えたという実感がまだ

あまりないですが、これからは

大人として、仕事もしっかり頑

張っていきたいです。

また、両親にはこれまで育てて

くれた感謝の気持ちを伝えたい

です。これからもよろしくお願

いします。

お父さん、お母さん、大好き！

小柳　竣佑さん小柳　竣佑さん 東部中学校出身東部中学校出身

実感はまだないですが、いよい

よ大人になるのかという感じで

す。今まで許されていたものが

許されなくなるという自覚を

もって行動していきたいと思い

ます。また、製薬会社に勤めて

いるので仕事も一生懸命がん

ばっていきたいです。

お父さん、お母さん、生んでく

れてありがとう。これからも頑

張ります。

成 人 の 誓 い成 人 の 誓 い

　１月１３日、平成１０年度に生まれた新成人３０５人が

参加しての『第６５回（平成３１年）鹿島市成人式』が市

民会館で行われました。会場では、凛々しいスーツ姿や艶

やかな振り袖姿の新成人が、久しぶりに会う友人や家族と

写真撮影や会話を楽しんでいました。

二十歳の門出を祝う二十歳の門出を祝う

鹿島市成人式鹿島市成人式

松原　拓郎

（北鹿島小６年）

松原　拓郎

（北鹿島小６年）

全国少年少女選手権６連

覇、また、選抜選手権２

連覇を果たした松原さん

が、年間最優秀選手に選

ばれました。

全国少年少女選手権６連

覇、また、選抜選手権２

連覇を果たした松原さん

が、年間最優秀選手に選

ばれました。

２０１８年
年間最優秀選手賞

２０１８年
年間最優秀選手賞
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怯公認とは

　日本陸上競技連盟（以下『日本陸

連』から認定を受けたコースや記録

のことで、鹿島祐徳ロードレースは

５ｋｍとハーフマラソンのコースお

よび記録が公認を受けています。

　ここで出た記録などは日本陸連に

残されることになります。ただし、

記録として残すためには、日本陸連

に個人登録をした人に限られます。

公認鹿島祐徳ロードレース大会
皆さんの温かいご声援をお願いします！

公認鹿島祐徳ロードレース大会
皆さんの温かいご声援をお願いします！

と　　き　２月２４日（日）

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参道

　　　　　（スタート・ゴール）

スタート時間

　２ｋｍ　小学生・ジョギング　９時 30 分

　３ｋｍ　中学生　　　　10 時

　ハーフマラソン　　　10 時 30 分

　　【２１．０９７５ｋｍ（公認）】

　５ｋｍ（公認）　　　　10 時 45 分

と　　き　２月２４日（日）

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参道

　　　　　（スタート・ゴール）

スタート時間

　２ｋｍ　小学生・ジョギング　９時 30 分

　３ｋｍ　中学生　　　　10 時

　ハーフマラソン　　　10 時 30 分

　　【２１．０９７５ｋｍ（公認）】

　５ｋｍ（公認）　　　　10 時 45 分

　２月２４日（日）、祐徳稲荷神社参道（古枝林業体育館前）をスタート・ゴールとする公認鹿島祐徳ロードレース

が開催されます。沿道の声援は選手にとって何よりの力になります。温かいご声援をお願いします。

　なお、レース中は交通規制が行われます。今年からコースの変更に伴い、規制がかかる箇所も変更されますので、

ご理解とご協力をよろしくお願いします。

　鹿島市体育協会

　緯０９５４（６２）３３７９

詳しくは

　今年の箱根駅伝で、往路優勝（総合３位）に輝いた東洋大学をはじめ、強豪大学長距離部の皆さんが鹿島市で強

化合宿を行います。

　合宿期間中は、陸上競技場やクロスカントリーコース、中木庭ダム周辺などを拠点として練習が行われ、各大学

による陸上教室や交流会も予定されています。練習中の選手を見かけることもあると思いますので、市民の皆さん

のご声援をよろしくお願いします。

大学名 期　間 人員 合宿実績 主な大会成績

東京国際大学 １月 22 日～１月 29日 [８日間 ] 20 人 初合宿 平成 31 年箱根駅伝　15位

明治大学 ２月 16 日～２月 22日 [７日間 ] 45 人 平成 23 年度から８年連続 平成 31 年箱根駅伝　17位

順天堂大学 ２月 23 日～２月 27日 [５日間 ] 35 人 平成 24 年度から７年連続 平成 31 年箱根駅伝　８位

大東文化大学 ３月 11 日～３月 18日 [８日間 ] 20 人 平成 23 年度から８年連続 平成 31 年箱根駅伝　19位

東洋大学 ３月 14 日～３月 20日 [７日間 ] 20 人 平成 27 年度から４年連続 平成 31 年箱根駅伝　３位

※合宿の情報は、鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会の

　フェイスブックでご覧になれます。 鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会 検索

大学の合宿日日程（予定）大学の合宿日日程（予定）

　鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会事務局

　（生涯学習課スポーツ係内）　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは

昨年の合宿風景昨年の合宿風景

怯スポーツ合宿誘致制度とは

市内の恵まれたスポーツ資源を活かして

①スポーツの振興　②青少年の健全育成

③交流人口の拡大　④地域経済の活性化

を図ることを目的として平成２３年度に

創設したものです。

大東文化大学のトレーニングの様子大東文化大学のトレーニングの様子 明治大学と園児の交流会明治大学と園児の交流会 東洋大学のスポーツ教室東洋大学のスポーツ教室

順天堂大学のトレーニングの様子順天堂大学のトレーニングの様子

箱根駅伝の強豪チームが
鹿島で強化合宿を行います！

箱根駅伝の強豪チームが
鹿島で強化合宿を行います！
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怯公認とは

　日本陸上競技連盟（以下『日本陸

連』から認定を受けたコースや記録

のことで、鹿島祐徳ロードレースは

５ｋｍとハーフマラソンのコースお

よび記録が公認を受けています。

　ここで出た記録などは日本陸連に

残されることになります。ただし、

記録として残すためには、日本陸連

に個人登録をした人に限られます。

公認鹿島祐徳ロードレース大会
皆さんの温かいご声援をお願いします！

公認鹿島祐徳ロードレース大会
皆さんの温かいご声援をお願いします！

と　　き　２月２４日（日）

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参道

　　　　　（スタート・ゴール）

スタート時間

　２ｋｍ　小学生・ジョギング　９時 30 分

　３ｋｍ　中学生　　　　10 時

　ハーフマラソン　　　10 時 30 分

　　【２１．０９７５ｋｍ（公認）】

　５ｋｍ（公認）　　　　10 時 45 分

と　　き　２月２４日（日）

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参道

　　　　　（スタート・ゴール）

スタート時間

　２ｋｍ　小学生・ジョギング　９時 30 分

　３ｋｍ　中学生　　　　10 時

　ハーフマラソン　　　10 時 30 分

　　【２１．０９７５ｋｍ（公認）】

　５ｋｍ（公認）　　　　10 時 45 分

　２月２４日（日）、祐徳稲荷神社参道（古枝林業体育館前）をスタート・ゴールとする公認鹿島祐徳ロードレース

が開催されます。沿道の声援は選手にとって何よりの力になります。温かいご声援をお願いします。

　なお、レース中は交通規制が行われます。今年からコースの変更に伴い、規制がかかる箇所も変更されますので、

ご理解とご協力をよろしくお願いします。

　鹿島市体育協会

　緯０９５４（６２）３３７９

詳しくは

　今年の箱根駅伝で、往路優勝（総合３位）に輝いた東洋大学をはじめ、強豪大学長距離部の皆さんが鹿島市で強

化合宿を行います。

　合宿期間中は、陸上競技場やクロスカントリーコース、中木庭ダム周辺などを拠点として練習が行われ、各大学

による陸上教室や交流会も予定されています。練習中の選手を見かけることもあると思いますので、市民の皆さん

のご声援をよろしくお願いします。

大学名 期　間 人員 合宿実績 主な大会成績

東京国際大学 １月 22 日～１月 29日 [８日間 ] 20 人 初合宿 平成 31 年箱根駅伝　15位

明治大学 ２月 16 日～２月 22日 [７日間 ] 45 人 平成 23 年度から８年連続 平成 31 年箱根駅伝　17位

順天堂大学 ２月 23 日～２月 27日 [５日間 ] 35 人 平成 24 年度から７年連続 平成 31 年箱根駅伝　８位

大東文化大学 ３月 11 日～３月 18日 [８日間 ] 20 人 平成 23 年度から８年連続 平成 31 年箱根駅伝　19位

東洋大学 ３月 14 日～３月 20日 [７日間 ] 20 人 平成 27 年度から４年連続 平成 31 年箱根駅伝　３位

※合宿の情報は、鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会の

　フェイスブックでご覧になれます。 鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会 検索

大学の合宿日日程（予定）大学の合宿日日程（予定）

　鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会事務局

　（生涯学習課スポーツ係内）　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは

昨年の合宿風景昨年の合宿風景

怯スポーツ合宿誘致制度とは

市内の恵まれたスポーツ資源を活かして

①スポーツの振興　②青少年の健全育成

③交流人口の拡大　④地域経済の活性化

を図ることを目的として平成２３年度に

創設したものです。

大東文化大学のトレーニングの様子大東文化大学のトレーニングの様子 明治大学と園児の交流会明治大学と園児の交流会 東洋大学のスポーツ教室東洋大学のスポーツ教室

順天堂大学のトレーニングの様子順天堂大学のトレーニングの様子

箱根駅伝の強豪チームが
鹿島で強化合宿を行います！

箱根駅伝の強豪チームが
鹿島で強化合宿を行います！
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小中学生人権作文・標語・
　　ポスターコンクール
－　特選作品の紹介　－
　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

小中学生人権作文・標語・
　　ポスターコンクール
－　特選作品の紹介　－
　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

平成３０年度平成３０年度

　この前テレビで、体は男の人なの

に女のかっこうをしていたり、お

しゃれやかわいい物がすきという男

の人を見ました。さいしょはびっく

りしました。

　わたしは、女の子の体で生まれて

きています。いつから心の中も女の

子のような気持ちで考えるように

なったのかわかりませんが、心も体

も女の子です。それが、当たり前と

思っていました。

　でも、テレビの中の人はちがって

いました。こんな人もいるんだ。知

らなかったなあと少しおどろきまし

た。その人に、

「もっと自分らしく生きていいと思

うよ。」

とアドバイスをされていました。体

は男の人なのに、心は女の心をもっ

ている人達は、赤ちゃんのころに、

女の子の服を着ていたわけではあり

ません。お母さんが、どんなに男の

子のように育てても、心の中は女の

子なので男の子の気持ちにはなれな

いというのです。

　もし、自分が男の子の気持ちを

もっていると考えると、苦しくてた

まりません。人とちがっていると思

うと、きっとだれにも話せないと思

います。自分がわるくもないのに人

とちがっていると考えると、アドバ

イスしてもらっていた、

「自分らしくしていいよ。」

ということばで、ほっとしました。

　体と心がちがう人は、日本だけで

もたくさんいることを知りました。

世界中に、心と体が反たいで生きて

いる人がたくさんいるはずです。

　自分とちがうからといって、おか

しいとかなかまはずれにしてはいけ

ないと思います。

「いいんじゃない。」

とみんなが思えるような世界になれ

ばいいなあと思います。私も

「いいんじゃない。」

と言える人になりたいです。

　国がちがう人、目の色やはだの色

がちがう人がいるのと同じように、

心と体が反たいの人がいるのは、当

たり前とみんなが思ったらいいと思

います。そうすれば、苦しまずに、

楽しく、生きやすい世界になると思

います。いろいろな人がいるから楽

しいと思える人になりたいです。

ちがいがあるのは当たり前

中村　穂乃
（浜小３年）

　わたしは、学校でみんなとなわと

び大会のれんしゅうをしました。あ

まり大なわとびができませんでした。

何回もなわに当たりました。家でも

れんしゅうをし、どんどん上手にな

り、ほめられるとうれしくなりまし

た。ほめられると楽しくなり、れん

習をつづけられるようになりました。

そして、友達がとびやすいように、

「一、二」と声をかけてくれました。

ますますうれしくなり、昼休みも家

でも、あせが出てもがんばることが

できました。みんなのやさしさが、

力をくれたのです。

　いよいよ、なわとび大会です。み

んなと声をかけ合うとうれしくなっ

てきました。みんなと力を合わせて、

ぜん力でとびつづけました。

「一、二。一、二。」

という声が、

「だいじょうぶ。だいじょうぶ。」

と聞こえてきます。

　みんなのことばの力には、ふしぎ

な力があります。みんなのことばが

なかったら、ずっとれん習をつづけ

ることはできなかったと思います。

　みんなと力を合わせて勝ちたいと

思ってとびました。しあいには負け

たけれど、三年生になったら、また

がんばればいいと思いました。

　もう少ししたら、なわとびのれん

習がはじまります。

「一、二。一、二。」

と声を合わせ、力を合わせてがんば

りたいと思います。

「がんばって。」

「だいじょうぶだよ。」

という、ぽかぽかことばをいっぱい

友達に言って、みんなと力を合わせ

たいです。

　やさしいことばをかけて、力を合

わせて楽しみたいです。

みんなで力を合わせて

中村　真維
（浜小３年）

怯人権作文

　市では、毎年１２月４日～１０日の『人権週間』にお

ける啓発活動の取り組みとして、市内小中学生を対象に、

人権作文・標語・ポスターの募集を行っています。

　今年も人権や心の大切さなどを表現した作品がたくさ

ん寄せられました。それぞれの優秀作品を紹介します。

　作品をもとに、ご家庭でも家族一緒に人権について話

し合いの場をもっていただければと思います。

　人権・同和対策課　緯０９５４（６３）２１２６詳しくは
　わたしは、おととい妹とケンカを

していた時、

「クソ、しね。」

と、言われました。わたしは心の中

で、妹におこりました。わたしも

言ったら、またやりかえされると

思ったからです。妹は、ケンカをし

た後に、

「ごめんなさい。」

と、言ったことがありません。だか

ら、おさまったら、わたしから、

「ごめんなさい。」

と、言います。わたしも、一回妹に

「しね。」

と、言ってしまったことがあります。

妹は、

「そっちこそしね。」

と、言いました。この言葉は、人に

言ってはいけないと、あらためて思

いました。わたしも、それを聞いた

相手も、きずつくんだなと思いまし

た。聞いたら、とてもいやな気持ち

になるんだと思いました。ケンカは、

したくないです。でも、わたしと妹

は、小さなことでケンカになるから、

それをどうにかして直したいなと思

います。それがなくなったら、ケン

カがなくなるんじゃないかと思いま

した。ケンカをした後、どっちもむ

しをすることがあります。でも、

いっときしたら、またもとにもどり

ます。だから、いいと思っているけ

ど、もう、ケンカはぜったいしたく

ないと思いました。

「しね。」

という言葉で、空気がガラリとかわ

ることがあります。わたしたちは、

そうなります。でも、かわらない所

もあるかもしれません。わたしたち

は、なかなおりをしたら、おかしを

半分こにします。その時、妹は、

「ありがとう。」

と、言ってくれます。そのとき、と

てもいい気持ちになります。だから、

「ありがとう。」

という言葉を、大切にします。とて

もうれしい気持ちになるからです。

きょうだいゲンカ

井上　凜
（七浦小３年）

　黄土色の景色の中のテント、二人

の女の子の足には、片方だけのサン

ダル。でも、どことなくほほえんで

いる女の子の表紙が目にとまり、こ

の本を読もうと思いました。

　本を読み始めて、「なんみん」と

言う言葉が分からなかったので調べ

てみました。「なんみん」とは、は

く害をおそれて、自分の国からにげ

る人達のことだと分かりました。

　アフガニスタンから、パキスタン

のなんみんキャンプまでの長い道の

りを、弟をおぶって歩いてきた十才

の女の子リナ、せんそうで父と妹を

なくし、母と弟たちといっしょにに

げてきたと言う。また、フェローザ

も

「私には、もうおばあちゃんしかい

ないの。」

と言う。どんなに不安でおそろしい

思いをしたのだろうか。今の私には、

想像もできない。

　こんな二人が、救えん活動のト

ラックの荷台から落ちてきた真新し

い黄色のサンダルをそれぞれが片方

ずつ見つけ、はいてみるのでした。

リナは、もう二年間もくつをはいて

いません。片方のサンダルでも、と

てもうれしかったにちがいありませ

ん。でも、二人はおたがいを思い

やって、一日交代で両方のサンダル

をはくようにしました。

　私はこの夏、また新しいサンダル

を買ってもらいました。まだはける

サンダルを何足か持っているのに、

また買ってもらったのです。今の私

には当たり前の生活が、とても幸せ

な事なのだと思いました。

　また、リナたちが住む所の学校に

は、男の子が勉強する場所しかあり

ません。二人は名前を地面に書いて

勉強していました。なかよし二人の

楽しい時間がそこにあるような気が

しました。

　しかし、なかよくなった二人にも

お別れがおとずれます。リナは、ア

メリカへひなんできるようになった

のです。リナは、サンダルをフェ

ローザにわたしますが、友だちの印

だから、おたがいに片方ずつ持って

いることに決めました。

　いつ出会えるかもしれないこれか

らの生活で、この片方のサンダルが、

ふたたび会えるゆめであり、二人に

とっての希望だと思います。

　決してよくばらないで、相手を思

いやり、なかよくして生活すること

が、とても大切なことだと、この本

から教えてもらいました。

　また、リナやフェローザのような

女の子が幸せにくらせるような世界

になってほしい。そして、戦争をな

くし、「なんみん」をなくしてほし

いとも思いました。

　もし、日本ににげてきた「なんみ

ん」がいたら、私にもできることを

して、協力してあげたいです。

友だちの印だよ

香田　真里奈
（能古見小４年）

特選作品の紹介　愚　人権作文 特選作品の紹介　愚　人権作文
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　　ポスターコンクール
－　特選作品の紹介　－
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小中学生人権作文・標語・
　　ポスターコンクール
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平成３０年度平成３０年度

　この前テレビで、体は男の人なの

に女のかっこうをしていたり、お

しゃれやかわいい物がすきという男

の人を見ました。さいしょはびっく

りしました。

　わたしは、女の子の体で生まれて

きています。いつから心の中も女の

子のような気持ちで考えるように

なったのかわかりませんが、心も体

も女の子です。それが、当たり前と

思っていました。

　でも、テレビの中の人はちがって

いました。こんな人もいるんだ。知

らなかったなあと少しおどろきまし

た。その人に、

「もっと自分らしく生きていいと思

うよ。」

とアドバイスをされていました。体

は男の人なのに、心は女の心をもっ

ている人達は、赤ちゃんのころに、

女の子の服を着ていたわけではあり

ません。お母さんが、どんなに男の

子のように育てても、心の中は女の

子なので男の子の気持ちにはなれな

いというのです。

　もし、自分が男の子の気持ちを

もっていると考えると、苦しくてた

まりません。人とちがっていると思

うと、きっとだれにも話せないと思

います。自分がわるくもないのに人

とちがっていると考えると、アドバ

イスしてもらっていた、

「自分らしくしていいよ。」

ということばで、ほっとしました。

　体と心がちがう人は、日本だけで

もたくさんいることを知りました。

世界中に、心と体が反たいで生きて

いる人がたくさんいるはずです。

　自分とちがうからといって、おか

しいとかなかまはずれにしてはいけ

ないと思います。

「いいんじゃない。」

とみんなが思えるような世界になれ

ばいいなあと思います。私も

「いいんじゃない。」

と言える人になりたいです。

　国がちがう人、目の色やはだの色

がちがう人がいるのと同じように、

心と体が反たいの人がいるのは、当

たり前とみんなが思ったらいいと思

います。そうすれば、苦しまずに、

楽しく、生きやすい世界になると思

います。いろいろな人がいるから楽

しいと思える人になりたいです。

ちがいがあるのは当たり前

中村　穂乃
（浜小３年）

　わたしは、学校でみんなとなわと

び大会のれんしゅうをしました。あ

まり大なわとびができませんでした。

何回もなわに当たりました。家でも

れんしゅうをし、どんどん上手にな

り、ほめられるとうれしくなりまし

た。ほめられると楽しくなり、れん

習をつづけられるようになりました。

そして、友達がとびやすいように、

「一、二」と声をかけてくれました。

ますますうれしくなり、昼休みも家

でも、あせが出てもがんばることが

できました。みんなのやさしさが、

力をくれたのです。

　いよいよ、なわとび大会です。み

んなと声をかけ合うとうれしくなっ

てきました。みんなと力を合わせて、

ぜん力でとびつづけました。

「一、二。一、二。」

という声が、

「だいじょうぶ。だいじょうぶ。」

と聞こえてきます。

　みんなのことばの力には、ふしぎ

な力があります。みんなのことばが

なかったら、ずっとれん習をつづけ

ることはできなかったと思います。

　みんなと力を合わせて勝ちたいと

思ってとびました。しあいには負け

たけれど、三年生になったら、また

がんばればいいと思いました。

　もう少ししたら、なわとびのれん

習がはじまります。

「一、二。一、二。」

と声を合わせ、力を合わせてがんば

りたいと思います。

「がんばって。」

「だいじょうぶだよ。」

という、ぽかぽかことばをいっぱい

友達に言って、みんなと力を合わせ

たいです。

　やさしいことばをかけて、力を合

わせて楽しみたいです。

みんなで力を合わせて

中村　真維
（浜小３年）

怯人権作文

　市では、毎年１２月４日～１０日の『人権週間』にお

ける啓発活動の取り組みとして、市内小中学生を対象に、

人権作文・標語・ポスターの募集を行っています。

　今年も人権や心の大切さなどを表現した作品がたくさ

ん寄せられました。それぞれの優秀作品を紹介します。

　作品をもとに、ご家庭でも家族一緒に人権について話

し合いの場をもっていただければと思います。

　人権・同和対策課　緯０９５４（６３）２１２６詳しくは
　わたしは、おととい妹とケンカを

していた時、

「クソ、しね。」

と、言われました。わたしは心の中

で、妹におこりました。わたしも

言ったら、またやりかえされると

思ったからです。妹は、ケンカをし

た後に、

「ごめんなさい。」

と、言ったことがありません。だか

ら、おさまったら、わたしから、

「ごめんなさい。」

と、言います。わたしも、一回妹に

「しね。」

と、言ってしまったことがあります。

妹は、

「そっちこそしね。」

と、言いました。この言葉は、人に

言ってはいけないと、あらためて思

いました。わたしも、それを聞いた

相手も、きずつくんだなと思いまし

た。聞いたら、とてもいやな気持ち

になるんだと思いました。ケンカは、

したくないです。でも、わたしと妹

は、小さなことでケンカになるから、

それをどうにかして直したいなと思

います。それがなくなったら、ケン

カがなくなるんじゃないかと思いま

した。ケンカをした後、どっちもむ

しをすることがあります。でも、

いっときしたら、またもとにもどり

ます。だから、いいと思っているけ

ど、もう、ケンカはぜったいしたく

ないと思いました。

「しね。」

という言葉で、空気がガラリとかわ

ることがあります。わたしたちは、

そうなります。でも、かわらない所

もあるかもしれません。わたしたち

は、なかなおりをしたら、おかしを

半分こにします。その時、妹は、

「ありがとう。」

と、言ってくれます。そのとき、と

てもいい気持ちになります。だから、

「ありがとう。」

という言葉を、大切にします。とて

もうれしい気持ちになるからです。

きょうだいゲンカ

井上　凜
（七浦小３年）

　黄土色の景色の中のテント、二人

の女の子の足には、片方だけのサン

ダル。でも、どことなくほほえんで

いる女の子の表紙が目にとまり、こ

の本を読もうと思いました。

　本を読み始めて、「なんみん」と

言う言葉が分からなかったので調べ

てみました。「なんみん」とは、は

く害をおそれて、自分の国からにげ

る人達のことだと分かりました。

　アフガニスタンから、パキスタン

のなんみんキャンプまでの長い道の

りを、弟をおぶって歩いてきた十才

の女の子リナ、せんそうで父と妹を

なくし、母と弟たちといっしょにに

げてきたと言う。また、フェローザ

も

「私には、もうおばあちゃんしかい

ないの。」

と言う。どんなに不安でおそろしい

思いをしたのだろうか。今の私には、

想像もできない。

　こんな二人が、救えん活動のト

ラックの荷台から落ちてきた真新し

い黄色のサンダルをそれぞれが片方

ずつ見つけ、はいてみるのでした。

リナは、もう二年間もくつをはいて

いません。片方のサンダルでも、と

てもうれしかったにちがいありませ

ん。でも、二人はおたがいを思い

やって、一日交代で両方のサンダル

をはくようにしました。

　私はこの夏、また新しいサンダル

を買ってもらいました。まだはける

サンダルを何足か持っているのに、

また買ってもらったのです。今の私

には当たり前の生活が、とても幸せ

な事なのだと思いました。

　また、リナたちが住む所の学校に

は、男の子が勉強する場所しかあり

ません。二人は名前を地面に書いて

勉強していました。なかよし二人の

楽しい時間がそこにあるような気が

しました。

　しかし、なかよくなった二人にも

お別れがおとずれます。リナは、ア

メリカへひなんできるようになった

のです。リナは、サンダルをフェ

ローザにわたしますが、友だちの印

だから、おたがいに片方ずつ持って

いることに決めました。

　いつ出会えるかもしれないこれか

らの生活で、この片方のサンダルが、

ふたたび会えるゆめであり、二人に

とっての希望だと思います。

　決してよくばらないで、相手を思

いやり、なかよくして生活すること

が、とても大切なことだと、この本

から教えてもらいました。

　また、リナやフェローザのような

女の子が幸せにくらせるような世界

になってほしい。そして、戦争をな

くし、「なんみん」をなくしてほし

いとも思いました。

　もし、日本ににげてきた「なんみ

ん」がいたら、私にもできることを

して、協力してあげたいです。

友だちの印だよ

香田　真里奈
（能古見小４年）
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　私は、お父さんとお母さんの大事

な宝物。

「大事な物はたくさんあるけど、一

番はあなたたち姉妹よ。」

と、お母さんに言われて、ちょっと

はずかしいけど、すごく嬉しかった。

私が生まれたときの話を聞くと、祖

父祖母親せき、みんな病院にやって

きて、大喜びだったと教えてもらっ

た。私は、みんなの宝物だと思った。

私の命は私だけのものではない。家

族、親せき、友だち･･･みんなの宝物

だと思う。

　しかし、最近、テレビ等で自殺を

する人が増えたという話を聞く。自

殺は、とても悲しいことだと思う。

大事な命を自分からなくすことは、

絶対にしてはいけないことだと思う。

私は、「死ぬ」ということがすごく

こわい。考えただけでなみだがでそ

うになる。

　でも、自殺をしなければならない

ほどきつい毎日を過ごしたのだろう

と思う。自殺の原因はいろいろある

だろうがその中の一つに「いじめ」

がある。悪口を言われたり、ひどい

ことをされたり･･･。

　している方は、ちょっとした気持

ちだろうが、された方は、つらくて

悲しくて、どうしようもない気持ち

でいっぱいだと思う。だれかに少し

でも相談していたら、自殺はなかっ

たのかもしれない。もう一度がん

ばってみようとか、しばらく学校を

休んで気持ちを落ち着けようとか考

えていれば命を絶つことはなかった

のではないだろうか。

　私の言った一言で、相手を傷つけ

たことはなかっただろうか。わざと

言ったことはないけど、私が気づか

ないうちに傷つけたとしたら･･･、そ

の人が自殺したとしたら･･･考えただ

けでなみだがでてくる。その人も、

その人の家族も悲しみの毎日を過ご

すことになる。いじわるをした側も、

それを見て見ぬふりをしていた人も、

ずっと悲しみを引きずっていくこと

になるだろう。

　そうならないためには、どうした

らいいのだろう。それは、相手の立

場になって考えることだと思う。自

分が言われていやなことは言わない。

自分がされていやなことはしない。

これは、小さい頃から言われてきた

言葉だ。簡単なようで、なかなかで

きないことだ。そして、もし、いじ

められて、悲しい思いをしたときは、

だれかに相談することだと思う。

「こんなことされて、今、とてもつ

らい。悲しい。どうしたらいい

の。」

とだれかに言葉で伝える事だと思う。

気持ちを伝える事で、少しすっきり

して、自分に味方がいると思うだけ

で強い気持ちになれるはずだ。

　みんなが人のことをおもいやるこ

とができたら、みんな笑顔になって、

悲しい思いをする人が一人もいない

生活。そんな世の中にしていかなく

てはならない。

　わたしたちの命は、みんな大事な

宝物なのだから。

みんな大事な宝物

野中　美羽
（鹿島小５年）

　世界には、百九十三ヵ国もの国が

あります。日本も百九十三ヵ国の中

の一つの国です。世界に何ヵ国もあ

るので伝えられてきた文化も服そう

などもまったくちがいます。それに、

肌の色もちがいます。その肌の色だ

けで差別する人もいます。「あなた

は、ぼくとちがう。」「あなたは、

わたしとちがう。」そうやって、差

別は起こります。

　肌の色がちがっても、同じ人間で

す。ちがう国であっても、ちがうと

ころがあっても、ぼくと同じように、

野球に夢中になっている人が世界中

にどれほどいることでしょう。肌の

色はちがっても、エラーしたことを

くやんだり、ヒットを打ったことを

喜んだりすることは同じだと思いま

す。ちがうところがあってもみんな

分かち合えることがあると思います。

相手を理解しようと興味をもつとそ

の国の文化などわかると思います。

世界百九十三ヵ国もの国があるので、

肌の色や文化がちがうのは当たり前

です。他の国の文化や人々を大切に

しないと、戦争が起こってしまいま

す。

　差別の対象は、障がいを持ってい

る人にもおよびます。一昨年、障が

い者施設で、働いていた人が、たく

さんの障がいをもった人を殺害した

事件は、四年生のぼくには、とても

おそろしいものでした。ぼくたちは、

みんな同じではありません。出来る

事も、出来ない事もそれぞれちがい

ます。障がいをもっている事は、そ

の人の個性だと考えれば差別はでき

ないと思います。

　ぼくは、図書室で「車いすのマ

ティアス」という本を借りて読みま

した。当時六才のマティアスは、電

動車いすに乗っていました。そのマ

ティアスは脳性まひの障がいとたた

かっていました。運動障がいの他に

も耳も不自由なこともわかりました。

それでも、マティアスは、とても性

格が明るくどんなことにも興味を示

しました。これは、マティアスの周

りにいる人の気持ちを軽くし、勇気

づけることになったそうです。いろ

んな事にチャレンジするマティアス

を、ぼくは、見習っていきたいと思

います。そして、マティアスのよう

に周りの人を助けられる人になりた

いと思います。マティアスは、ぼく

のように野球はできません。でも、

ぼくがマティアスをお手本にするこ

とはたくさんあります。この本から

ぼくは、ちがいがあるからこそ、そ

の人と助け合うことができることを

学びました。

　ぼくの周りには、たくさんのちが

いを持った人たちがいます。できる

事もできない事もちがいます。相手

を理解して、お互いが助け合うこと

で、楽しい生活になります。いじめ

は、差別する心から生まれます。ぼ

くはいじめられている人がいたら、

いじめを止められる人になりたいと

思います。

　これから、世界中の人たちがちが

いを理解して助け合って、差別のな

い平和な世界になってほしいとぼく

は思っています。

人はちがいがあるから助け合える

石橋　愛都
（七浦小６年）

　世の中にはいろんな種類の差別が

あります。その中でも児童虐待の

ニュースを最近多く見かけます。そ

れもまだ幼い子供が両親からの虐待

を受けて亡くなったという、心が痛

むニュースです。児童虐待のニュー

スを見る度、この世界に生まれ、一

番にその誕生を喜び、大切に守って

くれるはずの両親が虐待というひど

いことをするのか私には理解できま

せん。児童虐待でよく聞くのは、暴

力を振るってけがをさせたりするも

のや、食事を食べさせなかったり、

保育園などの人とふれあう施設に連

れていかなかったりするなど育児を

放棄することです。

　しかし、どんなことがあっても自

分たちが授かった子なら一番大事に

育てるのが親のすることだし、責任

だと思います。それなのにすべての

人が生まれながらに持っている人権

が実の両親によって奪われているの

です。

　そこで、なぜ児童虐待などといっ

た事件が起こっているのかその原因

は何なのか調べてみたところ大きく

三つありました。まず一つ目は、親

の要因です。その中には、子育てが

うまくいかないなどの不安によるス

トレスからくる育児不安や親自身が

虐待された経験、病気や障がいをか

かえるための養育力の低下、精神的

に不安な状態で虐待が起こっている

と考えられ次に二つ目は、子供の要

因です。その中には、発達の遅れを

持っている子供にストレスを感じ、

そこから虐待が起こっていると考え

られます。そして、三つ目は、家族

を取り巻く要因というものです。そ

の中には、育児に関して相談できる

人がいない、夫婦げんかが絶えない

など不安な夫婦関係、経済的不安、

地域からの孤立で虐待が起こってい

ると考えられます。親の要因の中に

ある親自身が虐待された経験につい

ては大きな疑問を持ちました。なぜ

自分自身が過去に虐待を受け虐待と

いう怖さや辛さを自分が一番分かっ

ているはずなのにそれを繰り返して

しまうのか私なら自分が愛されな

かった分、自分の子は愛してあげた

いと思います。でも、逆に自分が親

から虐待を受け愛されたことがない

から愛し方が分からず結局自分の親

からされたことを自分の子供にもし

てしまうんだと知りました。表面上

だけ見たら親だけが悪いのかもしれ

ないけど、そういった環境を作った

人も悪いのだと思います。愛し方が

分からず児童虐待が起こり自分の子

供にまで辛い思いをさせることは自

分自身も辛いと思います。幼い頃に

受けた虐待は記憶として一生残るも

のだと思います。そのようなことに

ならないためにも自分なりの愛し方

を探して自分の子供にはたくさんの

愛をあげて欲しいと思います。

　児童虐待という行為をそして言葉

がこの世の中から消えてなくなる日

を願うのなら一人ひとりは人として

たった一つの命を大事に、そして周

りの人のことも考えて生きていくこ

とが大切だと思います。そして、ま

ずは、自分の命の大切さを知り、命

とはどんなものかを考えることがで

きれば、子供たちを守れるのではな

いかと思います。

児童虐待問題について

植松　紗来
（東部中３年）

　「目が見えない人って何も出来な

いから周りが大変だよね。」

どこで誰が言っていたのか全く覚え

ていないこの言葉が私の頭の中に

ずっと残っています。私も出来な

いって何で決め付けるのか。周りが

大変かは周りが決めることじゃない

のか。私はこの言葉に怒りを覚える

ほどショックを受けました。

　私の祖父母は目が見えません。光

を少し感じることができるぐらいで、

私の母である娘の姿はもちろん、私

の顔も見たことがありません。しか

し、本当は見えているんじゃないか

と思うくらいに祖父母はなんでも自

分たちで当たり前にこなします。料

理はもちろん、洗濯や掃除など家事

はお手のもの。二人ではり灸院を経

営していて、私が疲れたり痛いとこ

ろがあるといつもマッサージなどを

してくれますし、祖父は四十二・一

九五キロメートルのフルマラソンを

走るマラソン選手です。毎朝五時に

起きて近所のグラウンドで練習して

いるとてもストイックで努力家なん

です。祖母は本当に多彩で、料理、

ピアノ、歌などたくさんのことをす

べて頑張れる器用な人なんです。歌

に関しては、生徒を持つ先生でもあ

りカラオケに祖母の歌が入っている

ほど、とても上手で私から見たらど

の歌手よりも祖母の歌が一番です。

　私は、祖父母といるといつも笑っ

ています。とても楽しいと素直に思

います。祖父母には周りを笑顔にさ

せられる大きな力があります。私も

その力が欲しいなとたまに羨ましく

なります。目が見えないから、とそ

の人を決めつけることこそが差別に

あたると思います。

　実際、こんな体験をしたことがあ

ります。祖父母と姉と旅行に行った

時、周りからの視線を感じました。

物珍しそうに見てくるサラリーマン

こそこそ何か言っている若い男の人

達。その視線は祖父母に向けられて

いるのだと理解できました。普通は

嫌な気分になるのかもしれません。

しかし私は、何故か誇らしかったで

す。このおじいちゃんがフルマラソ

ン完走するんだよ。このおばあちゃ

んの歌がカラオケで歌えるんだよ。

見た目で決めつけるあなた達よりす

ごい人なんだよ、と。

　普通のことだけが幸せだとは限ら

ない。と私は胸を張って言いたいで

す。そのことを教えてくれた祖父母

には本当に感謝しています。ずっと

私の尊敬する人です。そして、人を

見た目で判断したり、差別したりす

る人がいない世の中になったらいい

なと思います。

偏見のない世の中へ

松本　夢亜
（西部中３年）

特選作品の紹介　愚　人権作文 特選作品の紹介　愚　人権作文
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　私は、お父さんとお母さんの大事

な宝物。

「大事な物はたくさんあるけど、一

番はあなたたち姉妹よ。」

と、お母さんに言われて、ちょっと

はずかしいけど、すごく嬉しかった。

私が生まれたときの話を聞くと、祖

父祖母親せき、みんな病院にやって

きて、大喜びだったと教えてもらっ

た。私は、みんなの宝物だと思った。

私の命は私だけのものではない。家

族、親せき、友だち･･･みんなの宝物

だと思う。

　しかし、最近、テレビ等で自殺を

する人が増えたという話を聞く。自

殺は、とても悲しいことだと思う。

大事な命を自分からなくすことは、

絶対にしてはいけないことだと思う。

私は、「死ぬ」ということがすごく

こわい。考えただけでなみだがでそ

うになる。

　でも、自殺をしなければならない

ほどきつい毎日を過ごしたのだろう

と思う。自殺の原因はいろいろある

だろうがその中の一つに「いじめ」

がある。悪口を言われたり、ひどい

ことをされたり･･･。

　している方は、ちょっとした気持

ちだろうが、された方は、つらくて

悲しくて、どうしようもない気持ち

でいっぱいだと思う。だれかに少し

でも相談していたら、自殺はなかっ

たのかもしれない。もう一度がん

ばってみようとか、しばらく学校を

休んで気持ちを落ち着けようとか考

えていれば命を絶つことはなかった

のではないだろうか。

　私の言った一言で、相手を傷つけ

たことはなかっただろうか。わざと

言ったことはないけど、私が気づか

ないうちに傷つけたとしたら･･･、そ

の人が自殺したとしたら･･･考えただ

けでなみだがでてくる。その人も、

その人の家族も悲しみの毎日を過ご

すことになる。いじわるをした側も、

それを見て見ぬふりをしていた人も、

ずっと悲しみを引きずっていくこと

になるだろう。

　そうならないためには、どうした

らいいのだろう。それは、相手の立

場になって考えることだと思う。自

分が言われていやなことは言わない。

自分がされていやなことはしない。

これは、小さい頃から言われてきた

言葉だ。簡単なようで、なかなかで

きないことだ。そして、もし、いじ

められて、悲しい思いをしたときは、

だれかに相談することだと思う。

「こんなことされて、今、とてもつ

らい。悲しい。どうしたらいい

の。」

とだれかに言葉で伝える事だと思う。

気持ちを伝える事で、少しすっきり

して、自分に味方がいると思うだけ

で強い気持ちになれるはずだ。

　みんなが人のことをおもいやるこ

とができたら、みんな笑顔になって、

悲しい思いをする人が一人もいない

生活。そんな世の中にしていかなく

てはならない。

　わたしたちの命は、みんな大事な

宝物なのだから。

みんな大事な宝物

野中　美羽
（鹿島小５年）

　世界には、百九十三ヵ国もの国が

あります。日本も百九十三ヵ国の中

の一つの国です。世界に何ヵ国もあ

るので伝えられてきた文化も服そう

などもまったくちがいます。それに、

肌の色もちがいます。その肌の色だ

けで差別する人もいます。「あなた

は、ぼくとちがう。」「あなたは、

わたしとちがう。」そうやって、差

別は起こります。

　肌の色がちがっても、同じ人間で

す。ちがう国であっても、ちがうと

ころがあっても、ぼくと同じように、

野球に夢中になっている人が世界中

にどれほどいることでしょう。肌の

色はちがっても、エラーしたことを

くやんだり、ヒットを打ったことを

喜んだりすることは同じだと思いま

す。ちがうところがあってもみんな

分かち合えることがあると思います。

相手を理解しようと興味をもつとそ

の国の文化などわかると思います。

世界百九十三ヵ国もの国があるので、

肌の色や文化がちがうのは当たり前

です。他の国の文化や人々を大切に

しないと、戦争が起こってしまいま

す。

　差別の対象は、障がいを持ってい

る人にもおよびます。一昨年、障が

い者施設で、働いていた人が、たく

さんの障がいをもった人を殺害した

事件は、四年生のぼくには、とても

おそろしいものでした。ぼくたちは、

みんな同じではありません。出来る

事も、出来ない事もそれぞれちがい

ます。障がいをもっている事は、そ

の人の個性だと考えれば差別はでき

ないと思います。

　ぼくは、図書室で「車いすのマ

ティアス」という本を借りて読みま

した。当時六才のマティアスは、電

動車いすに乗っていました。そのマ

ティアスは脳性まひの障がいとたた

かっていました。運動障がいの他に

も耳も不自由なこともわかりました。

それでも、マティアスは、とても性

格が明るくどんなことにも興味を示

しました。これは、マティアスの周

りにいる人の気持ちを軽くし、勇気

づけることになったそうです。いろ

んな事にチャレンジするマティアス

を、ぼくは、見習っていきたいと思

います。そして、マティアスのよう

に周りの人を助けられる人になりた

いと思います。マティアスは、ぼく

のように野球はできません。でも、

ぼくがマティアスをお手本にするこ

とはたくさんあります。この本から

ぼくは、ちがいがあるからこそ、そ

の人と助け合うことができることを

学びました。

　ぼくの周りには、たくさんのちが

いを持った人たちがいます。できる

事もできない事もちがいます。相手

を理解して、お互いが助け合うこと

で、楽しい生活になります。いじめ

は、差別する心から生まれます。ぼ

くはいじめられている人がいたら、

いじめを止められる人になりたいと

思います。

　これから、世界中の人たちがちが

いを理解して助け合って、差別のな

い平和な世界になってほしいとぼく

は思っています。

人はちがいがあるから助け合える

石橋　愛都
（七浦小６年）

　世の中にはいろんな種類の差別が

あります。その中でも児童虐待の

ニュースを最近多く見かけます。そ

れもまだ幼い子供が両親からの虐待

を受けて亡くなったという、心が痛

むニュースです。児童虐待のニュー

スを見る度、この世界に生まれ、一

番にその誕生を喜び、大切に守って

くれるはずの両親が虐待というひど

いことをするのか私には理解できま

せん。児童虐待でよく聞くのは、暴

力を振るってけがをさせたりするも

のや、食事を食べさせなかったり、

保育園などの人とふれあう施設に連

れていかなかったりするなど育児を

放棄することです。

　しかし、どんなことがあっても自

分たちが授かった子なら一番大事に

育てるのが親のすることだし、責任

だと思います。それなのにすべての

人が生まれながらに持っている人権

が実の両親によって奪われているの

です。

　そこで、なぜ児童虐待などといっ

た事件が起こっているのかその原因

は何なのか調べてみたところ大きく

三つありました。まず一つ目は、親

の要因です。その中には、子育てが

うまくいかないなどの不安によるス

トレスからくる育児不安や親自身が

虐待された経験、病気や障がいをか

かえるための養育力の低下、精神的

に不安な状態で虐待が起こっている

と考えられ次に二つ目は、子供の要

因です。その中には、発達の遅れを

持っている子供にストレスを感じ、

そこから虐待が起こっていると考え

られます。そして、三つ目は、家族

を取り巻く要因というものです。そ

の中には、育児に関して相談できる

人がいない、夫婦げんかが絶えない

など不安な夫婦関係、経済的不安、

地域からの孤立で虐待が起こってい

ると考えられます。親の要因の中に

ある親自身が虐待された経験につい

ては大きな疑問を持ちました。なぜ

自分自身が過去に虐待を受け虐待と

いう怖さや辛さを自分が一番分かっ

ているはずなのにそれを繰り返して

しまうのか私なら自分が愛されな

かった分、自分の子は愛してあげた

いと思います。でも、逆に自分が親

から虐待を受け愛されたことがない

から愛し方が分からず結局自分の親

からされたことを自分の子供にもし

てしまうんだと知りました。表面上

だけ見たら親だけが悪いのかもしれ

ないけど、そういった環境を作った

人も悪いのだと思います。愛し方が

分からず児童虐待が起こり自分の子

供にまで辛い思いをさせることは自

分自身も辛いと思います。幼い頃に

受けた虐待は記憶として一生残るも

のだと思います。そのようなことに

ならないためにも自分なりの愛し方

を探して自分の子供にはたくさんの

愛をあげて欲しいと思います。

　児童虐待という行為をそして言葉

がこの世の中から消えてなくなる日

を願うのなら一人ひとりは人として

たった一つの命を大事に、そして周

りの人のことも考えて生きていくこ

とが大切だと思います。そして、ま

ずは、自分の命の大切さを知り、命

とはどんなものかを考えることがで

きれば、子供たちを守れるのではな

いかと思います。

児童虐待問題について

植松　紗来
（東部中３年）

　「目が見えない人って何も出来な

いから周りが大変だよね。」

どこで誰が言っていたのか全く覚え

ていないこの言葉が私の頭の中に

ずっと残っています。私も出来な

いって何で決め付けるのか。周りが

大変かは周りが決めることじゃない

のか。私はこの言葉に怒りを覚える

ほどショックを受けました。

　私の祖父母は目が見えません。光

を少し感じることができるぐらいで、

私の母である娘の姿はもちろん、私

の顔も見たことがありません。しか

し、本当は見えているんじゃないか

と思うくらいに祖父母はなんでも自

分たちで当たり前にこなします。料

理はもちろん、洗濯や掃除など家事

はお手のもの。二人ではり灸院を経

営していて、私が疲れたり痛いとこ

ろがあるといつもマッサージなどを

してくれますし、祖父は四十二・一

九五キロメートルのフルマラソンを

走るマラソン選手です。毎朝五時に

起きて近所のグラウンドで練習して

いるとてもストイックで努力家なん

です。祖母は本当に多彩で、料理、

ピアノ、歌などたくさんのことをす

べて頑張れる器用な人なんです。歌

に関しては、生徒を持つ先生でもあ

りカラオケに祖母の歌が入っている

ほど、とても上手で私から見たらど

の歌手よりも祖母の歌が一番です。

　私は、祖父母といるといつも笑っ

ています。とても楽しいと素直に思

います。祖父母には周りを笑顔にさ

せられる大きな力があります。私も

その力が欲しいなとたまに羨ましく

なります。目が見えないから、とそ

の人を決めつけることこそが差別に

あたると思います。

　実際、こんな体験をしたことがあ

ります。祖父母と姉と旅行に行った

時、周りからの視線を感じました。

物珍しそうに見てくるサラリーマン

こそこそ何か言っている若い男の人

達。その視線は祖父母に向けられて

いるのだと理解できました。普通は

嫌な気分になるのかもしれません。

しかし私は、何故か誇らしかったで

す。このおじいちゃんがフルマラソ

ン完走するんだよ。このおばあちゃ

んの歌がカラオケで歌えるんだよ。

見た目で決めつけるあなた達よりす

ごい人なんだよ、と。

　普通のことだけが幸せだとは限ら

ない。と私は胸を張って言いたいで

す。そのことを教えてくれた祖父母

には本当に感謝しています。ずっと

私の尊敬する人です。そして、人を

見た目で判断したり、差別したりす

る人がいない世の中になったらいい

なと思います。

偏見のない世の中へ

松本　夢亜
（西部中３年）
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　私は、七月十二日のある新聞記事

の項目が目にとまりました。それは、

障がい児の登校を認めないものでし

た。記事を読んで最初に思ったこと

は「どうして障がい者が」という疑

問でした。そこで私は、なぜ健康者

だけが通えて障がい者は登校を拒否

されるのか父に尋ねてみました。す

ると父は、

「学校側の施設が障がい者に対して

対応できているかどうかだと思うよ。

例えば、車イスの場合バリアフリー

になっているか、校舎にエレベー

ターが設置してあるかどうかで、知

的障がいである場合は、健康者と障

がい者では、教科を一緒に教えても

個別に教えても理解差が生まれてし

まうからだね。」

と教えてくれました。その説明を聞

き納得する部分もある反面、学校側

のことを考えると設置をしたりする

には費用などに問題がでてしまうの

ではないかなど考える私もいました。

私は、中学校三年生の授業で盲目の

身体障がいの体験をしたことがあり

ます。目をつぶり、友達の声だけを

頼りとして教室から玄関まで移動す

るという体験でした。声だけで視界

に何も映らないと物にぶつかったり、

階段で転びそうになったりしました。

でもそれは当然だと思います。この

体験を一度も物にぶつからずにでき

た人はいないと思います。ほとんど

の人が、この体験を通して恐怖を感

じたと述べていました。この体験は

室内で行われましたが、これが屋外

になると恐怖の大きさはどうなるで

しょうか。きっと倍増することで

しょう。車、たくさんの人々。私

だったらきっと身動き一つもとれな

いと思います。その恐怖は、盲目で

なくても同じだと思います。しかし、

私達が感じた恐怖より障がい者が普

段感じている恐怖の方がはるかに大

きいでしょう。

　私は、これまで障がい者の立場と

して考えてきましたが、障がい者の

子供がいる両親はどう思うのか親の

立場の考えを知りたくて、もし私が

障がい者だったらどうするのか両親

に尋ねてみました。すると両親は、

「将来社会に出るためには一般学校

に通わせたい気持ちもあるけど、学

校側が障がい者を受け入れても障が

い者に対するいじめが生じたり、障

がいに関する先生方の知識も必要に

なる問題点や地域の理解も大切に

なってくるからね。会話をした内容

以外でも、たくさんの問題があるこ

とも重要だよ。」

と話してくれました。通わせたいけ

ど悩んでしまうことは親にとって子

供を一番に考えてくるからこそ生ま

れてくる種だと思いました。

　両親が話したように現在でもまだ

障がいに対する問題が多いため、私

たちは理解や協力を深め、世の中を

障がい者がより住みやすくすること

が大きな課題だと思いました。中学

生である私の考えはまだ浅い部分も

あるだろうけど、私は私なりに『人

権』について学んでいこうと思いま

す。そのために、まず私は協力し助

け合い行動していこうと思います。

私なりに障がい者について考えたこと

坂本　麗奈
（西部中３年）

おはようは　たのしくすごす　だいいっぽ

吉田　彩乃　（鹿島小１年）

できること　わたしにあれば　てつだうよ

土井　星来　（明倫小２年）

さしだした　きみのその手　あたたかい

川﨑　想愛　（明倫小２年）

もうやめて　いやな言葉は　ゴミ箱へ

山口　釉愛　（鹿島小４年）

教室に　一歩入って　笑顔の輪

中野　心優　（明倫小５年）

考えよう　相手の立場に　立ってみて

光冨　倖之介　（古枝小６年）

高め合う　君がいるから　頑張れる

松本　心佑　（東部中１年）

捨ててみて　人を比べる　物さしは

熊谷　碧　（西部中１年）

それぞれの　ちがいを認め　理解する

森田　裕也　（西部中３年）

怯人権標語

怯人権ポスター

コメント　世界中の人がみんななかよく手をつ

　　　　　ないでいる絵をかきました。

タ
イ
ト
ル

　み
ん
な
な
か
よ
し

作

　
　者

　中
村

　隼
　（
七
浦
小
４
年
）

タ
イ
ト
ル

　み
ん
な
仲
良
し

作

　
　者

　鳥
里

　千
花

　（
北
鹿
島
小
５
年
）

コメント　はだの色、かみの色、まずしいなど

　　　　　で差別を受けている人が一人でも減

　　　　　るように全国の人が手をつないだ絵

　　　　　をかきました。各国の国旗が服にか

　　　　　いてあります。

タ
イ
ト
ル

　差
別
は
や
め
よ
う

作

　
　者

　大
町

　玲
奈

　（
七
浦
小
６
年
）

コメント　差別は絶対にしてはいけないと思った

　　　　　からです。

タ
イ
ト
ル

　自
分
ら
し
く
生
き
る
こ
と

作

　
　者

　蕪
竹

　穂
香

　（
東
部
中
１
年
）

コメント　ポスターにレタリングしたのは初めて

　　　　　で難しかったです。水彩とポスターカ

　　　　　ラーで使い分けをしました。

タ
イ
ト
ル

　救
い
の
手

作

　
　者

　小
森

　恵
佳

　（
東
部
中
２
年
）

コメント　苦しんでいる人を、苦しんでいるよう

　　　　　にみせるために絵の具の塗り方を工夫

　　　　　しました。

タ
イ
ト
ル

　い
じ
め
や
め
て

作

　
　者

　松
尾

　花
恋

　（
東
部
中
２
年
）

コメント　このポスターで、悪口を言う人が一人

　　　　　でも少なくなるように、赤で「もうや

　　　　　めて！」と書きました。一人一人が考

　　　　　えて言葉を発してほしい。

特選作品の紹介　愚　人権作文・人権標語 特選作品の紹介　愚　人権ポスター

興第38回全国中学生人権作文コンテスト佐賀県大会の受賞者を紹介します興
　武雄人権擁護委員協議会長賞　　大隈　智也（西部中３年）　　安富　春奈（東部中３年）
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情報掲示板ワイド情報掲示板ワイド

　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。

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　平成２５年９月１日より動物愛護管理法が改正され、ペットの『終生飼養』について明示されました。

　終生飼養・・・動物がその命を終えるまで適切に飼養すること

お
知
ら
せ

ペットを飼おうとしている人へ
怯その生き物の習性や本能を理解していますか

　本当に自分たちで世話ができるのかを考えましょう。

怯生涯飼い続けることができますか

　種類に応じた適切な飼い方をする準備や覚悟が必要です。

怯経済的な負担は大丈夫ですか

　犬や猫の寿命は１０年～１５年ほどです。

怯責任を持って世話することができますか

　ペットも生き物です。毎日食事し病気にもなります。

怯周囲に迷惑がかからないよう配慮できますか

　散歩や餌やり、寝床の清掃等やるべきことはたくさんあります。

　犬はきちんとしつけをしなければ他人を攻撃し

たり吠え続けたりします。逃げ出したペットが人

に危害を加えるかもしれません。猫を放し飼いす

れば他人の所有物を傷つけたり、他人の家に糞を

したりすることもあります。

　どうしても飼うことができなくなったら、必ず

新しい飼い主を探してください。

栢都道府県等では、犬猫の終生飼養の原則
　に反するため、引取りは行っていません。

～ペットは責任をもって飼いましょう～

ペットの終生飼養について

お
知
ら
せ

鹿島市議会議員選挙　立候補予定者説明会

　選挙管理委員会　緯０９５４（６３）３４１８詳しくは

怯鹿島市議会議員立候補予定者説明会

　市議会議員選挙の立候補予定者に対する説明会を

開催します。立候補を予定されている人は、必ず出

席してください。

と　　き　２月 12 日（火）13時 30 分～

と　こ　ろ　市役所５階大会議室

そ　の　他　出席は立候補予定者を含む２人以内

怯統一地方選挙日程（予定）

　この選挙は、私たちの意見を県政または市政に反

映させるための大切な選挙です。

　投票には忘れずに出かけましょう。

胸佐賀県議会議員選挙

　告　示　日　　　　３月 29 日（金）

　投開票日　　　　４月７日（日）

　期日前投票期間　３月 30 日（土）～４月６日（土）

胸鹿島市議会議員選挙

　告　示　日　　　　４月 14 日（日）

　投開票日　　　　４月 21 日（日）

　期日前投票期間　４月 15 日（月）～ 20日（土）

　定住促進住宅市営古枝住宅に入居希望する人を募集します。詳細はお問い合わせください。

募

　集
市営古枝住宅の入居希望者を募集します

所　在　地　古枝甲９５６－２、古枝甲９５６－１７

住宅概要　焔５階建エレベーター無し、間取りは全て３ＤＫ

　　　　　焔駐車場あり　焔敷金は家賃の２カ月分

　　　　　焔家賃 28,000 円～ 33,000 円（棟・階数により変動）

　　　　　※市外からの転入者に対する優遇措置あり

対　象　者　平成31年４月～９月までに入居を希望する人

　都市建設課住宅係　緯０９５４（６３）３４１５詳しくは

申込書配布　２月１日（金）～　※土・日を除く

　都市建設課で『入居申し込みのご案内』を

配布します。また、市ホームページからもダ

ウンロードできます。

募集戸数　未定（空き部屋の状況による）

受付期間　２月 12 日（火）～ 20日（水）

抽　選　会　２月 25 日（月）

※抽選結果により順次空き部屋を案内します

　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

　家庭から出るごみを業務として収集運搬・処分するためには、市の委託や

許可（一般廃棄物処理業許可）が必要です。

　テレビ・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機・冷蔵庫・冷凍機の処分は、家電

リサイクル法に基づき販売店または協力店に依頼してください。この場合、

『リサイクル料金』と『収集運搬料金』が必要です。

お
知
ら
せ

無許可の回収業者にご注意を！

興無許可の業者を利用するとトラブルに巻き込まれるケースがあります！

　煙無料と言いながら、後で高額な料金を請求される

　煙回収された廃家電や粗大ごみが不法投棄される

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

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
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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。

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　平成２５年９月１日より動物愛護管理法が改正され、ペットの『終生飼養』について明示されました。

　終生飼養・・・動物がその命を終えるまで適切に飼養すること

お
知
ら
せ

ペットを飼おうとしている人へ
怯その生き物の習性や本能を理解していますか

　本当に自分たちで世話ができるのかを考えましょう。

怯生涯飼い続けることができますか

　種類に応じた適切な飼い方をする準備や覚悟が必要です。

怯経済的な負担は大丈夫ですか

　犬や猫の寿命は１０年～１５年ほどです。

怯責任を持って世話することができますか

　ペットも生き物です。毎日食事し病気にもなります。

怯周囲に迷惑がかからないよう配慮できますか

　散歩や餌やり、寝床の清掃等やるべきことはたくさんあります。

　犬はきちんとしつけをしなければ他人を攻撃し

たり吠え続けたりします。逃げ出したペットが人

に危害を加えるかもしれません。猫を放し飼いす

れば他人の所有物を傷つけたり、他人の家に糞を

したりすることもあります。

　どうしても飼うことができなくなったら、必ず

新しい飼い主を探してください。

栢都道府県等では、犬猫の終生飼養の原則
　に反するため、引取りは行っていません。

～ペットは責任をもって飼いましょう～

ペットの終生飼養について

お
知
ら
せ

鹿島市議会議員選挙　立候補予定者説明会

　選挙管理委員会　緯０９５４（６３）３４１８詳しくは

怯鹿島市議会議員立候補予定者説明会

　市議会議員選挙の立候補予定者に対する説明会を

開催します。立候補を予定されている人は、必ず出

席してください。

と　　き　２月 12 日（火）13時 30 分～

と　こ　ろ　市役所５階大会議室

そ　の　他　出席は立候補予定者を含む２人以内

怯統一地方選挙日程（予定）

　この選挙は、私たちの意見を県政または市政に反

映させるための大切な選挙です。

　投票には忘れずに出かけましょう。

胸佐賀県議会議員選挙

　告　示　日　　　　３月 29 日（金）

　投開票日　　　　４月７日（日）

　期日前投票期間　３月 30 日（土）～４月６日（土）

胸鹿島市議会議員選挙

　告　示　日　　　　４月 14 日（日）

　投開票日　　　　４月 21 日（日）

　期日前投票期間　４月 15 日（月）～ 20日（土）

　定住促進住宅市営古枝住宅に入居希望する人を募集します。詳細はお問い合わせください。

募

　集
市営古枝住宅の入居希望者を募集します

所　在　地　古枝甲９５６－２、古枝甲９５６－１７

住宅概要　焔５階建エレベーター無し、間取りは全て３ＤＫ

　　　　　焔駐車場あり　焔敷金は家賃の２カ月分

　　　　　焔家賃 28,000 円～ 33,000 円（棟・階数により変動）

　　　　　※市外からの転入者に対する優遇措置あり

対　象　者　平成31年４月～９月までに入居を希望する人

　都市建設課住宅係　緯０９５４（６３）３４１５詳しくは

申込書配布　２月１日（金）～　※土・日を除く

　都市建設課で『入居申し込みのご案内』を

配布します。また、市ホームページからもダ

ウンロードできます。

募集戸数　未定（空き部屋の状況による）

受付期間　２月 12 日（火）～ 20日（水）

抽　選　会　２月 25 日（月）

※抽選結果により順次空き部屋を案内します

　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

　家庭から出るごみを業務として収集運搬・処分するためには、市の委託や

許可（一般廃棄物処理業許可）が必要です。

　テレビ・エアコン・洗濯機・衣類乾燥機・冷蔵庫・冷凍機の処分は、家電

リサイクル法に基づき販売店または協力店に依頼してください。この場合、

『リサイクル料金』と『収集運搬料金』が必要です。

お
知
ら
せ

無許可の回収業者にご注意を！

興無許可の業者を利用するとトラブルに巻き込まれるケースがあります！

　煙無料と言いながら、後で高額な料金を請求される

　煙回収された廃家電や粗大ごみが不法投棄される

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

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
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募

　集
鹿島市民図書館職員を募集します

　　　　　　　　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２７００番地１

　　　　　　　　鹿島市民立生涯学習・文化振興財団事務局　緯０９５４（６３）２１３８

応募・問合せ先

選考方法　一次試験（作文）・二次試験（面接）　　募集期限　２月 14 日（木）　※郵送必着

詳しくは『エイブルの木２月号』、エイブル・市民図書館ホームページをご覧ください。

応募方法　市販の履歴書（Ａ４版）に必要事項を記入して、提出してください。

勤務内容 勤務時間・形態 応募資格募集人員

３年間
（平成 31 年４月１日～）

※人事評価による更新あり

正規職員

１人

司書業務、各種事業の企
画・運営、広報、総務、
施設維持管理業務など

土・日・祝日を含む交替勤務
早出　８時 30分～ 17 時 30 分
遅出　10 時 30 分～ 19 時 30 分
（月20日程度、週40時間程度）

・司書資格を有する人、ま
　たは文化・教育的施設等
　に勤務経験のある人
・パソコンを実務レベルで
　使用できる人
・普通自動車運転免許
　（AＴ限定可）を有する人

雇用期間

　総務課職員係　緯０９５４（６３）２１１３詳しくは

　平成３１年度に市役所で緊急の場合、正規職員に欠員が生じた場合等に任用する臨時的任用、または事務補助等

を行う日日雇用の登録を受け付けます。必要がある際は、登録した人の中から選考を行います。

お
知
ら
せ

臨時的任用職員・日日雇用職員の登録を受け付けます

職　　種　一般事務、保健師、看護師、土木など

対　象　者　年齢や居住地は問いません。

登録開始日　２月１日（金）

応募方法　市役所３階総務課や市のホームページで配

　　　　　布する専用の『登録申請書』に必要事項を

　　　　　記入して、総務課に提出してください。

※雇用条件等は市のホームページに掲載しています

応募方法　福祉課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、当日消印有効）

恭募集期間　２月１日（金）～ 20 日（水）（土・日曜日および祝日を除く）

恭試　験　日　３月６日（水）市民交流プラザかたらい　※面接による選考を行います

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

　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３－１

　鹿島市役所　福祉課　障がい福祉係（市役所１階）　緯０９５４（６３）２１１９

募

　集
すこやか教室指導員を募集します

すこやか教室での療
育訓練や保育等

毅月～金曜日の日勤
毅週４日程度の日勤
※ともに９時～16時

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～）

保育士、看護師、養護
教諭のいずれかの資格
を有する人

日日雇用職員 若干名

※すこやか教室は、心身（言語面、身体面、精神面）の成長や発達の遅れに心配のある就学前の子どもを対象にした療育の場です。

　市と市環境衛生推進協議会では、毎年３月に森

林環境の保全と水産物豊かな有明海再生を目的に、

河川の上流部に広葉樹を植栽する『海の森　植樹

祭』を開催しています。

　今年は瀬戸市有林内（奥山）に、モミジやケヤ

キなど約１,２００本の広葉樹を植樹します。

　終了後は、『さがの樹』の苗木無料配布なども

行う予定です。ご家族やご友人などお誘い合わせ

のうえ、ぜひご参加ください。

お
知
ら
せ

海の森　植樹祭にご参加ください！

と　　き　３月９日（土）９時～ 11 時 30 分（予定）

集　　合　市役所前　９時

持　参　品　軍手、前うち（平鍬）　※お持ちの人

申込締切　２月 27 日（水）

そ　の　他　荒天候時は３月16日（土）に順延、態度決定

　　　　　は前日夕方に行い連絡します。

　　　　　また、弁当、飲み物はこちらで準備します。
　　　　　　　　農林水産課農山漁村係

緯０９５４（６３）３４１３　姉０９５４（６３）２３１３

申込・問合せ先

　国民健康保険と後期高齢者医療広域連合では、現在服用している薬をジェネリック医薬品（後発医薬品）に切り

替えた場合に、薬代の自己負担額をどのくらい軽減できるか試算した差額通知ハガキを『ジェネリック医薬品に関

するお知らせ』として、１月末に郵送しています。

　佐賀県後期高齢者医療広域連合業務課企画・保健係　緯０９５２（６４）８４７６

　市保険健康課国保係　　　　　　　　　　　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

怯通知の対象となる人

　該当月に処方された先発医薬品をジェネリック医薬

品に切り替えた場合に、１カ月あたりの自己負担額の

軽減が一定額以上見込まれる人が対象となります。

（必ずしも全員に届くわけではありません）

怯通知の記載内容

胸薬代にかかった金額のみ表示しています。

　実際の窓口での支払いには、技術料・管理料など、

　別費用が含まれていることがあります。

胸ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる

　可能性があることをお伝えするもので、切り替えを

　強制するものではありません。

怯通知書に関するお問い合わせ専用窓口

『国民健康保険中央会コールセンター』を設けていま

す。通知書裏面にコールセンターのフリーダイヤルが

記載されていますので、ご利用ください。

ジェネリック医薬品とは？
　ジェネリック医薬品は、最初に作られた薬（先発
医薬品）の特許が切れた後に販売される医薬品です。
先発医薬品と同等の有効成分・効能・効果をもつ医
薬品ですが、まったく同一というわけではありませ
ん。ジェネリック医薬品を希望する場合は、まずは、
かかりつけの医師・薬剤師へご相談ください。

お
知
ら
せ

ジェネリック医薬品に関するお知らせ
～国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者の皆さんへ～
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募

　集
鹿島市民図書館職員を募集します

　　　　　　　　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２７００番地１

　　　　　　　　鹿島市民立生涯学習・文化振興財団事務局　緯０９５４（６３）２１３８

応募・問合せ先

選考方法　一次試験（作文）・二次試験（面接）　　募集期限　２月 14 日（木）　※郵送必着

詳しくは『エイブルの木２月号』、エイブル・市民図書館ホームページをご覧ください。

応募方法　市販の履歴書（Ａ４版）に必要事項を記入して、提出してください。

勤務内容 勤務時間・形態 応募資格募集人員

３年間
（平成 31 年４月１日～）

※人事評価による更新あり

正規職員

１人

司書業務、各種事業の企
画・運営、広報、総務、
施設維持管理業務など

土・日・祝日を含む交替勤務
早出　８時 30分～ 17 時 30 分
遅出　10 時 30 分～ 19 時 30 分
（月20日程度、週40時間程度）

・司書資格を有する人、ま
　たは文化・教育的施設等
　に勤務経験のある人
・パソコンを実務レベルで
　使用できる人
・普通自動車運転免許
　（AＴ限定可）を有する人

雇用期間

　総務課職員係　緯０９５４（６３）２１１３詳しくは

　平成３１年度に市役所で緊急の場合、正規職員に欠員が生じた場合等に任用する臨時的任用、または事務補助等

を行う日日雇用の登録を受け付けます。必要がある際は、登録した人の中から選考を行います。

お
知
ら
せ

臨時的任用職員・日日雇用職員の登録を受け付けます

職　　種　一般事務、保健師、看護師、土木など

対　象　者　年齢や居住地は問いません。

登録開始日　２月１日（金）

応募方法　市役所３階総務課や市のホームページで配

　　　　　布する専用の『登録申請書』に必要事項を

　　　　　記入して、総務課に提出してください。

※雇用条件等は市のホームページに掲載しています

応募方法　福祉課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、当日消印有効）

恭募集期間　２月１日（金）～ 20 日（水）（土・日曜日および祝日を除く）

恭試　験　日　３月６日（水）市民交流プラザかたらい　※面接による選考を行います

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

　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３－１

　鹿島市役所　福祉課　障がい福祉係（市役所１階）　緯０９５４（６３）２１１９

募

　集
すこやか教室指導員を募集します

すこやか教室での療
育訓練や保育等

毅月～金曜日の日勤
毅週４日程度の日勤
※ともに９時～16時

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～）

保育士、看護師、養護
教諭のいずれかの資格
を有する人

日日雇用職員 若干名

※すこやか教室は、心身（言語面、身体面、精神面）の成長や発達の遅れに心配のある就学前の子どもを対象にした療育の場です。

　市と市環境衛生推進協議会では、毎年３月に森

林環境の保全と水産物豊かな有明海再生を目的に、

河川の上流部に広葉樹を植栽する『海の森　植樹

祭』を開催しています。

　今年は瀬戸市有林内（奥山）に、モミジやケヤ

キなど約１,２００本の広葉樹を植樹します。

　終了後は、『さがの樹』の苗木無料配布なども

行う予定です。ご家族やご友人などお誘い合わせ

のうえ、ぜひご参加ください。

お
知
ら
せ

海の森　植樹祭にご参加ください！

と　　き　３月９日（土）９時～ 11 時 30 分（予定）

集　　合　市役所前　９時

持　参　品　軍手、前うち（平鍬）　※お持ちの人

申込締切　２月 27 日（水）

そ　の　他　荒天候時は３月16日（土）に順延、態度決定

　　　　　は前日夕方に行い連絡します。

　　　　　また、弁当、飲み物はこちらで準備します。
　　　　　　　　農林水産課農山漁村係

緯０９５４（６３）３４１３　姉０９５４（６３）２３１３

申込・問合せ先

　国民健康保険と後期高齢者医療広域連合では、現在服用している薬をジェネリック医薬品（後発医薬品）に切り

替えた場合に、薬代の自己負担額をどのくらい軽減できるか試算した差額通知ハガキを『ジェネリック医薬品に関

するお知らせ』として、１月末に郵送しています。

　佐賀県後期高齢者医療広域連合業務課企画・保健係　緯０９５２（６４）８４７６

　市保険健康課国保係　　　　　　　　　　　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

怯通知の対象となる人

　該当月に処方された先発医薬品をジェネリック医薬

品に切り替えた場合に、１カ月あたりの自己負担額の

軽減が一定額以上見込まれる人が対象となります。

（必ずしも全員に届くわけではありません）

怯通知の記載内容

胸薬代にかかった金額のみ表示しています。

　実際の窓口での支払いには、技術料・管理料など、

　別費用が含まれていることがあります。

胸ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる

　可能性があることをお伝えするもので、切り替えを

　強制するものではありません。

怯通知書に関するお問い合わせ専用窓口

『国民健康保険中央会コールセンター』を設けていま

す。通知書裏面にコールセンターのフリーダイヤルが

記載されていますので、ご利用ください。

ジェネリック医薬品とは？
　ジェネリック医薬品は、最初に作られた薬（先発
医薬品）の特許が切れた後に販売される医薬品です。
先発医薬品と同等の有効成分・効能・効果をもつ医
薬品ですが、まったく同一というわけではありませ
ん。ジェネリック医薬品を希望する場合は、まずは、
かかりつけの医師・薬剤師へご相談ください。

お
知
ら
せ

ジェネリック医薬品に関するお知らせ
～国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者の皆さんへ～
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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
町立太良病院　　　緯０９５４（６７）００１６
田中医院　　　　　緯０９５４（４３）２１１１
村山小児科　　　　緯０９５４（６３）１１５８
太田医院　　　　　緯０９５４（４３）１１４８

12日
5日

19日
26日

太良町
嬉野市
鹿島市
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

日 在宅当番医 当番薬局
中村医院　緯（６３）９２３４3 日（日） 西牟田薬局
納富病院　緯（６３）１１１７10 日（日） アルナ薬局鹿島店
犬塚病院　緯（６３）２５３８11 日（祝） アルバ薬局
西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０17 日（日） 前山薬局
森田医院　緯（６３）３９５６24 日（日） おおぞら薬局

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 6・13・20・27 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 21 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 12 月生まれ

赤ちゃん相談 20 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） 5 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 26 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 6 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 28 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 2 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10月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成29年7月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成27年7月生まれ）

27 日（水）

28 日（木）

14 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２月

February

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16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

2 日（土）
3 日（日）
9 日（土）

10 日（日）
11 日（祝）
16 日（土）
17 日（日）
23 日（土）
24 日（日）

兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
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

平成３０年１２月３１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

29,351

13,874

3,485

3,011

2,802

3,393

2,786

13,838

15,513

10,784

5,438

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

40 人 13 世帯

15 人 2 世帯

1,165 世帯 2 世帯

1,019 世帯

1,207 世帯

1,017 世帯

938 世帯

20 人

7 人

17 人

7 人

12 人

28 人

2 世帯

7 世帯

－ 3 世帯

1 世帯

－

－ －

－

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 日（日）

3 日（日）、5・12・19・26 日（火）、
11 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）

陸上競技場・社会体育館

産業活性化施設
（海道しるべ）

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

2・9・16・23 日（土）、11 日（祝）、
3・10・17・24 日（日）

市役所
保健センター

4・18・25 日（月）、
12 日（火）、28 日（木）

市民図書館

4・18・25 日（月）、12 日（火）

4・18・25 日（月）、12 日（火）

－

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

怯ひろばの集い

14 日（木）

　『親子でふれあって

　　　　　　　　楽しもう day♪』

25 日（月）

　『ひなまつりを

　　　　　　　　祝おう 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

栢予約・利用料不要

※詳しくは facebook をご覧ください

5・12・19・26 日（火）

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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（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
町立太良病院　　　緯０９５４（６７）００１６
田中医院　　　　　緯０９５４（４３）２１１１
村山小児科　　　　緯０９５４（６３）１１５８
太田医院　　　　　緯０９５４（４３）１１４８

12日
5日

19日
26日

太良町
嬉野市
鹿島市
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

日 在宅当番医 当番薬局
中村医院　緯（６３）９２３４3 日（日） 西牟田薬局
納富病院　緯（６３）１１１７10 日（日） アルナ薬局鹿島店
犬塚病院　緯（６３）２５３８11 日（祝） アルバ薬局
西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０17 日（日） 前山薬局
森田医院　緯（６３）３９５６24 日（日） おおぞら薬局

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 6・13・20・27 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 21 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 12 月生まれ

赤ちゃん相談 20 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） 5 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 26 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 6 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 28 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 2 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10月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成29年7月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成27年7月生まれ）

27 日（水）

28 日（木）

14 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）
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24 日（日）
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（海道しるべ）

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

2・9・16・23 日（土）、11 日（祝）、
3・10・17・24 日（日）

市役所
保健センター

4・18・25 日（月）、
12 日（火）、28 日（木）

市民図書館

4・18・25 日（月）、12 日（火）

4・18・25 日（月）、12 日（火）

－

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

怯ひろばの集い

14 日（木）

　『親子でふれあって

　　　　　　　　楽しもう day♪』

25 日（月）

　『ひなまつりを

　　　　　　　　祝おう 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

栢予約・利用料不要

※詳しくは facebook をご覧ください

5・12・19・26 日（火）

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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は　い
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は　い

いいえ

は　い

いいえ

は　い

いいえ

市県民税申告は不要です。
税務署から確定申告書の
写しが市へ提出されます。

いいえ

いいえ

は　い

いいえ

は　い

は　い

いいえ

は　い

いいえ

平成 31 年１月１日現在居住の市（区町
村）で市県民税申告等をしてください。

いいえ

は　い

は　い

いいえ

鹿島市に申告書（写）を提出してくださ
い。　※申告可能

市県民税申告は原則不要ですが、所得
証明等を申請される場合は、申告が必
要です。

は　い
市県民税申告が必要です。
国民健康保険税・後期高齢者医療保険
料の軽減が受けられる場合があります
ので、必ず申告してください。

市県民税申告が必要です。

確定申告が必要です。

いいえ

は　い

いいえ

市県民税申告は原則不要ですが、扶養
控除や医療費控除等を受ける場合は申
告が必要です。
※所得税の精算をする場合は確定申告
　が必要です。

市県民税申告が必要です。
※内容によっては確定申告が必要です。

確定申告が必要です。

市県民税申告が必要です。
※内容によっては確定申告が必要です。

市県民税申告は原則不要ですが、年末
調整がされていない場合や医療費控除
等を受ける場合は申告が必要です。
※内容によっては確定申告が必要にな
　ります。

市県民税申告が必要です。
※内容によっては確定申告が必要です。

は　い

いいえいいえ

は　い

かんたん！申告チェック

恭申告しないと…
　申告が必要な人が申告をしていないと、所得税では

延滞税や加算税などが課せられます。それ以外でも、

国民健康保険税の軽減措置を受けられなかったり、児

童手当・保育所入所・公営住宅入居・事業資金の融資

などに必要な所得証明書などが発行できなかったりし

ますので、ご注意ください。

恭あなたは申告する必要がありますか？
　自分が申告する必要があるかどうか分からない人は、

下図の『かんたん！申告チェック』でご確認ください。

　不明な点は市役所税務課にお問い合わせください。

国税庁ホームページの『確定申告書等作成コーナー』
でも確定申告書が作成できます。ご利用ください。
　　　　ＵＲＬ　http://www.nta.go.jp

平成31年１月１日現在、
鹿島市内に居住していま
したか？

平成30年中に収入があ
りましたか？

所得税の確定申告書
（還付申告を含む）を提出
しますか？

給与収入がありますか？

次のいずれかに当てはま
る場合
①給与収入が2千万円を
　超えていますか？
②主たる給与（年末調整
　済）以外の給与収入が
　20万円を超えていま
　すか？
③３カ所以上から給与を
　受けていますか？

給与収入のみですか？

勤務先事業所は給与支払
報告書を市役所へ提出し
ていますか？
※提出の有無は勤務先へ
　ご確認ください

平成31年１月１日現在、
鹿島市内に別荘・事業所
を所有していましたか？

鹿島市内に居住する親族
の扶養控除の対象になっ
ていますか？

国民健康保険・後期高齢
者医療保険の加入者です
か？

年金収入がありますか？

営業・他事業・不動産・
農業・保険満期・一時・
土地等の譲渡・雑(個人
年金)等の所得を合算し
たら所得税が増額または
減額されますか？

年金収入のみですか？

『公的年金等の源泉徴収票』が
２枚以上あるか、所得税が源泉
徴収されていますか？

年金・営業・他事業・不
動産・農業・保険満期・
一時・土地等の譲渡・雑
（個人年金）等の所得が
20 万円以下ですか？

　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

告の受け付けを行います。次のページの『かんたん！申告チェック』を参考に、申告が必要な人は受付期間内に

申告をお願いします。

潤所得税・市県民税・国民健康保険税・後期高齢者医療保険料にかかわる重要な申告です。

潤本人の申告により決定されますので、必ずご自身で集計・記載しましょう！

潤市県民税申告書とお知らせを世帯に１部ずつ送付しています。追加で必要な場合は、税務課
　または地区公民館に用意しています。詳しくは『申告のお知らせ』をご覧ください。

怯鹿島市申告相談日程　※受付時間は全会場９時～16時（受付番号札は８時30分に設置します）

市内全域　※還付申告または年金のみの申告者
混雑が予想されます（２時間以上かかる場合もあります）

２月18（月）～20日（水）

江福・飯田・龍宿浦・嘉瀬浦・音成２月 25日（月）

市役所５階
大会議室

大木庭・東三河内・西三河内・南川・筒口・大殿分・
川内・山浦・白鳥尾・山浦開拓・番在開拓

２月 21日（木）
午後からは
能古見全域伏原・下浅浦・中浅浦・上浅浦・中川内・早ノ瀬・

大野・広平・貝瀬・土穴・本城・中木庭
２月 22日（金）

のごみふれあい
楽習館

大宮田尾・母ヶ浦・西塩屋・小宮道・東塩屋・西葉２月 26日（火）
午後からは
七浦全域

七浦公民館

新方・庄金・南舟津・中町・浜新町・湯ノ峰・野畠・北舟津・八宿２月 27日（水） 浜公民館

大村方・鮒越・中尾・上古枝・下古枝・奥山・久保山・竹ノ木庭・
平仁田開拓・七開・矢答

２月 28日（木） 古枝公民館

本町・乙丸・中村・森・古城３月１日（金）

土井丸・井手・三部・新籠・常広・組方３月４日（月）
午後からは
北鹿島全域

北鹿島公民館

高津原３月５日（火）

西牟田３月６日（水） 午後からは
市内全域

※対象日に来ら
　れなかった人

城内・大手・東町・新町・中牟田・横田３月７日（木）

若殿分・末光・馬渡・執行分３月８日（金）

納富分・井手分・行成３月 11日（月）

小舟津・犬王袋・世間・重ノ木３月 12日（火）

市内全域　混雑が予想されます（２時間以上かかる場合もあります）３月13（水）～15日（金）

市役所５階
大会議室

対　象　地　区　・　対　象　者受　付　日 会　場

怯申告に必要なものは？　申告内容に合わせてご準備ください。

①申告書・印鑑
②マイナンバーカードまたは通知カード
（通知カードの場合は運転免許証等の本人確認書類）
③事業所得計算に関する書類閣収支内訳書・帳簿・領収書等
④源泉徴収票、支払調書、家賃・地代、配当など収入金額が
　分かるもの
⑤社会保険料の領収書または証明書

⑥生命保険料・地震保険料の領収書または証明書
⑦医療費控除の明細書
⑧雑損・寄附金などの控除がある人は、その領収書
　または証明書
⑨所得税の還付を受ける人は、自分名義の預金通帳
⑩障害者の人は、戦傷・障害者手帳または福祉事務
　所長の認定通知書

確定申告・市県民税申告のお知らせ

申告は正しくお早めに！ ３月15日まで

　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

武雄税務署申告相談日程　市の申告相談よりも待ち時間が短く、早く受付ができます。

～武雄税務署からのお知らせ～

煙確定申告（青色・白色）
　営業・農業等の収支内訳書作成、住宅借入金特別控除、医療費控除等の各種控除、

　株式・土地譲渡等の分離所得申告、還付申告等の申告が必要な人

煙消費税申告（一般・簡易）

対　象　者 会　場

市役所５階
大会議室

受　付　日

２月 27 日（水）
２月 28 日（木）

平成３０年分の申告期限と納期限

潤所得税および復興特別所得税・贈与税　３月 15 日（金）

潤個人事業者の消費税および地方消費税　４月１日（月）
　武雄税務署　緯０９５４（２３）２１２７詳しくは

税務署等の閉庁日対応【佐賀税務署】

煙２月 24 日（日）　煙３月３日（日）
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みんなのあんしん介護保険このごみどの袋・人権の輪

介護保険料は大切な財源です
　　　期限内に納めましょう
介護保険料は大切な財源です
　　　期限内に納めましょう

　介護保険の財源は、介護保険料と公費で半分ずつ負担しており、

社会全体で制度を支えるしくみになっています。

　介護が必要になったときに安心して介護保険サービスが受けら

れるように、必ず期限内に納めましょう。

　介護保険の財源は、介護保険料と公費で半分ずつ負担しており、

社会全体で制度を支えるしくみになっています。

　介護が必要になったときに安心して介護保険サービスが受けら

れるように、必ず期限内に納めましょう。

　１９７１年の２月２日にラムサール条約が採択されたことを記念して、ラム

サール条約事務局は毎年２月２日を『世界湿地の日』として定めています。今

年の世界湿地の日のテーマは『湿地と気候変動』です。湿地は気候変動に備え

て対応し、その被害から回復するのに役立ちます。

　市ではこの時期、市内の小学生を対象に、ラムサール条約登録湿地である肥

前鹿島干潟で野鳥観察会を行っています。観察会ではズグロカモメ、クロツラ

ヘラサギ、ツクシガモなどの絶滅危惧種を多く観察することができ、子どもた

ちにとって鹿島の自然の豊かさを再認識する貴重な機会となっています。

　環境下水道課ラムサール条約推進室

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

世界湿地の日　World Wetlands Day世界湿地の日　World Wetlands Day ２月２日は
世界湿地の日です

No.146

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

『もえない・その他』の袋に入れるもの『もえない・その他』の袋に入れるもの

※ガラス・刃物・割れ物など危険なも

　のは、紙などに包み『キケン』など

　の表示をお願いします。

煙茶碗・皿などの陶器類　煙小型の家電製品類

煙鍋・やかん等の鉄製類　煙ガラス類

煙使い切っても汚れが落ちないビン（ごま油のビンなど）

もえないもの（袋に入る大きさのもの）

　　　　　　　　は『もえない・その他』へ

もえないもの（袋に入る大きさのもの）

　　　　　　　　は『もえない・その他』へ

　市では、７種類の袋と１種類の粗大ごみステッカーの計８種類でごみの分別に

取り組んでいます。今回は『もえない・その他』の袋について説明します。

これは“もえるごみ”へ

　少しの金具がついた靴（安全靴含む）やバッグ、

プラスチック製品（容器、風呂桶、おもちゃなど）

などは『もえるごみ』へお願いします。

　佐賀県後期高齢者医療広域連合から『後期高齢者医療に係る医療費のお知らせ』（９～１２月診療分）を発送し

ます。このお知らせは、確定申告で医療費控除の明細書として使用することができます。

　発　送　日　２月 22 日（金）

興医療費控除の明細書に関するお知らせ興

※領収書に基づいて『医療費控除の明細書』を作成した場合や、ご自身で額を訂正した場合は、
　確定申告期限から５年間、医療費領収書を保存する必要があります。

況医療費のお知らせに関すること

　佐賀県後期高齢者医療広域連合

　業務課企画・保健係

　緯０９５２（６４）８４７６

況申告に関すること

　武雄税務署

　緯０９５４（２３）２１２７

明細書についての留意点
　医療機関等から請求書が遅れているなどの理由で医療費が記載されていな

い場合は、別途領収書に基づいて『医療費控除の明細書』を作成し、申告書

に添付する必要があります。また、『患者負担額』の欄には、自己負担相当

額が記載されています。支払った医療費の額と実際に負担した額が異なる場

合は、ご自身で額を訂正して申告する必要があります。

　杵藤地区介護保険事務所業務係　緯０９５４（６９）８２２３

　市保険健康課長寿社会係　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

※特別な事情がなく介護保険料を納めないでいると、高額介護サービス費が受けられなくなったり、利用負担の割合が引き

　上げられるなどの措置がとられますので、保険料は必ず期限内に納めましょう。

クロツラヘラサギクロツラヘラサギ

災害等による減免
　愚震災、風水害、火災などの被害により住宅、家財、またはその他の財産について著しく損害を受けたとき

　愚死亡や長期間の入院、心身に重大な障害を受けるなどして収入が著しく減少したとき

　愚事業または業務の休廃止、著しい損失、失業、干ばつ、冷害、凍霜害等による農水産物の不作、不漁、

　　その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき

低所得者減免　※生活保護受給者は対象になりません

　愚保険料段階が１～３段階に該当する人で、下記①～③のすべてに当てはまる場合に適用されます

　　①収入が次のいずれかに該当する

　　（Ａ）保険料段階が１段階で、本人の収入額が４２万円（他の世帯員１人につき１８万円ずつ加算）以下

　　（Ｂ）保険料段階が２・３段階で、本人の収入額が８４万円（他の世帯員１人につき３６万円ずつ加算）以下

　　②住民税課税者に扶養されておらず、生計を共にしていない

　　③資産等を活用しても、なお生活が困窮している状態にある

第１号被保険者（６５歳以上の人）の介護保険料の減免制度があります第１号被保険者（６５歳以上の人）の介護保険料の減免制度があります
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TopicsTopics まちの話題

善行紹介

１２月１５日、旭九州株式会社

様からご寄附をいただきました。

また、当日は、旭九州株式会社

様の創立１０周年記念式典が行

われました。

ご寄附は、地域貢献の活動に役

立ててほしいという趣旨に沿っ

て、新市民会館の建設に活用さ

せていただきます。また、工場

がある地元の川内地区に対して

もご寄附をされています。

ｉｎａｈｏ株式会社が鹿島市に進出します

　１月１７日、神奈川県鎌倉市を拠点に、

野菜の収穫ロボットサービスや農業生産プ

ラットフォームの提供、ＡＩ（人工知能）

を活用した事業開発などを手掛けるinaho

株式会社の菱木豊代表取締役が出席され、

進出協定締結式が行われました。

　これまでにアスパラガスやキュウリなど

を自動で収穫するロボットを開発されてお

り、新拠点となる鹿島オフィス（西牟田）

では、自動野菜収穫ロボットのさらなる開発スピードアップと収穫代行サービス

の提供を開始されます。締結式当日には鹿島オフィスのオープニングセレモニー

も開催され、若年層を中心に新たな雇用の創出や地域産業の振興に寄与するもの

として、大いに期待しています。

い　な　ほ

受賞者紹介

１２月２１日、東町区長の掛園

治司さんに、自治会等地縁によ

る団体功労者総務大臣表彰が贈

られ、市役所で表彰の伝達式を

行いました。

この表彰は、区などの地域の代

表を永く務め、地域社会の維

持・形成に顕著な功績がある人

に対して贈られる賞で、鹿島市

では掛園さんが初めての受賞と

なりました。

総務大臣表彰
掛園　治司さん

鹿島もようキャンペーンの入賞作品が決定しました！

　商工観光課観光振興係
　緯０９５４（６３）３４１２

詳しくは

投稿者　北　さん

『秋芽海苔摘み』『秋芽海苔摘み』

グランプリ作品グランプリ作品
　市の祭、イベント、名勝、特産品などの写真や動画を投稿する『鹿島もよ

うキャンペーン』に、１５８作品にのぼる多数の応募をいただきありがとう

ございました。その中から入賞作品（１３作品）を決定いたしました。

　なお、全ての入賞作品は市のホームページの『鹿島もよう』サイトおよび

公式インスタグラム内に掲載しています。

投稿者　yutaka　さん

『かしま伝承芸能フェスティバル』『かしま伝承芸能フェスティバル』

投稿者　Koji　さん

『鹿島を見守る』『鹿島を見守る』

栢観光客などの皆さんのフィル

　ターを通して見た鹿島市の新

　たな魅力を感じてください。

投稿者　biwa　さん

『職人技』『職人技』

準グランプリ作品
（３作品）

準グランプリ作品
（３作品）

３００年以上続く冬の風物詩　ふな市

　１月１９日早朝、浜町酒蔵通りを会場に

恒例の『ふな市』が開催されました。

　会場では、活きのいい鮒の販売や『ふな

んこぐい』の試食などさまざまなイベント

が催され、二十日正月用に鮒を買い求める

家族連れや珍しいふな市の様子を写真に収

める人など、市内外からのたくさんの人で

にぎわいました。

スタンフォード大学の学生が鹿島市を訪れました

　１２月２１日、アメリカのスタ

ンフォード大学の学生と教員３３

人が、少子高齢化社会における地

方創生の動きや、日本の伝統的な

酒蔵が抱える後継者問題などを学

ぶために訪問されました。

　学生たちは、祐徳稲荷神社や肥

前浜宿の酒蔵通りなどを視察し、

酒蔵関係者や市と意見交換を行い

ました。

新入生のための交通安全フェスタｉｎ鹿島

　１月２３日、新入生のための交通安全

フェスタが開催されました。

　このイベントは、４月から小学校に入学

予定の市内園児に、交通安全について関心

を持ってもらうことを目的に行われている

もので、たくさんの園児たちが演劇や体験

を通して交通ルールを学びました。

　横断歩道の渡り方を体験した園児た

ちは「むずかしくなかった。小学生に

なってもちゃんと手を上げて歩きま

す。」と話していました。

善行紹介

１月２１日、佐賀西信用組合様

からご寄附をいただきました。

この寄附は、佐賀西信用組合様

が昨年から地域貢献につながる

取り組みとして企画されたもの

で、今回２回目になります。

市では寄附を活

用して新生児へ

鹿島市産のヒノ

キ を 使 用 し た

フォトフレームを贈呈していま

す。フォトフレームには「ヒノ

キのようにたくましく、美しく、

健やかに育ってほしい」という

願いが込められています。
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TopicsTopics まちの話題

善行紹介

１２月１５日、旭九州株式会社

様からご寄附をいただきました。

また、当日は、旭九州株式会社

様の創立１０周年記念式典が行

われました。

ご寄附は、地域貢献の活動に役

立ててほしいという趣旨に沿っ

て、新市民会館の建設に活用さ

せていただきます。また、工場

がある地元の川内地区に対して

もご寄附をされています。

ｉｎａｈｏ株式会社が鹿島市に進出します

　１月１７日、神奈川県鎌倉市を拠点に、

野菜の収穫ロボットサービスや農業生産プ

ラットフォームの提供、ＡＩ（人工知能）

を活用した事業開発などを手掛けるinaho

株式会社の菱木豊代表取締役が出席され、

進出協定締結式が行われました。

　これまでにアスパラガスやキュウリなど

を自動で収穫するロボットを開発されてお

り、新拠点となる鹿島オフィス（西牟田）

では、自動野菜収穫ロボットのさらなる開発スピードアップと収穫代行サービス

の提供を開始されます。締結式当日には鹿島オフィスのオープニングセレモニー

も開催され、若年層を中心に新たな雇用の創出や地域産業の振興に寄与するもの

として、大いに期待しています。

い　な　ほ

受賞者紹介

１２月２１日、東町区長の掛園

治司さんに、自治会等地縁によ

る団体功労者総務大臣表彰が贈

られ、市役所で表彰の伝達式を

行いました。

この表彰は、区などの地域の代

表を永く務め、地域社会の維

持・形成に顕著な功績がある人

に対して贈られる賞で、鹿島市

では掛園さんが初めての受賞と

なりました。

総務大臣表彰
掛園　治司さん

鹿島もようキャンペーンの入賞作品が決定しました！

　商工観光課観光振興係
　緯０９５４（６３）３４１２

詳しくは

投稿者　北　さん

『秋芽海苔摘み』『秋芽海苔摘み』

グランプリ作品グランプリ作品
　市の祭、イベント、名勝、特産品などの写真や動画を投稿する『鹿島もよ

うキャンペーン』に、１５８作品にのぼる多数の応募をいただきありがとう

ございました。その中から入賞作品（１３作品）を決定いたしました。

　なお、全ての入賞作品は市のホームページの『鹿島もよう』サイトおよび

公式インスタグラム内に掲載しています。

投稿者　yutaka　さん

『かしま伝承芸能フェスティバル』『かしま伝承芸能フェスティバル』

投稿者　Koji　さん

『鹿島を見守る』『鹿島を見守る』

栢観光客などの皆さんのフィル

　ターを通して見た鹿島市の新

　たな魅力を感じてください。

投稿者　biwa　さん

『職人技』『職人技』

準グランプリ作品
（３作品）

準グランプリ作品
（３作品）

３００年以上続く冬の風物詩　ふな市

　１月１９日早朝、浜町酒蔵通りを会場に

恒例の『ふな市』が開催されました。

　会場では、活きのいい鮒の販売や『ふな

んこぐい』の試食などさまざまなイベント

が催され、二十日正月用に鮒を買い求める

家族連れや珍しいふな市の様子を写真に収

める人など、市内外からのたくさんの人で

にぎわいました。

スタンフォード大学の学生が鹿島市を訪れました

　１２月２１日、アメリカのスタ

ンフォード大学の学生と教員３３

人が、少子高齢化社会における地

方創生の動きや、日本の伝統的な

酒蔵が抱える後継者問題などを学

ぶために訪問されました。

　学生たちは、祐徳稲荷神社や肥

前浜宿の酒蔵通りなどを視察し、

酒蔵関係者や市と意見交換を行い

ました。

新入生のための交通安全フェスタｉｎ鹿島

　１月２３日、新入生のための交通安全

フェスタが開催されました。

　このイベントは、４月から小学校に入学

予定の市内園児に、交通安全について関心

を持ってもらうことを目的に行われている

もので、たくさんの園児たちが演劇や体験

を通して交通ルールを学びました。

　横断歩道の渡り方を体験した園児た

ちは「むずかしくなかった。小学生に

なってもちゃんと手を上げて歩きま

す。」と話していました。

善行紹介

１月２１日、佐賀西信用組合様

からご寄附をいただきました。

この寄附は、佐賀西信用組合様

が昨年から地域貢献につながる

取り組みとして企画されたもの

で、今回２回目になります。

市では寄附を活

用して新生児へ

鹿島市産のヒノ

キ を 使 用 し た

フォトフレームを贈呈していま

す。フォトフレームには「ヒノ

キのようにたくましく、美しく、

健やかに育ってほしい」という

願いが込められています。
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こんなときこのひとこと、学校だより エイブルからのお知らせなど

四Filipino Words四
（フィリピンの言葉）

　　　　スノグ　　　　　　　　　　　　　　ニティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナヨンガビ

Sunog：火　　　Ngiti：笑顔　　　Ngayong Gabi：今夜

今月のキーフレーズ
“where there’s smoke there’s fire”
この表現は、「火の無い所に煙は立たぬ」という意味で使われます。

No.158

スティーブン先生

Jasmine:

Ariel:
Jasmine:

Hey Ariel! I think Eric has a crush on 
you!
Really? How do you know?
He talks about you all the time and 
has a big smile whenever he sees you.  
Where there’s smoke there’s fire.

（ジャスミン）

（アリエル）

（ジャスミン）

こんにちはアリエル！エリックはあな

たに恋してると思うわ。

本当？どうしてわかったの？

彼いつもあなたのこと話してるし、あ

なたを見るときいつもすごく笑ってる

わ。火の無い所に煙は立たないわね。

Brock:

Joy:

Have you heard the rumor? I heard 
that Ash is going to propose to Misty 
tonight!
I saw him at the jewelry store earlier 
this week! Where there’s smoke 
there’s fire.

（ブロック）

（ジョイ）

うわさ聞いた？今夜、アシュがミス

ティーにプロポーズするらしいよ。

今週のはじめに僕、ジュエリーショッ

プで彼を見かけたよ。火の無い所に煙

は立たないね。

学 校 だ よ り

明倫小学校

No.261

明倫まつり

　１１月１１日（日）、『第２８回明倫

まつり』が開催されました。明倫まつ

りは、開校当初から開催されている地

域に根ざした行事です。子どもはもち

ろん、保護者、そして地域の皆さん一

人ひとりが主役となり、学校・家庭・

地域がひとつになる明倫まつりをめざ

しています。２８回目を迎えた今年度も、

地域の皆さんや卒業生など、たくさん

の人に足を運んでいただき、多彩なプ

ログラムで盛り上がりました。

【明倫小の子どもたちから】
１年生から６年生まで、各学年がこれまで学
習してきた『音読劇』『合唱』『学習発表』などを、
体育館のステージや教室で披露しました。

【地域から】
誕生院保育園の和太鼓や執行分・行成の子ど
も浮立、お話会による読み聞かせ劇が体育館
で披露されました。

【保護者等から】
明倫小ＰＴＡ（保護者）の皆さんによる『Ｐ
ＴＡバザー』『ＰＴＡ出店』やクラブ活動や
委員会活動の成果発表として『茶席コーナー』
『食育コーナー』が設けられました。

　子どもたちの発表の中には、鹿島を

題材とした３年生と５年生の学習成果

発表がありました。自分たちが住んで

いる『鹿島』のよさについて体験的に

学んだことを堂々と発表してくれまし

た。

　６年生は、『肥前さが幕末維新博覧会』

見学で学んだことを「たくさんの人に

伝えたい！」という思いから劇として

発表しました。劇にするにあたり、本

やインターネットを利用して佐賀七賢

人のことを詳しく調べて、すばらしい

発表にしてくれました。

　今年も子どもたちの発表に加え、地

域や保護者の方々の発表や出店、バザー

など、学校・地域・家庭が協力し合っ

てつくりあげた明倫まつりとなりまし

た。この場をかりて、『明倫まつり』に

ご協力、ご参加してくださったすべて

の方にお礼を申し上げます。本当にあ

りがとうございました。そして、また、

来年の『明倫まつり』にも足を運んで

いただければ幸いです。

寓佐賀七賢人を熱演する６年生

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 図書館からのお知らせ

恭付録プレゼントクイズ

　クイズを解いて、プレゼントをゲット！正解者

の中から抽選で雑誌の付録をプレゼントします。

と　　き　２月１日（金）～ 20 日（水）

と　こ　ろ　図書館内（ヤングコーナー）

当選者発表　３月２日（土）～ 27 日（水）

※当選された人は発表期間内に図書館でお受け取りください。

恭『冬の特大おはなし会』においでよ！（参加無料・申込不要）

　寒い冬はみんなで楽しいおはなしを聞こう！マジックやオリジナ

ルぼうしを作る、工作もあるよ！

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（保健センター内）

持　参　品　のり、はさみ

市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

　日展に連続入選をされている松尾洋一

さんの書を展示しています。

前期展示　２月 16 日（土）まで

後期展示　２月 19 日（火）～３月 28 日（木）

四ギャラリートークを開催します四

　と　き　2 月 23 日（土）10 時～

　ところ　エイブル２階交流プラザ

　演　題　『書の理想を求めて』

　講　師　松尾洋一さん

　（佐賀北高等学校書道科教諭、鹿島書の会講師）

～書の理想を求めて～

松尾洋一展

ありがとう鹿島市民会館さよならコンサート（仮称）

　鹿島市民会館は昭和４１年

（１９６６年）に竣工し、老

朽化が進んでいることから今

年３月末で閉館し、建て替え

を予定しています。

　そこで、現在の市民会館へ

の感謝をこめて、多くの市民

の皆さんの参加を募り、閉館

記念コンサートを開催するこ

とになりました。詳細は後日

お知らせします。

床の間
コーナー

～お詫びと訂正～
　１月号で「書作品は初の展示」としてい

ましたが、平成１７年度の林蘭山先生に続

き、２回目となります。

　お詫びして訂正いたします。

20 人

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
調理実習室

20 人
２月 16 日（土）
10 時～ 12 時

公開講座
寒い季節に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～

福田　雅子さん
会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

エイブル２階
調理実習室

20 人
九州電力㈱武雄営業所
ホームアドバイザー

エイブル２階
音楽スタジオ

会員限定無料講座
作って食べて楽しくお味噌を学ぼう

公開講座
骨格スタイル分析セミナー
～理論を知るとおしゃれになれる～

番場　准子さん

２月 21 日（木）
10 時～ 13 時

３月３日（日）
10 時 30 分～ 12 時

無　料

主催：鹿島市、ありがとう鹿島市民会館さよならコンサート（仮称）実行委員会

入場無料と　　き　３月 31 日（日）　　と　こ　ろ　市民会館大ホール

第１０回えいぶる事業　２月９日（土）エイブルホールで開催予定の

『旅成金ｉｎ鹿島　柳亭小痴楽　瀧川鯉八　神田松之丞　３人会』
 は、チケット完売しました。当日券販売はありません。

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
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こんなときこのひとこと、学校だより エイブルからのお知らせなど

四Filipino Words四
（フィリピンの言葉）

　　　　スノグ　　　　　　　　　　　　　　ニティ　　　　　　　　　　　　　　　　　　ナヨンガビ

Sunog：火　　　Ngiti：笑顔　　　Ngayong Gabi：今夜

今月のキーフレーズ
“where there’s smoke there’s fire”
この表現は、「火の無い所に煙は立たぬ」という意味で使われます。

No.158

スティーブン先生

Jasmine:

Ariel:
Jasmine:

Hey Ariel! I think Eric has a crush on 
you!
Really? How do you know?
He talks about you all the time and 
has a big smile whenever he sees you.  
Where there’s smoke there’s fire.

（ジャスミン）

（アリエル）

（ジャスミン）

こんにちはアリエル！エリックはあな

たに恋してると思うわ。

本当？どうしてわかったの？

彼いつもあなたのこと話してるし、あ

なたを見るときいつもすごく笑ってる

わ。火の無い所に煙は立たないわね。

Brock:

Joy:

Have you heard the rumor? I heard 
that Ash is going to propose to Misty 
tonight!
I saw him at the jewelry store earlier 
this week! Where there’s smoke 
there’s fire.

（ブロック）

（ジョイ）

うわさ聞いた？今夜、アシュがミス

ティーにプロポーズするらしいよ。

今週のはじめに僕、ジュエリーショッ

プで彼を見かけたよ。火の無い所に煙

は立たないね。

学 校 だ よ り

明倫小学校

No.261

明倫まつり

　１１月１１日（日）、『第２８回明倫

まつり』が開催されました。明倫まつ

りは、開校当初から開催されている地

域に根ざした行事です。子どもはもち

ろん、保護者、そして地域の皆さん一

人ひとりが主役となり、学校・家庭・

地域がひとつになる明倫まつりをめざ

しています。２８回目を迎えた今年度も、

地域の皆さんや卒業生など、たくさん

の人に足を運んでいただき、多彩なプ

ログラムで盛り上がりました。

【明倫小の子どもたちから】
１年生から６年生まで、各学年がこれまで学
習してきた『音読劇』『合唱』『学習発表』などを、
体育館のステージや教室で披露しました。

【地域から】
誕生院保育園の和太鼓や執行分・行成の子ど
も浮立、お話会による読み聞かせ劇が体育館
で披露されました。

【保護者等から】
明倫小ＰＴＡ（保護者）の皆さんによる『Ｐ
ＴＡバザー』『ＰＴＡ出店』やクラブ活動や
委員会活動の成果発表として『茶席コーナー』
『食育コーナー』が設けられました。

　子どもたちの発表の中には、鹿島を

題材とした３年生と５年生の学習成果

発表がありました。自分たちが住んで

いる『鹿島』のよさについて体験的に

学んだことを堂々と発表してくれまし

た。

　６年生は、『肥前さが幕末維新博覧会』

見学で学んだことを「たくさんの人に

伝えたい！」という思いから劇として

発表しました。劇にするにあたり、本

やインターネットを利用して佐賀七賢

人のことを詳しく調べて、すばらしい

発表にしてくれました。

　今年も子どもたちの発表に加え、地

域や保護者の方々の発表や出店、バザー

など、学校・地域・家庭が協力し合っ

てつくりあげた明倫まつりとなりまし

た。この場をかりて、『明倫まつり』に

ご協力、ご参加してくださったすべて

の方にお礼を申し上げます。本当にあ

りがとうございました。そして、また、

来年の『明倫まつり』にも足を運んで

いただければ幸いです。

寓佐賀七賢人を熱演する６年生

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 図書館からのお知らせ

恭付録プレゼントクイズ

　クイズを解いて、プレゼントをゲット！正解者

の中から抽選で雑誌の付録をプレゼントします。

と　　き　２月１日（金）～ 20 日（水）

と　こ　ろ　図書館内（ヤングコーナー）

当選者発表　３月２日（土）～ 27 日（水）

※当選された人は発表期間内に図書館でお受け取りください。

恭『冬の特大おはなし会』においでよ！（参加無料・申込不要）

　寒い冬はみんなで楽しいおはなしを聞こう！マジックやオリジナ

ルぼうしを作る、工作もあるよ！

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（保健センター内）

持　参　品　のり、はさみ

市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

　日展に連続入選をされている松尾洋一

さんの書を展示しています。

前期展示　２月 16 日（土）まで

後期展示　２月 19 日（火）～３月 28 日（木）

四ギャラリートークを開催します四

　と　き　2 月 23 日（土）10 時～

　ところ　エイブル２階交流プラザ

　演　題　『書の理想を求めて』

　講　師　松尾洋一さん

　（佐賀北高等学校書道科教諭、鹿島書の会講師）

～書の理想を求めて～

松尾洋一展

ありがとう鹿島市民会館さよならコンサート（仮称）

　鹿島市民会館は昭和４１年

（１９６６年）に竣工し、老

朽化が進んでいることから今

年３月末で閉館し、建て替え

を予定しています。

　そこで、現在の市民会館へ

の感謝をこめて、多くの市民

の皆さんの参加を募り、閉館

記念コンサートを開催するこ

とになりました。詳細は後日

お知らせします。

床の間
コーナー

～お詫びと訂正～
　１月号で「書作品は初の展示」としてい

ましたが、平成１７年度の林蘭山先生に続

き、２回目となります。

　お詫びして訂正いたします。

20 人

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
調理実習室

20 人
２月 16 日（土）
10 時～ 12 時

公開講座
寒い季節に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～

福田　雅子さん
会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

エイブル２階
調理実習室

20 人
九州電力㈱武雄営業所
ホームアドバイザー

エイブル２階
音楽スタジオ

会員限定無料講座
作って食べて楽しくお味噌を学ぼう

公開講座
骨格スタイル分析セミナー
～理論を知るとおしゃれになれる～

番場　准子さん

２月 21 日（木）
10 時～ 13 時

３月３日（日）
10 時 30 分～ 12 時

無　料

主催：鹿島市、ありがとう鹿島市民会館さよならコンサート（仮称）実行委員会

入場無料と　　き　３月 31 日（日）　　と　こ　ろ　市民会館大ホール

第１０回えいぶる事業　２月９日（土）エイブルホールで開催予定の

『旅成金ｉｎ鹿島　柳亭小痴楽　瀧川鯉八　神田松之丞　３人会』
 は、チケット完売しました。当日券販売はありません。

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円



２６ ２７Ｈ31（2019）.2.1　広報かしま 広報かしま　Ｈ31（2019）.2.1

　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　レディースデー検診は、スタッフが全員女性で対応

します。今年度最後の検診になりますので、ぜひ受診

してください。

　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　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）

対　象　者　子宮頸がん検診：20 歳以上の女性

　　　　　乳がん検診：40 歳以上で昨年度未受診の女性

　　　　　※乳がん検診は先着55人で締め切ります

料　　金　子宮頸がん検診：700 円

　　　　　乳がん検診：40 歳代 1,200 円、50 歳以上 700 円

　　　　　※市民税非課税世帯・生活保護世帯・

　　　　　　後期高齢者医療制度被保険者は無料

子宮がん・乳がん
　レディースデー検診

　受診を希望する人はお申し込みください。

と　　き　３月２日（土）～３日（日）

　　　　　８時 30 分～ 10時 30 分

と　こ　ろ　佐賀県健康づくり財団（佐賀市）

対　象　者　次のいずれにも該当する人

　煙県内在住の人

　煙 40 歳以上の女性（平成 31年３月 31 日現在）

　煙過去に乳がん検診を受けていない人

　煙前回の受診から３年以上経過している人

定　　員　先着 100 人（２日間合わせて）

料　　金　無料（自己負担はありません）

申込期間　２月 18 日（月）～ 22日（金）

　　　　　８時 30 分～ 17時

乳がん検診（マンモグラフィ）

佐賀県健康づくり財団健診部

緯０９５２（３７）３３３５

申込・問合せ先

　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。市内在住であればどなたで

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　２月 19 日（火）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　２月 12 日（火）

食改さんの料理教室

がん患者・家族つどいの会

　がん患者・家族つどいの会を開催します。

と　　き　３月 11 日（月）13時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀県健康づくり財団１階（佐賀市）

内　　容　簡単クッキー調理実習、親睦・交流会

対　　象　がん患者とその家族（先着 30 人）

参　加　費　300円／人　※お茶菓子付き

持　参　品　エプロン、三角巾

申込期限　３月８日（金）

佐賀県がん総合支援センター

緯０１２０（２４６）３８８

（月～金９時 30分～ 13時、14 時～ 16 時 30 分）

申込・問合せ先

　四種混合予防接種とは、百日咳、ジフテリア、破

傷風、ポリオを予防するためのワクチンです。接種

回数が多いので、忘れないように注意しましょう。

対　象　者　３か月～７歳６か月未満

接種回数　４回　※第１期初回（３回）接種後、

　　　　　　　　　１年あけて追加（１回）を接種

四種混合予防接種

　風しんの免疫を持たない妊娠初期（妊娠２０週頃まで）の女性が風しんにかかると、生まれてくる赤ちゃん

が『先天性風しん症候群』（耳が聞こえにくくなる、生まれつき心臓に障害がある、目が見えにくくなるな

ど）になる可能性があります。

　県では、先天性風しん症候群の発生を予防し、県内の女性が将来も安心して妊娠・出産できるように、妊娠

を希望している人などが、県内の医療機関で受ける風しんの抗体検査・予防接種の費用を全額助成しています。

抗体検査・予防接種とも１人１回のみです。助成を希望する人は、抗体検査・予防接種を受ける前に、県内の

保健福祉事務所の窓口で受付が必要です。

　助成対象　平成 31 年１月８日（火）～３月 31 日（日）までの間に受けた抗体検査および予防接種の費用

　※対象者・申請方法・書類などの詳細については、県のホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。

怯問合せ　杵藤保健福祉事務所　　　　　　　緯０９５４（２２）２１０４

　　　　　佐賀県健康増進課感染症対策担当　緯０９５２（２５）７０７５

県では風しんの抗体検査・予防接種費用を全額助成しています県では風しんの抗体検査・予防接種費用を全額助成しています

地域包括支援センターからのお知らせ

恭ロコモ予防運動教室開催中

と　　き　毎週金曜日

　　　　　10 時～ 11時 30 分

と　こ　ろ　市民体育館

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（テーマ：認知症予防の食事）

　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　３月 19 日（火）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　２月 15 日（金）

　地域包括支援センター

　緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは

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“ハーバリウム”を作ります。

　と　　き　２月 20 日（水）

　　　　　　13 時 30 分～ 15 時

　と　こ　ろ　エイブル２階和室

　参　加　費　無料

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

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

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

　　　　れる可能性があるといわれています。（先天性風しん症候群）

麻しん・風しん混合予防接種を受けましょう

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。

対　象　者　第１期：１歳～２歳未満（１歳児）
　　　　　第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 30 日（土）まで

料　　金　無料（接種期間を過ぎた場合は全額自己負担）

持　参　品　母子健康手帳、予診票
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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

　レディースデー検診は、スタッフが全員女性で対応

します。今年度最後の検診になりますので、ぜひ受診

してください。

　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　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）

対　象　者　子宮頸がん検診：20 歳以上の女性

　　　　　乳がん検診：40 歳以上で昨年度未受診の女性

　　　　　※乳がん検診は先着55人で締め切ります

料　　金　子宮頸がん検診：700 円

　　　　　乳がん検診：40 歳代 1,200 円、50 歳以上 700 円

　　　　　※市民税非課税世帯・生活保護世帯・

　　　　　　後期高齢者医療制度被保険者は無料

子宮がん・乳がん
　レディースデー検診

　受診を希望する人はお申し込みください。

と　　き　３月２日（土）～３日（日）

　　　　　８時 30 分～ 10時 30 分

と　こ　ろ　佐賀県健康づくり財団（佐賀市）

対　象　者　次のいずれにも該当する人

　煙県内在住の人

　煙 40 歳以上の女性（平成 31年３月 31 日現在）

　煙過去に乳がん検診を受けていない人

　煙前回の受診から３年以上経過している人

定　　員　先着 100 人（２日間合わせて）

料　　金　無料（自己負担はありません）

申込期間　２月 18 日（月）～ 22日（金）

　　　　　８時 30 分～ 17時

乳がん検診（マンモグラフィ）

佐賀県健康づくり財団健診部

緯０９５２（３７）３３３５

申込・問合せ先

　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。市内在住であればどなたで

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　２月 19 日（火）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　２月 12 日（火）

食改さんの料理教室

がん患者・家族つどいの会

　がん患者・家族つどいの会を開催します。

と　　き　３月 11 日（月）13時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀県健康づくり財団１階（佐賀市）

内　　容　簡単クッキー調理実習、親睦・交流会

対　　象　がん患者とその家族（先着 30 人）

参　加　費　300円／人　※お茶菓子付き

持　参　品　エプロン、三角巾

申込期限　３月８日（金）

佐賀県がん総合支援センター

緯０１２０（２４６）３８８

（月～金９時 30分～ 13時、14 時～ 16 時 30 分）

申込・問合せ先

　四種混合予防接種とは、百日咳、ジフテリア、破

傷風、ポリオを予防するためのワクチンです。接種

回数が多いので、忘れないように注意しましょう。

対　象　者　３か月～７歳６か月未満

接種回数　４回　※第１期初回（３回）接種後、

　　　　　　　　　１年あけて追加（１回）を接種

四種混合予防接種

　風しんの免疫を持たない妊娠初期（妊娠２０週頃まで）の女性が風しんにかかると、生まれてくる赤ちゃん

が『先天性風しん症候群』（耳が聞こえにくくなる、生まれつき心臓に障害がある、目が見えにくくなるな

ど）になる可能性があります。

　県では、先天性風しん症候群の発生を予防し、県内の女性が将来も安心して妊娠・出産できるように、妊娠

を希望している人などが、県内の医療機関で受ける風しんの抗体検査・予防接種の費用を全額助成しています。

抗体検査・予防接種とも１人１回のみです。助成を希望する人は、抗体検査・予防接種を受ける前に、県内の

保健福祉事務所の窓口で受付が必要です。

　助成対象　平成 31 年１月８日（火）～３月 31 日（日）までの間に受けた抗体検査および予防接種の費用

　※対象者・申請方法・書類などの詳細については、県のホームページをご確認いただくか、お問い合わせください。

怯問合せ　杵藤保健福祉事務所　　　　　　　緯０９５４（２２）２１０４

　　　　　佐賀県健康増進課感染症対策担当　緯０９５２（２５）７０７５

県では風しんの抗体検査・予防接種費用を全額助成しています県では風しんの抗体検査・予防接種費用を全額助成しています

地域包括支援センターからのお知らせ

恭ロコモ予防運動教室開催中

と　　き　毎週金曜日

　　　　　10 時～ 11時 30 分

と　こ　ろ　市民体育館

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（テーマ：認知症予防の食事）

　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　３月 19 日（火）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　２月 15 日（金）

　地域包括支援センター

　緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは

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“ハーバリウム”を作ります。

　と　　き　２月 20 日（水）

　　　　　　13 時 30 分～ 15 時

　と　こ　ろ　エイブル２階和室

　参　加　費　無料

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

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

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

　　　　れる可能性があるといわれています。（先天性風しん症候群）

麻しん・風しん混合予防接種を受けましょう

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。

対　象　者　第１期：１歳～２歳未満（１歳児）
　　　　　第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 30 日（土）まで

料　　金　無料（接種期間を過ぎた場合は全額自己負担）

持　参　品　母子健康手帳、予診票
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お知らせ

　家屋を増築した場合も固定資産税

の課税対象となり、税額を計算する

ため家屋評価を行う必要があります。

また、改築した場合も課税対象とな

ることがありますので、不明な点が

ありましたら事前に税務課までお問

い合わせください。

潤増築したとき

　家屋の床面積を増加させた場合は、面積

にかかわらず課税対象です。

潤サンルームを増築したとき

　地面に定着し、屋根・周壁などにより風

雨をしのげる状態であれば課税対象です。

潤改築したとき

　基礎、柱などの骨組みだけを残して大幅

に改築したような場合は、課税対象です。

栢ここでいう『改築』とは、通常の

　維持管理（クロスの張り替えや畳替

　えなど）の範囲を超え、家屋の価

　値を高め、またはその耐久性を増

　すようなものをいい、建築基準法

　の『改築』の区分と異なります。

※詳しくは市ホームページに掲載しています

詳しくは　税務課課税係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１８

　青色申告を行う農業者（個人・法

人）は収入保険に加入できます。

　収入保険は、全ての農産物を対象

に自然災害や価格低下などによる収

入減少を補償する保険です。お問い

合わせは連合会または最寄りの農業

共済組合へご相談ください。

詳しくは　佐賀県農業共済組合連合会

　　　　　緯０９５２（３１）４１７１

増築・改築をした家屋の
固定資産税の評価について

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

平成３０年１２月分の市長交際費を公表します

その他

12月３日 2,400円 名刺印刷代

27,630円（平成 30 年度累計　289,318 円）合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

12月３日 5,000円 鹿島市区長会親睦ゴルフ大会市長賞
12月14日 16,200円 胡蝶蘭（旭九州創立 10 周年お祝い）
12月18日 4,030円 年賀状 65 枚

市議会３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

２月 20 日（水）

21 日（木）

26 日（火）

27 日（水）

28日（木）

３月 1日（金）

4日（月）

5日（火）

6日（水）

7日（木）

8日（金）

9日（土）

11 日（月）

13 日（水）

14 日（木）

15 日（金）

16 日（土）

18日（月）

19日（火）

20 日（水）

22 日（金）

～25日（月）

～ 3日（日）

～10日（日）

～12日（火）

～17日（日）

～21日（祝）

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

予備日

常任委員会

休会

新年度予算審査特別委員会（現地調査）13 時～

新年度予算審査特別委員会

休会

新年度予算審査特別委員会

新年度予算審査特別委員会 13 時 30 分～

休会

新年度予算審査特別委員会

休会

一般質問

一般質問 13 時 30 分～

休会

一般質問

調整日（一般質問）

休会

委員会報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

※一般質問の数などにより議事日程

　を変更する場合があります

※一般質問などの内容は鹿島市ＨＰ

　の『鹿島市議会』に掲載します

※ケーブルテレビでは 11 チャンネ

　ルで議会中継を放送します

件　名 １時間 効力発生日

佐賀県最低賃金 762円 平成30年10月４日

地域別最低賃金

件　名 １時間 効力発生日

一般機械器具製造業関係 847円 平成30年12月28日

電気機械器具製造業関係 816円 平成30年12月26日

陶磁器・同関連製品製造業 763円 平成30年12月８日

特定（産業別）最低賃金

賞与、時間外手当、通勤手当、家族手当、精皆勤手当等は含まれません。

詳しくは　佐賀労働局労働基準部賃金室　緯０９５２（３２）７１７９

佐賀県の最低賃金が改正されました

～青色申告を始めましょう～

農業者の収入保険について

　

　国民健康保険・後期高齢者医療の

被保険者が亡くなられた場合、その

葬祭を行った人（喪主）に対し、申

請により葬祭費（３万円）を支給し

ています。

　詳しくはお問い合わせください。

※葬祭を行った日から２年を経過す

ると、時効により支給ができなくな

りますのでご注意ください。

詳しくは　保険健康課国保係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

　放課後児童クラブで働くことを希

望する人を対象に説明会が開催され

ます。どなたでも参加できますので、

お気軽にご参加ください。

と　　き　２月８日（金）

　　　　　19 時～ 20時 30 分

　　　　　（土・日・祝日を除く）

と　こ　ろ　嬉野市社会文化会館リバティ会議室

内　　容　

潤活動状況、業務内容の説明

潤各市町の勤務形態、処遇面等の説明

詳しくは　

　ＮＰＯ法人佐賀県放課後児童クラブ連絡会

　緯０９５２（３７）８５５３

平成３０年１２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　

怯交通スローガン　運転者向け　チャイルドシート　ちいさなＶＩＰの　指定席

　　　　　　　　　歩行者・自転車向け　危険だよ　スマホに夢中の　そこの君

　　　　　　　　　こども部門　とび出さない　いったんとまって　みぎひだり

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

5,725 件（－1,040）
328 件（－025）
171 件（－015）

7,542 人（－1,390）
441 人（＋009）
225 人（－006）

30 人（－06）
1人（－02）
1人（＋01）

21,023 件（＋1,002）
1,133 件（＋082）

570 件（＋019）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

　各大学、大学院、短期大学別の

コーナーを設け、学習方法や受講手

続きについて相談を受け付けます。

（参加申込不要・入場無料・入退場自由）

と　　き　２月 16 日（土）11 時～ 16 時

と　こ　ろ　エルガーラ８階ホール

　　　　　（福岡市中央区天神１－４－２）

対　　象　一般および高校生

詳しくは　私立大学通信教育協会

　　　　　緯０３（３８１８）３８７０

恭各種作業の注文をお受けします

　『農作業』『庭木の剪定』『はがき書

き』など、お気軽にご相談ください。

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

　剪定した枝葉をチップ化し、それ

にＥＭ菌を混ぜて発酵させました。

この堆肥を使いやすい「袋詰め」やト

ラック「バラ積み」で販売しています。

恭各種刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソーなど

と　　き　２月 21 日（木）８時 30 分～

※当日都合がつかない人は、前日までに

　センターへご持参ください。

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　２月 21 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

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　緯０９５４（６３）０９７０

募　集

　今年も夜桜ボンボ

リを行います。ボン

ボリは大手門から赤

門にかけての花のト

ンネルや、公園内に

設置します。

　ボンボリ設置に協賛いただける市

内の企業や団体を募集します。

設置期間　３月下旬～４月上旬ごろ

募集期間　２月４日（月）～先着

詳しくは　鹿島市観光案内所

　　　　　（鹿島バスセンター１階）

　　　　　緯０９５４（６０）５１４５

　当日は、市内６つの酒蔵の蔵開き

のほか、肥前浜宿、門前商店街など

市内各地でさまざまなイベントが行

われます。昨年は２日間で県内外よ

り約８万８千人が来場されました。

　鹿島市民のおもてなしの心で多く

の人をお迎えするために、イベント

当日のスタッフを募集します。

と　　き　３月23日（土）・24日（日）

詳しくは　鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会

　　　　　事務局（市商工観光課内）

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

対　象　者　求職者

訓練期間　４月３日（水）～

　隅ものづくりベーシック科　４カ月

　隅電気設備施工科　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　３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

国保・後期高齢者医療
葬祭費の支給制度について

大学通信教育合同入学
説明会のご案内

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９期の口座振替日は

２月２８日（木）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

放課後児童クラブで
働きませんか

ご活用ください！
シルバー人材センター

旭ヶ岡公園桜まつり
夜桜電飾ボンボリ協賛募集

　鹿島酒蔵ツーリズム娯
スタッフ募集

平成31年 4月期
職業訓練受講生募集

定員募集訓練科

も の づ く り ベ ー シ ッ ク 科 １５

電 気 設 備 施 工 科 １５

情報掲示板 愚 お知らせ
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お知らせ

　家屋を増築した場合も固定資産税

の課税対象となり、税額を計算する

ため家屋評価を行う必要があります。

また、改築した場合も課税対象とな

ることがありますので、不明な点が

ありましたら事前に税務課までお問

い合わせください。

潤増築したとき

　家屋の床面積を増加させた場合は、面積

にかかわらず課税対象です。

潤サンルームを増築したとき

　地面に定着し、屋根・周壁などにより風

雨をしのげる状態であれば課税対象です。

潤改築したとき

　基礎、柱などの骨組みだけを残して大幅

に改築したような場合は、課税対象です。

栢ここでいう『改築』とは、通常の

　維持管理（クロスの張り替えや畳替

　えなど）の範囲を超え、家屋の価

　値を高め、またはその耐久性を増

　すようなものをいい、建築基準法

　の『改築』の区分と異なります。

※詳しくは市ホームページに掲載しています

詳しくは　税務課課税係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１８

　青色申告を行う農業者（個人・法

人）は収入保険に加入できます。

　収入保険は、全ての農産物を対象

に自然災害や価格低下などによる収

入減少を補償する保険です。お問い

合わせは連合会または最寄りの農業

共済組合へご相談ください。

詳しくは　佐賀県農業共済組合連合会

　　　　　緯０９５２（３１）４１７１

増築・改築をした家屋の
固定資産税の評価について

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

平成３０年１２月分の市長交際費を公表します

その他

12月３日 2,400円 名刺印刷代

27,630円（平成 30 年度累計　289,318 円）合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

12月３日 5,000円 鹿島市区長会親睦ゴルフ大会市長賞
12月14日 16,200円 胡蝶蘭（旭九州創立 10 周年お祝い）
12月18日 4,030円 年賀状 65 枚

市議会３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

２月 20 日（水）

21 日（木）

26 日（火）

27 日（水）

28日（木）

３月 1日（金）

4日（月）

5日（火）

6日（水）

7日（木）

8日（金）

9日（土）

11 日（月）

13 日（水）

14 日（木）

15 日（金）

16 日（土）

18日（月）

19日（火）

20 日（水）

22 日（金）

～25日（月）

～ 3日（日）

～10日（日）

～12日（火）

～17日（日）

～21日（祝）

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

予備日

常任委員会

休会

新年度予算審査特別委員会（現地調査）13 時～

新年度予算審査特別委員会

休会

新年度予算審査特別委員会

新年度予算審査特別委員会 13 時 30 分～

休会

新年度予算審査特別委員会

休会

一般質問

一般質問 13 時 30 分～

休会

一般質問

調整日（一般質問）

休会

委員会報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

※一般質問の数などにより議事日程

　を変更する場合があります

※一般質問などの内容は鹿島市ＨＰ

　の『鹿島市議会』に掲載します

※ケーブルテレビでは 11 チャンネ

　ルで議会中継を放送します

件　名 １時間 効力発生日

佐賀県最低賃金 762円 平成30年10月４日

地域別最低賃金

件　名 １時間 効力発生日

一般機械器具製造業関係 847円 平成30年12月28日

電気機械器具製造業関係 816円 平成30年12月26日

陶磁器・同関連製品製造業 763円 平成30年12月８日

特定（産業別）最低賃金

賞与、時間外手当、通勤手当、家族手当、精皆勤手当等は含まれません。

詳しくは　佐賀労働局労働基準部賃金室　緯０９５２（３２）７１７９

佐賀県の最低賃金が改正されました

～青色申告を始めましょう～

農業者の収入保険について

　

　国民健康保険・後期高齢者医療の

被保険者が亡くなられた場合、その

葬祭を行った人（喪主）に対し、申

請により葬祭費（３万円）を支給し

ています。

　詳しくはお問い合わせください。

※葬祭を行った日から２年を経過す

ると、時効により支給ができなくな

りますのでご注意ください。

詳しくは　保険健康課国保係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

　放課後児童クラブで働くことを希

望する人を対象に説明会が開催され

ます。どなたでも参加できますので、

お気軽にご参加ください。

と　　き　２月８日（金）

　　　　　19 時～ 20時 30 分

　　　　　（土・日・祝日を除く）

と　こ　ろ　嬉野市社会文化会館リバティ会議室

内　　容　

潤活動状況、業務内容の説明

潤各市町の勤務形態、処遇面等の説明

詳しくは　

　ＮＰＯ法人佐賀県放課後児童クラブ連絡会

　緯０９５２（３７）８５５３

平成３０年１２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　

怯交通スローガン　運転者向け　チャイルドシート　ちいさなＶＩＰの　指定席

　　　　　　　　　歩行者・自転車向け　危険だよ　スマホに夢中の　そこの君

　　　　　　　　　こども部門　とび出さない　いったんとまって　みぎひだり

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

5,725 件（－1,040）
328 件（－025）
171 件（－015）

7,542 人（－1,390）
441 人（＋009）
225 人（－006）

30 人（－06）
1人（－02）
1人（＋01）

21,023 件（＋1,002）
1,133 件（＋082）

570 件（＋019）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

　各大学、大学院、短期大学別の

コーナーを設け、学習方法や受講手

続きについて相談を受け付けます。

（参加申込不要・入場無料・入退場自由）

と　　き　２月 16 日（土）11 時～ 16 時

と　こ　ろ　エルガーラ８階ホール

　　　　　（福岡市中央区天神１－４－２）

対　　象　一般および高校生

詳しくは　私立大学通信教育協会

　　　　　緯０３（３８１８）３８７０

恭各種作業の注文をお受けします

　『農作業』『庭木の剪定』『はがき書

き』など、お気軽にご相談ください。

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

　剪定した枝葉をチップ化し、それ

にＥＭ菌を混ぜて発酵させました。

この堆肥を使いやすい「袋詰め」やト

ラック「バラ積み」で販売しています。

恭各種刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソーなど

と　　き　２月 21 日（木）８時 30 分～

※当日都合がつかない人は、前日までに

　センターへご持参ください。

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　２月 21 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

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　緯０９５４（６３）０９７０

募　集

　今年も夜桜ボンボ

リを行います。ボン

ボリは大手門から赤

門にかけての花のト

ンネルや、公園内に

設置します。

　ボンボリ設置に協賛いただける市

内の企業や団体を募集します。

設置期間　３月下旬～４月上旬ごろ

募集期間　２月４日（月）～先着

詳しくは　鹿島市観光案内所

　　　　　（鹿島バスセンター１階）

　　　　　緯０９５４（６０）５１４５

　当日は、市内６つの酒蔵の蔵開き

のほか、肥前浜宿、門前商店街など

市内各地でさまざまなイベントが行

われます。昨年は２日間で県内外よ

り約８万８千人が来場されました。

　鹿島市民のおもてなしの心で多く

の人をお迎えするために、イベント

当日のスタッフを募集します。

と　　き　３月23日（土）・24日（日）

詳しくは　鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会

　　　　　事務局（市商工観光課内）

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

対　象　者　求職者

訓練期間　４月３日（水）～

　隅ものづくりベーシック科　４カ月

　隅電気設備施工科　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　３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

国保・後期高齢者医療
葬祭費の支給制度について

大学通信教育合同入学
説明会のご案内

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９期の口座振替日は

２月２８日（木）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

放課後児童クラブで
働きませんか

ご活用ください！
シルバー人材センター

旭ヶ岡公園桜まつり
夜桜電飾ボンボリ協賛募集

　鹿島酒蔵ツーリズム娯
スタッフ募集

平成31年 4月期
職業訓練受講生募集

定員募集訓練科

も の づ く り ベ ー シ ッ ク 科 １５

電 気 設 備 施 工 科 １５

情報掲示板 愚 お知らせ
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相　談

　不動産の相続・売買・贈与などの

登記、供託、債務整理、成年後見、

遺言など司法書士業務全般に関する

いろいろなご相談をお受けします。

と　　き　２月 16 日（土）

　　　　　10 時～ 15 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階

そ　の　他　当日は電話相談も受け付けます

　《専用ダイヤル》

　　緯０９５２（２９）０６３５

　　緯０９５２（２９）０７２０

詳しくは　佐賀県司法書士会

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

　借り入れやローン返済の債務整理

など、相談員が面談に応じます。

と　　き　２月 20 日（水）

　　　　　３月 20 日（水）

　　　　　13 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　佐賀財務事務所（佐賀市）

申込期限　相談会前日の 12 時まで

申込・問合せ先（月～金９時～ 17 時）

　福岡財務支局多重債務相談窓口

　緯０９２（４１１）７２９１

と　　き　２月 17 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

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）

　14 日（木）市役所５階

　受付 13 時～ 14 時（先着６人）13 時 30 分開始

　※行政相談と同時開催

　28 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

　14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

　５・19 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（８日・祝日を除く）

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

狂人権相談

　市民交流プラザかたらい３階会議室

　７日（木）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

狂こころの健康相談（臨床心理士対応）

市民会館２階第５会議室

　20 日（水）９時 30 分～ 12 時

　要予約　福祉課緯（６３）２１１９

狂発達障害児（者）専門相談

市役所５階第７会議室

　26 日（火）10 時～ 16 時　要予約

　NPO 法人それいゆ緯０９０（６２９６）７５５０

狂土地・建物に関する無料相談所

市民会館２階第５会議室

　26 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）

　９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

　20 日（水）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

　15 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

弁護士による
無料法律相談会

多重債務無料出張相談会

　

講習会・教室

　３月に開催予定の花と酒まつりで

行われる『生け花教室』『杉玉作り

体験』の参加者を募集します。

恭生け花教室

　と　　き　３月 23 日（土）

　と　こ　ろ　橋本家（庄金）

　定　　員　先着 30 人

　参　加　費　200 円（材料費）

恭杉玉作り体験

　と　　き　３月23日（土）・24日（日）

　と　こ　ろ　中町公民館前

　定　　員　各日　先着 20 人

　参　加　費　500 円（材料費）

詳しくは　浜公民館（要申込）

　　　　　緯０９５４（６２）２５３４

『依存症は回復可能な病気である』

をテーマに、お酒、ギャンブルなど

の依存症当事者、家族の体験談や、

精神科医講師による講演会を開催し

ます。

と　　き　２月 24 日（日）

　　　　　12 時 30 分～ 16 時 30 分

と　こ　ろ　西九州大学神埼キャンパス

参　加　費　無料

詳しくは　佐賀県精神保健福祉センター

　　　　　緯０９５２（７３）５０６０

　在宅介護のスペシャリスト、北島

富子さん（余暇センターきたじま）

と石井大輔さん（ヘルパーステー

ションゆうあい）をお招きして、研

修会を開催します。

　質疑応答も予定していますので、

ぜひご参加ください。

と　　き　２月 17 日（日）

　　　　　13 時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階

定　　員　先着 30 人

参　加　費　無料

詳しくは　風のガーデンの会・鹿島　代表久原

　　　　　緯０９０（１１９５）４１０２

　精神障がい者の家族や支援者を対

象に、精神疾患についての知識や接

し方などを具体的に学ぶ講座です。

と　　き　２月 20 日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

参　加　費　無料

詳しくは　杵藤保健福祉事務所

　　　　　緯０９５４（２２）２１０５

イベント

　肥前鹿島干潟の見学や野鳥観察を

しながら、ゆっつら～と歩いてみま

せんか。豚汁やおみやげもあります。

と　　き　３月９日（土）※小雨決行

　　　　　９時受付　９時 30 分スタート

　　　　　約８km のコース

集合場所　北鹿島公民館

定　　員　先着 50 人

参　加　費　500 円

持　参　品　飲み物、帽子、タオルなど

申込期限　３月１日（金）

※電話、ＦＡＸまたはＥメールでお申込みください

申込・問合せ先

　北鹿島公民館

　緯・姉０９５４（６２）２０１４

　死kita-kou@po.asunet.ne.jp

　鹿島酒蔵ツーリズム娯のプレイベ

ントとして、太良町の温泉旅館『鶴

荘』で行われるイベントとの共催で

『日本酒の会』を開催します。

　鹿島・嬉野９蔵の日本酒を楽しみ

ながら太良町自慢の海の幸、山の幸

をお楽しみください。

と　　き　３月３日（日）

　　　　　16 時 30 分～ 18 時 30 分

と　こ　ろ　鶴荘（太良町）

参　加　費　6,000 円

詳しくは　肥前路南西部広域観光協議会

　　　　　事務局（嬉野温泉観光協会内）

　　　　　緯０９５４（４３）０１３７

　昭和６０年に旭ヶ岡公園の桜の保

存と育成を目的に発足した鹿島市桜

樹保存会では、今日まで約５００本

の桜を植樹し、また、桜の生育調査

を行うなど、より良い桜の環境づく

りを目指しています。

今年も皆さんとともに桜の木を植樹

します。ぜひご参加ください。

と　　き　２月 17 日（日）10 時～

と　こ　ろ　旭ヶ岡公園

※ご寄附も、随時受け付けています。

　皆さんのご支援をお願いします。

詳しくは　鹿島市桜樹保存会事務局

　　　　　（鹿島青年会議所内）

　　　　　緯０９５４（６２）５６５６

　相生通りを歩行者天国にして、市

内飲食店の出店や農産物の販売、ジ

ビエ料理のふるまいなどを行います。

豪華商品が当たる抽選会など内容盛

りだくさんで開催しますので、皆さ

んぜひ、お越しください。

と　　き　２月 24 日（日）

　　　　　11 時～ 17 時

と　こ　ろ　相生通り（西牟田）

詳しくは　焼き鳥ダイニング楽楽

　　　　　緯０９５４（６９）８０４４

　　　　　市産業支援課

　　　　　緯０９５４（６３）３４１１

狂祐徳稲荷神社　初午祭　２日（土）

狂祐徳稲荷神社　節分祭　３日（日）

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

司法書士による
県下一斉無料法律相談会

家族講座のご案内

依存症フォーラム

生け花教室　杉玉作り体験
参加者募集

風のガーデンの会　第２回研修会

こんなこともできる『在宅サービス』

2019北鹿島
ゆっつら～とウォーク

鹿島酒蔵ツーリズム娯2019プレイベント

日本酒の会

鹿島市桜樹保存会
植樹祭

その他のイベント

ＫＡＳＨＩＭＡ
にぎわいフェスティバル

その他の相談

佐賀大学コミュニティデザインカフェ in 鹿島佐賀大学コミュニティデザインカフェ in 鹿島

　総務課総務係

　緯０９５４（６３）２１１１

詳しくは

　佐賀大学と鹿島市が連携して、新鹿島市民会館と浜小学校を

題材に、実践的な教育・研究を通して地域と教育研究の活性化

を目的とした講演会・講評会を開催します。

興　第　一　部　興
　講演会『地域と建築／人が人に、人が地域に出会う場所をつくる』

　　講　師　建築家　古谷誠章（新鹿島市民会館設計者／早稲田大学教授）

　　　コーディネーター　三島伸雄（佐賀大学教授）

　　　司　会　　　　　　宮原真美子（佐賀大学准教授）

興　第　二　部　興
　佐賀大学理工学部都市工学科・都市工学ユニット演習公開講評会

　　課　題『地域に根ざす小学校』（課題対象：浜小学校）

　　　コメンテーター　　古谷誠章（佐賀大学建築系教員）

　　　司　会　　　　　　中大窪千晶（佐賀大学准教授）

と　　き　２月 22 日（金）14 時～

と　こ　ろ　エイブルホール

と　　き　２月 22 日（金）14 時～

と　こ　ろ　エイブルホール

建築家　古谷誠章さん建築家　古谷誠章さん

入場無料

－ 　地方都市における公共建築の可能性 　－－ 　地方都市における公共建築の可能性 　－

情報掲示板 愚 講習会・教室・イベント 情報掲示板 愚 相談
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相　談

　不動産の相続・売買・贈与などの

登記、供託、債務整理、成年後見、

遺言など司法書士業務全般に関する

いろいろなご相談をお受けします。

と　　き　２月 16 日（土）

　　　　　10 時～ 15 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階

そ　の　他　当日は電話相談も受け付けます

　《専用ダイヤル》

　　緯０９５２（２９）０６３５

　　緯０９５２（２９）０７２０

詳しくは　佐賀県司法書士会

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

　借り入れやローン返済の債務整理

など、相談員が面談に応じます。

と　　き　２月 20 日（水）

　　　　　３月 20 日（水）

　　　　　13 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　佐賀財務事務所（佐賀市）

申込期限　相談会前日の 12 時まで

申込・問合せ先（月～金９時～ 17 時）

　福岡財務支局多重債務相談窓口

　緯０９２（４１１）７２９１

と　　き　２月 17 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

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）

　14 日（木）市役所５階

　受付 13 時～ 14 時（先着６人）13 時 30 分開始

　※行政相談と同時開催

　28 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

　14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

　５・19 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（８日・祝日を除く）

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

狂人権相談

　市民交流プラザかたらい３階会議室

　７日（木）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

狂こころの健康相談（臨床心理士対応）

市民会館２階第５会議室

　20 日（水）９時 30 分～ 12 時

　要予約　福祉課緯（６３）２１１９

狂発達障害児（者）専門相談

市役所５階第７会議室

　26 日（火）10 時～ 16 時　要予約

　NPO 法人それいゆ緯０９０（６２９６）７５５０

狂土地・建物に関する無料相談所

市民会館２階第５会議室

　26 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）

　９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

　20 日（水）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

　15 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

弁護士による
無料法律相談会

多重債務無料出張相談会

　

講習会・教室

　３月に開催予定の花と酒まつりで

行われる『生け花教室』『杉玉作り

体験』の参加者を募集します。

恭生け花教室

　と　　き　３月 23 日（土）

　と　こ　ろ　橋本家（庄金）

　定　　員　先着 30 人

　参　加　費　200 円（材料費）

恭杉玉作り体験

　と　　き　３月23日（土）・24日（日）

　と　こ　ろ　中町公民館前

　定　　員　各日　先着 20 人

　参　加　費　500 円（材料費）

詳しくは　浜公民館（要申込）

　　　　　緯０９５４（６２）２５３４

『依存症は回復可能な病気である』

をテーマに、お酒、ギャンブルなど

の依存症当事者、家族の体験談や、

精神科医講師による講演会を開催し

ます。

と　　き　２月 24 日（日）

　　　　　12 時 30 分～ 16 時 30 分

と　こ　ろ　西九州大学神埼キャンパス

参　加　費　無料

詳しくは　佐賀県精神保健福祉センター

　　　　　緯０９５２（７３）５０６０

　在宅介護のスペシャリスト、北島

富子さん（余暇センターきたじま）

と石井大輔さん（ヘルパーステー

ションゆうあい）をお招きして、研

修会を開催します。

　質疑応答も予定していますので、

ぜひご参加ください。

と　　き　２月 17 日（日）

　　　　　13 時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階

定　　員　先着 30 人

参　加　費　無料

詳しくは　風のガーデンの会・鹿島　代表久原

　　　　　緯０９０（１１９５）４１０２

　精神障がい者の家族や支援者を対

象に、精神疾患についての知識や接

し方などを具体的に学ぶ講座です。

と　　き　２月 20 日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

参　加　費　無料

詳しくは　杵藤保健福祉事務所

　　　　　緯０９５４（２２）２１０５

イベント

　肥前鹿島干潟の見学や野鳥観察を

しながら、ゆっつら～と歩いてみま

せんか。豚汁やおみやげもあります。

と　　き　３月９日（土）※小雨決行

　　　　　９時受付　９時 30 分スタート

　　　　　約８km のコース

集合場所　北鹿島公民館

定　　員　先着 50 人

参　加　費　500 円

持　参　品　飲み物、帽子、タオルなど

申込期限　３月１日（金）

※電話、ＦＡＸまたはＥメールでお申込みください

申込・問合せ先

　北鹿島公民館

　緯・姉０９５４（６２）２０１４

　死kita-kou@po.asunet.ne.jp

　鹿島酒蔵ツーリズム娯のプレイベ

ントとして、太良町の温泉旅館『鶴

荘』で行われるイベントとの共催で

『日本酒の会』を開催します。

　鹿島・嬉野９蔵の日本酒を楽しみ

ながら太良町自慢の海の幸、山の幸

をお楽しみください。

と　　き　３月３日（日）

　　　　　16 時 30 分～ 18 時 30 分

と　こ　ろ　鶴荘（太良町）

参　加　費　6,000 円

詳しくは　肥前路南西部広域観光協議会

　　　　　事務局（嬉野温泉観光協会内）

　　　　　緯０９５４（４３）０１３７

　昭和６０年に旭ヶ岡公園の桜の保

存と育成を目的に発足した鹿島市桜

樹保存会では、今日まで約５００本

の桜を植樹し、また、桜の生育調査

を行うなど、より良い桜の環境づく

りを目指しています。

今年も皆さんとともに桜の木を植樹

します。ぜひご参加ください。

と　　き　２月 17 日（日）10 時～

と　こ　ろ　旭ヶ岡公園

※ご寄附も、随時受け付けています。

　皆さんのご支援をお願いします。

詳しくは　鹿島市桜樹保存会事務局

　　　　　（鹿島青年会議所内）

　　　　　緯０９５４（６２）５６５６

　相生通りを歩行者天国にして、市

内飲食店の出店や農産物の販売、ジ

ビエ料理のふるまいなどを行います。

豪華商品が当たる抽選会など内容盛

りだくさんで開催しますので、皆さ

んぜひ、お越しください。

と　　き　２月 24 日（日）

　　　　　11 時～ 17 時

と　こ　ろ　相生通り（西牟田）

詳しくは　焼き鳥ダイニング楽楽

　　　　　緯０９５４（６９）８０４４

　　　　　市産業支援課

　　　　　緯０９５４（６３）３４１１

狂祐徳稲荷神社　初午祭　２日（土）

狂祐徳稲荷神社　節分祭　３日（日）

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

司法書士による
県下一斉無料法律相談会

家族講座のご案内

依存症フォーラム

生け花教室　杉玉作り体験
参加者募集

風のガーデンの会　第２回研修会

こんなこともできる『在宅サービス』

2019北鹿島
ゆっつら～とウォーク

鹿島酒蔵ツーリズム娯2019プレイベント

日本酒の会

鹿島市桜樹保存会
植樹祭

その他のイベント

ＫＡＳＨＩＭＡ
にぎわいフェスティバル

その他の相談

佐賀大学コミュニティデザインカフェ in 鹿島佐賀大学コミュニティデザインカフェ in 鹿島

　総務課総務係

　緯０９５４（６３）２１１１

詳しくは

　佐賀大学と鹿島市が連携して、新鹿島市民会館と浜小学校を

題材に、実践的な教育・研究を通して地域と教育研究の活性化

を目的とした講演会・講評会を開催します。

興　第　一　部　興
　講演会『地域と建築／人が人に、人が地域に出会う場所をつくる』

　　講　師　建築家　古谷誠章（新鹿島市民会館設計者／早稲田大学教授）

　　　コーディネーター　三島伸雄（佐賀大学教授）

　　　司　会　　　　　　宮原真美子（佐賀大学准教授）

興　第　二　部　興
　佐賀大学理工学部都市工学科・都市工学ユニット演習公開講評会

　　課　題『地域に根ざす小学校』（課題対象：浜小学校）

　　　コメンテーター　　古谷誠章（佐賀大学建築系教員）

　　　司　会　　　　　　中大窪千晶（佐賀大学准教授）

と　　き　２月 22 日（金）14 時～

と　こ　ろ　エイブルホール

と　　き　２月 22 日（金）14 時～

と　こ　ろ　エイブルホール

建築家　古谷誠章さん建築家　古谷誠章さん

入場無料

－ 　地方都市における公共建築の可能性 　－－ 　地方都市における公共建築の可能性 　－

情報掲示板 愚 講習会・教室・イベント 情報掲示板 愚 相談
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鹿島市成人式　－大人の門出、晴れやかに－鹿島市成人式　－大人の門出、晴れやかに－

武末　天晴さん
（市民憲章宣言）
武末　天晴さん
（市民憲章宣言）

原田　也美さん
（決意の言葉）
原田　也美さん
（決意の言葉）

江口　大海さん　　井上　佳音さん
（記念品贈呈）

江口　大海さん　　井上　佳音さん
（記念品贈呈）

　１月１３日、昭和４１年に完成した現在の鹿島市民会館では最後

となる成人式が盛大に行われました。

　式典では新成人代表の原田也美さんが「いつまでもこの感謝の気

持ちを忘れずに、これからは一人ひとりが成人としての自覚を持っ

て、社会的責任と義務を果たすとともに、それぞれの夢に向かって、

力強く歩んでいくことを誓います。」と決意の言葉を述べました。

　１月６日、中川グラウンドで鹿島市消防出初め式が開催され、消防署員・消防団

員約４４０人が分列行進や中川での祝賀一斉放水を行い、今年１年間の防災への決

意を新たにしました。また式では、県消防操法大会で優勝、全国大会で優良賞を受

賞した古枝分団や個人の功労者などが表彰されました。

鹿島市消防出初め式　－災害のない１年を願って－鹿島市消防出初め式　－災害のない１年を願って－
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