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鹿島バスセンター
（ＪＲ肥前鹿島駅）

info

無料バス路線図無料バス路線図

鹿島バスセンター　→　旭ヶ岡公園　→　馬場酒造場　→
祐徳稲荷神社前　→　幸姫酒造　→　鹿島バスセンター
鹿島バスセンター　→　旭ヶ岡公園　→　馬場酒造場　→
祐徳稲荷神社前　→　幸姫酒造　→　鹿島バスセンター

左回り左回り１号線
鹿島バスセンター　→　大村方（幸姫酒造）　→　祐徳稲荷神社前　→
馬場酒造場　→　旭ヶ岡公園　→　鹿島バスセンター
鹿島バスセンター　→　大村方（幸姫酒造）　→　祐徳稲荷神社前　→
馬場酒造場　→　旭ヶ岡公園　→　鹿島バスセンター

右回り右回り２号線

祐徳稲荷神社前　→　浜大橋（降車のみ）　→　浜小前（乗車のみ）　→
大村方（幸姫酒造）　→　祐徳稲荷神社前
祐徳稲荷神社前　→　浜大橋（降車のみ）　→　浜小前（乗車のみ）　→
大村方（幸姫酒造）　→　祐徳稲荷神社前

浜地区浜地区３号線
①塩田地区　→　鹿島バスセンター　→　佐銀前（降車のみ）
②浜小前（乗車のみ）　→　鹿島バスセンター　→　塩田地区
①塩田地区　→　鹿島バスセンター　→　佐銀前（降車のみ）
②浜小前（乗車のみ）　→　鹿島バスセンター　→　塩田地区

塩田～浜地区塩田～浜地区４号線

総合案内所・抽選会場総合案内所・抽選会場info

　鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会

　市商工観光課観光振興係　緯０９５４（６３）３４１２

　鹿島市観光協会　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

　鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会

　市商工観光課観光振興係　緯０９５４（６３）３４１２

　鹿島市観光協会　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

詳しくは

　イベント期間中は市内の６つの酒蔵と各イベント会場

を巡る無料バスを運行しますので、ご利用ください。

　また、同時に開催される『嬉野温泉酒蔵まつり』の会

場へも運行します。

　イベント期間中は市内の６つの酒蔵と各イベント会場

を巡る無料バスを運行しますので、ご利用ください。

　また、同時に開催される『嬉野温泉酒蔵まつり』の会

場へも運行します。

３月23日（土）～24日（日）３月23日（土）～24日（日）
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花のトンネル花のトンネル
写真写真

　市内の桜の見ごろは、例年３月下旬～４月

上旬。日本の歴史公園１００選に選定された

旭ヶ岡公園では桜まつりも開催されます。

　写真は、鹿島高校のそばにある桜並木の通

りで、毎年、みごとな花を咲かせます。

　市内の桜の見ごろは、例年３月下旬～４月

上旬。日本の歴史公園１００選に選定された

旭ヶ岡公園では桜まつりも開催されます。

　写真は、鹿島高校のそばにある桜並木の通

りで、毎年、みごとな花を咲かせます。

佐銀前
※降車のみ

浜小前
※乗車のみ

栢２～４ページに各イベント

　の記事を掲載していますinfo

祐徳稲荷神社前

浜大橋
※降車のみ
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　例年多くのお客さんに来ていただき大好評を得て、県

外からも高い注目を集めている『鹿島酒蔵ツーリズム』

　期間は２日間で、矢野酒造、馬場酒造場、幸姫酒造、

富久千代酒造、光武酒造場、峰松酒造場の６蔵での合同

蔵開きと、さまざまなイベントを同時開催します。

　と　　き　３月 23 日（土）・24日（日）10 時～ 17 時

矢野酒造
焔日本酒の試飲（一部有料）・販売
焔地元特産品・おつまみ販売　焔酒粕の販売
焔樽酒ふるまい　焔深町宏サックスコンサート（23 日）
焔酒まんじゅうふるまい（24 日）※なくなり次第終了
焔沖縄三味線『な～な～ず』コンサート（24 日）
焔フォークソング『Ｊ・パーカーズ』コンサート（24 日）

馬場酒造場
焔日本酒の試飲（一部有料）・販売　焔酒蔵案内
焔地粉を使った“だご汁”の販売
焔地元直売所による物産販売

幸姫酒造
焔日本酒・甘酒・梅酒の無料試飲・販売　焔酒蔵案内
焔酒粕（板粕）販売　焔地酒ソフトクリーム販売
焔粕漬・珍味などの試食・販売　焔地鶏の炭火焼き
焔有明海天然カキ・天然アサリの炭火焼き
焔ＳＡＣＨＩＨＩＭＥブランド化粧品販売

富久千代酒造
焔『鍋島』販売（数量限定）　焔日本酒バー（有料）
焔樽酒無料振る舞い　焔チケット制有料試飲
焔牛すじ煮込販売　焔酒粕（５kg）袋詰め放題（有料）
焔佐賀牛カレー・佐賀牛焼肉販売　焔中村蒲鉾販売
焔フラメンココンサート（23 日昼）

光武酒造場
焔日本酒・焼酎の試飲・販売
焔軽食販売　焔日本酒カクテルＢＡＲ（有料）
焔足湯（無料）　焔瓶詰め実演　焔有料抽選会（１日２回）

峰松酒造場
焔日本酒の試飲（一部有料）・販売
焔浜宿ミンチ天販売　焔あま酒ソフトクリームの販売
焔さがあられ・酒米山田錦せんべい販売
焔味噌まんじゅう販売　焔肥前屋バウム販売
焔酒蔵ガチャガチャ

　各蔵のさまざまな“おもてなし”や『肥前浜宿花

と酒まつり』『祐徳門前春まつり』『かしま発酵まつ

り』『鹿島おまつり市』などイベントが満載。

　無料バスも運行します。賞品が当たる蔵めぐりス

タンプラリー（公式ガイドブック特典）と併せてお

楽しみください。

　各蔵のさまざまな“おもてなし”や『肥前浜宿花

と酒まつり』『祐徳門前春まつり』『かしま発酵まつ

り』『鹿島おまつり市』などイベントが満載。

　無料バスも運行します。賞品が当たる蔵めぐりス

タンプラリー（公式ガイドブック特典）と併せてお

楽しみください。

年に一度の市内６蔵の蔵開きを同時開催！年に一度の市内６蔵の蔵開きを同時開催！

『鹿島の酒で乾杯！』

　日本酒どころ鹿島市

では、『日本酒で乾杯

を推進する条例』を制

定しています。

　これをＰＲするオリ

ジナルポスターやス

テッカーを商工観光課

で配布しています。

　さまざまな機会にご

活用ください。

春のイベント情報春のイベント情報
皐酒蔵ツーリズム遺２０１９公式ガイドブック

　嬉野温泉酒蔵まつりと合同の公式ガイドブック

　潤１冊３００円

　潤１００円×９蔵と祐徳門前春まつり会場で使える

　　５０円の割引クーポン（９５０円）付き

　潤６蔵以上を巡ると賞品が当たるスタンプラリー付き

　※ガイドブックが無くてもイベントには参加できます

皐酒蔵ツーリズムオリジナル６蔵セット
　（３００ｍｌ×６本）

　おひとり様２セットまで。

　限定１,５００セット　４,３００円

鹿島市観光協会　緯０９５４（６２）３９４２　姉０９５４（６０）４９４６

　　　　　　　　ホームページ　http://sakagura-tourism.com

販売・問合せ先

寓ツーリズムオリジナルの６蔵セット（イメージ）

　イベント当日市内３カ所の総合案内所ほかで販売します。

怯大お花見会場

　美しい桜並木の下、風情ある参道でお花見しませんか？

　大人から子どもまで楽しめるイベント満載です。

　と　　き　３月 23 日（土）・24日（日）10 時～ 16 時

　と　こ　ろ　祐徳稲荷神社門前商店街

　焔日本酒会酒仙童子による佐賀ん酒飲み比べ　など

　ＹＯＵ－ＴＯＫＵ庵

　緯０８０（１５３２）３２４０
　https://monzen.sagafan.jp/

詳しくは

興23日のみのイベント

　焔ロンドンバスクルージング（荒天中止）

　　祐徳神社前バス停発着

　　　①11 時　②12時 30 分　③14時 30 分

　　※事前に配布する整理券が必要です

　焔不知火太鼓演奏、落語などのステージイベント

　焔働く車の展示　焔けん玉認定会　など

興24日のみのイベント

　焔なつかしＣＡＲにばる

　　クラシックカーファン必見！懐かしか～車が

　　約１００台！参道を埋め尽くします。

　　『昔の発動機運転会』も同時開催。15 時から

　　は表彰式とエンディングパレード！

寓２日間限定“祐徳彩りいなり弁当”

　　　　（参道の花見会場で販売）

※写真は
　イメージ
※写真は
　イメージ

祐徳門前春まつり祐徳門前春まつり建建

春のイベント情報春のイベント情報

　江戸から昭和の歴史漂う多良海道肥前浜宿、酒の神様

感謝まつりや、合同蔵開き。

　新酒の香りと春の桜に酔いしれませんか？

と　　き　３月 23 日（土）・24日（日）10 時～ 17 時

と　こ　ろ　肥前浜宿酒蔵通り、庄金地区ほか

　焔全国の酒＆鹿島の酒飲み比べ（有料）

　焔郷土芸能（面浮立・獅子舞・日本舞踊など）

　焔東部中吹奏楽　焔ＢＭＸ自転車パフォーマンス

　焔さるまわし　焔エイサー　焔祇園踊り

　焔佐賀大学『面浮立～過去・現在そして未来～』展など

　肥前浜宿花と酒（咲け）まつり実行委員会

　（肥前浜駅内）　緯０９５４（６９）８００４

詳しくは

肥前浜宿花と酒（咲け）まつり肥前浜宿花と酒（咲け）まつり建建

鹿島酒蔵ツーリズム遺　２０１９鹿島酒蔵ツーリズム遺　２０１９建建

カー



３２ Ｈ31（2019）.3.1　広報かしま 広報かしま　Ｈ31（2019）.3.1

　例年多くのお客さんに来ていただき大好評を得て、県

外からも高い注目を集めている『鹿島酒蔵ツーリズム』

　期間は２日間で、矢野酒造、馬場酒造場、幸姫酒造、

富久千代酒造、光武酒造場、峰松酒造場の６蔵での合同

蔵開きと、さまざまなイベントを同時開催します。

　と　　き　３月 23 日（土）・24日（日）10 時～ 17 時

矢野酒造
焔日本酒の試飲（一部有料）・販売
焔地元特産品・おつまみ販売　焔酒粕の販売
焔樽酒ふるまい　焔深町宏サックスコンサート（23 日）
焔酒まんじゅうふるまい（24 日）※なくなり次第終了
焔沖縄三味線『な～な～ず』コンサート（24 日）
焔フォークソング『Ｊ・パーカーズ』コンサート（24 日）

馬場酒造場
焔日本酒の試飲（一部有料）・販売　焔酒蔵案内
焔地粉を使った“だご汁”の販売
焔地元直売所による物産販売

幸姫酒造
焔日本酒・甘酒・梅酒の無料試飲・販売　焔酒蔵案内
焔酒粕（板粕）販売　焔地酒ソフトクリーム販売
焔粕漬・珍味などの試食・販売　焔地鶏の炭火焼き
焔有明海天然カキ・天然アサリの炭火焼き
焔ＳＡＣＨＩＨＩＭＥブランド化粧品販売

富久千代酒造
焔『鍋島』販売（数量限定）　焔日本酒バー（有料）
焔樽酒無料振る舞い　焔チケット制有料試飲
焔牛すじ煮込販売　焔酒粕（５kg）袋詰め放題（有料）
焔佐賀牛カレー・佐賀牛焼肉販売　焔中村蒲鉾販売
焔フラメンココンサート（23 日昼）

光武酒造場
焔日本酒・焼酎の試飲・販売
焔軽食販売　焔日本酒カクテルＢＡＲ（有料）
焔足湯（無料）　焔瓶詰め実演　焔有料抽選会（１日２回）

峰松酒造場
焔日本酒の試飲（一部有料）・販売
焔浜宿ミンチ天販売　焔あま酒ソフトクリームの販売
焔さがあられ・酒米山田錦せんべい販売
焔味噌まんじゅう販売　焔肥前屋バウム販売
焔酒蔵ガチャガチャ

　各蔵のさまざまな“おもてなし”や『肥前浜宿花

と酒まつり』『祐徳門前春まつり』『かしま発酵まつ

り』『鹿島おまつり市』などイベントが満載。

　無料バスも運行します。賞品が当たる蔵めぐりス

タンプラリー（公式ガイドブック特典）と併せてお

楽しみください。

　各蔵のさまざまな“おもてなし”や『肥前浜宿花

と酒まつり』『祐徳門前春まつり』『かしま発酵まつ

り』『鹿島おまつり市』などイベントが満載。

　無料バスも運行します。賞品が当たる蔵めぐりス

タンプラリー（公式ガイドブック特典）と併せてお

楽しみください。

年に一度の市内６蔵の蔵開きを同時開催！年に一度の市内６蔵の蔵開きを同時開催！

『鹿島の酒で乾杯！』

　日本酒どころ鹿島市

では、『日本酒で乾杯

を推進する条例』を制

定しています。

　これをＰＲするオリ

ジナルポスターやス

テッカーを商工観光課

で配布しています。

　さまざまな機会にご

活用ください。

春のイベント情報春のイベント情報
皐酒蔵ツーリズム遺２０１９公式ガイドブック

　嬉野温泉酒蔵まつりと合同の公式ガイドブック

　潤１冊３００円

　潤１００円×９蔵と祐徳門前春まつり会場で使える

　　５０円の割引クーポン（９５０円）付き

　潤６蔵以上を巡ると賞品が当たるスタンプラリー付き

　※ガイドブックが無くてもイベントには参加できます

皐酒蔵ツーリズムオリジナル６蔵セット
　（３００ｍｌ×６本）

　おひとり様２セットまで。

　限定１,５００セット　４,３００円

鹿島市観光協会　緯０９５４（６２）３９４２　姉０９５４（６０）４９４６

　　　　　　　　ホームページ　http://sakagura-tourism.com

販売・問合せ先

寓ツーリズムオリジナルの６蔵セット（イメージ）

　イベント当日市内３カ所の総合案内所ほかで販売します。

怯大お花見会場

　美しい桜並木の下、風情ある参道でお花見しませんか？

　大人から子どもまで楽しめるイベント満載です。

　と　　き　３月 23 日（土）・24日（日）10 時～ 16 時

　と　こ　ろ　祐徳稲荷神社門前商店街

　焔日本酒会酒仙童子による佐賀ん酒飲み比べ　など

　ＹＯＵ－ＴＯＫＵ庵

　緯０８０（１５３２）３２４０
　https://monzen.sagafan.jp/

詳しくは

興23日のみのイベント

　焔ロンドンバスクルージング（荒天中止）

　　祐徳神社前バス停発着

　　　①11 時　②12時 30 分　③14時 30 分

　　※事前に配布する整理券が必要です

　焔不知火太鼓演奏、落語などのステージイベント

　焔働く車の展示　焔けん玉認定会　など

興24日のみのイベント

　焔なつかしＣＡＲにばる

　　クラシックカーファン必見！懐かしか～車が

　　約１００台！参道を埋め尽くします。

　　『昔の発動機運転会』も同時開催。15 時から

　　は表彰式とエンディングパレード！

寓２日間限定“祐徳彩りいなり弁当”

　　　　（参道の花見会場で販売）

※写真は
　イメージ
※写真は
　イメージ

祐徳門前春まつり祐徳門前春まつり建建

春のイベント情報春のイベント情報

　江戸から昭和の歴史漂う多良海道肥前浜宿、酒の神様

感謝まつりや、合同蔵開き。

　新酒の香りと春の桜に酔いしれませんか？

と　　き　３月 23 日（土）・24日（日）10 時～ 17 時

と　こ　ろ　肥前浜宿酒蔵通り、庄金地区ほか

　焔全国の酒＆鹿島の酒飲み比べ（有料）

　焔郷土芸能（面浮立・獅子舞・日本舞踊など）

　焔東部中吹奏楽　焔ＢＭＸ自転車パフォーマンス

　焔さるまわし　焔エイサー　焔祇園踊り

　焔佐賀大学『面浮立～過去・現在そして未来～』展など

　肥前浜宿花と酒（咲け）まつり実行委員会

　（肥前浜駅内）　緯０９５４（６９）８００４

詳しくは

肥前浜宿花と酒（咲け）まつり肥前浜宿花と酒（咲け）まつり建建

鹿島酒蔵ツーリズム遺　２０１９鹿島酒蔵ツーリズム遺　２０１９建建

カー
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鹿島おまつり市・かしま発酵まつり鹿島おまつり市・かしま発酵まつり

　鹿島発酵研究会　福井

　緯０９０（３０１７）６０３２

詳しくは

怯かしま発酵まつり（矢野酒造たつみの蔵）

　興 23 日（土）・24 日（日）10 時～ 16 時開催

　焔蔵開きの新酒とＫＡＳＨＩＭＡＮドッグで楽しむ

　　　深町宏＆J・パーカーズ＆な～な～ずコンサート

　焔～塩麹＆高菜～ＫＡＳＨＩＭＡＮドッグの限定販売

　焔地元発酵食品の試食・試飲販売

　　（粕漬、漬物、酒、パン、スイーツ、ヨーグルトなど）

　　※商品、試食には数に限りがあります

怯鹿島おまつり市（稲荷通り）

　興 23 日（土）10 時～ 16 時開催

　焔地元の新鮮農産物・特産品、こだわり加工品の販売

　焔鹿島産木材を使った木工製品の展示・販売

　焔ゆ～ゆんさがん酒呑みくらべ

　焔地元高校生による『高校生ショップ』

　焔ロンドンバスクルージング、

　　　　　　　　　チェーンソーアート　など

　市産業支援課

　緯０９５４（６３）３４１１

詳しくは

　好評を得ている花のトンネル『夜桜ボンボリ』を、今年も実施

します。佐賀県三大桜の名所旭ケ岡公園にお越しください。

　期　　間　３月 27 日（水）～４月７日（日）

　※桜の開花状況により期間を変更することがあります。

　栢ライトアップ　18時～ 22 時

旭ヶ岡公園桜まつり旭ヶ岡公園桜まつり

建３月開催分

胸鹿島市観桜学童軟式野球大会（市民球場ほか）
　開催日　９・10・16・21 日　　開始時間　９時

胸鹿島市観桜近接中学校軟式野球大会（市民球場）
　開催日　23・24 日　　開始時間　９時

胸県観桜少年サッカー大会（蟻尾山公園グラウンド）
　開催日　24 日（日）　　開始時間　８時 30分

胸県下少女バレーボール観桜大会（市民体育館ほか）
　開催日　24 日（日）　　開始時間　８時 30分

胸四地区対抗鹿島観桜テニス大会（北公園）
　開催日　24 日（日）　　開始時間　９時

胸観桜中学生女子ソフトボール大会（西部中学校）
　開催日　31 日（日）　　開始時間　９時

胸桜まつりチャリティ茶会（横田公民館）
　開催日　31 日（日）　　開始時間　10時

建４月開催分

胸観桜福祉囲碁大会（市民交流プラザかたらい）
　開催日　１日（月）　　開始時間　９時

胸観桜ゲートボール大会（中川グラウンド）
　開催日　２日（火）　　開始時間　８時

胸鹿島観桜少年柔道大会（鹿島高校）
　開催日　７日（日）　　開始時間　８時

胸鹿島観桜弓道大会（市民武道館）
　開催日　７日（日）　　開始時間　９時

胸桜まつり少年剣道大会（明倫小学校）
　開催日　７日（日）　　開始時間　９時

胸桜まつり県下民踊大会（松陰神社外苑）
　開催日　７日（日）　　開始時間　10 時 30 分

胸鹿島市観桜卓球大会（市民体育館）
　開催日　14 日（日）　　開始時間　８時 30分

　商工観光課　緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

建建

建建

春のイベント情報春のイベント情報

桜まつり関連行事

　現在、市内の公共交通を取り巻く経営環境は厳しさを増し、多くの

人の安全・安心な移動のためにも、公共交通の再生・活性化は重要な

課題です。市では平成２９年３月に策定した地域公共交通網形成計画

に基づいて、誰もがいつまでも公共交通を利用できるために４月から

以下のとおり交通路線の見直しを予定しています。

　皆さんぜひご利用いただき、これからの地域公共交通を一緒に守っ

ていきましょう。

　企画財政課企画係

　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

路線バス路線バス

【長野線】【矢答線】を廃止します

　詳しい変更内容はお尋ねいただくか、市ホームページをご覧ください。

みんなで守ろう
地域公共交通

予約型のりあいタクシー予約型のりあいタクシー

【能古見線】【古枝線】の運行内容を変更します

　【能古見線】　路線バス【長野線】廃止に伴い、沿線だった一部地域を

　　　　　　　対象に運行を拡大します。

　【古　枝　線】　路線バス【矢答線】廃止に伴い、沿線だった一部地域を

　　　　　　　対象に新たに運行を開始します。

　予約型のりあいタクシーを利用する場合は、事前登録と電話予約が必

要です。詳しくは市ホームページか、該当地区に配布しているパンフ

レット等をご覧ください。

市内循環バスと高津原・予約型のりあいタクシー乗車無料！市内循環バスと高津原・予約型のりあいタクシー乗車無料！
みんな乗って乗って！ご利用ありがとう週間！みんな乗って乗って！ご利用ありがとう週間！

対象者は全路線全便で運賃無料！　何回乗っても無料！対象者は全路線全便で運賃無料！　何回乗っても無料！

胸市内循環バス　　　　　　４月１日（月）～６日（土）
胸高津原のりあいタクシー　４月２日（火）・４日（木）・６日（土）
胸予約型のりあいタクシー　４月１日（月）～５日（金）

対　象　学生（小学・中学・高校生）、65 歳以上の高齢者（昭和 30 年４月１日以前生まれの人）、運転免許自主返納者、

　　　　障がい者（身体障がい者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付を受けている人）および介護人（１人につき１人）

※学生証、被保険者証、運転経歴証明書、障がい者手帳などの提示を求められる場合がありますので必ず携行してください。

期間限定

４月から市内路線バスなどの
　　　　　　運行が変わります
４月から市内路線バスなどの
　　　　　　運行が変わります

　鹿島駅にほど近い矢野酒造とその周辺では、

伝統的な発酵食品や地酒、地元産品にこだわっ

たイベントでおもてなしします。

　と　　き　３月 23 日（土）・24日（日）

　と　こ　ろ　矢野酒造（たつみの蔵）と

　　　　　　　　　　　その周辺（稲荷通り）
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鹿島おまつり市・かしま発酵まつり鹿島おまつり市・かしま発酵まつり

　鹿島発酵研究会　福井

　緯０９０（３０１７）６０３２

詳しくは

怯かしま発酵まつり（矢野酒造たつみの蔵）

　興 23 日（土）・24 日（日）10 時～ 16 時開催

　焔蔵開きの新酒とＫＡＳＨＩＭＡＮドッグで楽しむ

　　　深町宏＆J・パーカーズ＆な～な～ずコンサート

　焔～塩麹＆高菜～ＫＡＳＨＩＭＡＮドッグの限定販売

　焔地元発酵食品の試食・試飲販売

　　（粕漬、漬物、酒、パン、スイーツ、ヨーグルトなど）

　　※商品、試食には数に限りがあります

怯鹿島おまつり市（稲荷通り）

　興 23 日（土）10 時～ 16 時開催

　焔地元の新鮮農産物・特産品、こだわり加工品の販売

　焔鹿島産木材を使った木工製品の展示・販売

　焔ゆ～ゆんさがん酒呑みくらべ

　焔地元高校生による『高校生ショップ』

　焔ロンドンバスクルージング、

　　　　　　　　　チェーンソーアート　など

　市産業支援課

　緯０９５４（６３）３４１１

詳しくは

　好評を得ている花のトンネル『夜桜ボンボリ』を、今年も実施

します。佐賀県三大桜の名所旭ケ岡公園にお越しください。

　期　　間　３月 27 日（水）～４月７日（日）

　※桜の開花状況により期間を変更することがあります。

　栢ライトアップ　18時～ 22 時

旭ヶ岡公園桜まつり旭ヶ岡公園桜まつり

建３月開催分

胸鹿島市観桜学童軟式野球大会（市民球場ほか）
　開催日　９・10・16・21 日　　開始時間　９時

胸鹿島市観桜近接中学校軟式野球大会（市民球場）
　開催日　23・24 日　　開始時間　９時

胸県観桜少年サッカー大会（蟻尾山公園グラウンド）
　開催日　24 日（日）　　開始時間　８時 30分

胸県下少女バレーボール観桜大会（市民体育館ほか）
　開催日　24 日（日）　　開始時間　８時 30分

胸四地区対抗鹿島観桜テニス大会（北公園）
　開催日　24 日（日）　　開始時間　９時

胸観桜中学生女子ソフトボール大会（西部中学校）
　開催日　31 日（日）　　開始時間　９時

胸桜まつりチャリティ茶会（横田公民館）
　開催日　31 日（日）　　開始時間　10時

建４月開催分

胸観桜福祉囲碁大会（市民交流プラザかたらい）
　開催日　１日（月）　　開始時間　９時

胸観桜ゲートボール大会（中川グラウンド）
　開催日　２日（火）　　開始時間　８時

胸鹿島観桜少年柔道大会（鹿島高校）
　開催日　７日（日）　　開始時間　８時

胸鹿島観桜弓道大会（市民武道館）
　開催日　７日（日）　　開始時間　９時

胸桜まつり少年剣道大会（明倫小学校）
　開催日　７日（日）　　開始時間　９時

胸桜まつり県下民踊大会（松陰神社外苑）
　開催日　７日（日）　　開始時間　10 時 30 分

胸鹿島市観桜卓球大会（市民体育館）
　開催日　14 日（日）　　開始時間　８時 30分

　商工観光課　緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

建建

建建
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桜まつり関連行事

　現在、市内の公共交通を取り巻く経営環境は厳しさを増し、多くの

人の安全・安心な移動のためにも、公共交通の再生・活性化は重要な

課題です。市では平成２９年３月に策定した地域公共交通網形成計画

に基づいて、誰もがいつまでも公共交通を利用できるために４月から

以下のとおり交通路線の見直しを予定しています。

　皆さんぜひご利用いただき、これからの地域公共交通を一緒に守っ

ていきましょう。

　企画財政課企画係

　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

路線バス路線バス

【長野線】【矢答線】を廃止します

　詳しい変更内容はお尋ねいただくか、市ホームページをご覧ください。

みんなで守ろう
地域公共交通

予約型のりあいタクシー予約型のりあいタクシー

【能古見線】【古枝線】の運行内容を変更します

　【能古見線】　路線バス【長野線】廃止に伴い、沿線だった一部地域を

　　　　　　　対象に運行を拡大します。

　【古　枝　線】　路線バス【矢答線】廃止に伴い、沿線だった一部地域を

　　　　　　　対象に新たに運行を開始します。

　予約型のりあいタクシーを利用する場合は、事前登録と電話予約が必

要です。詳しくは市ホームページか、該当地区に配布しているパンフ

レット等をご覧ください。

市内循環バスと高津原・予約型のりあいタクシー乗車無料！市内循環バスと高津原・予約型のりあいタクシー乗車無料！
みんな乗って乗って！ご利用ありがとう週間！みんな乗って乗って！ご利用ありがとう週間！

対象者は全路線全便で運賃無料！　何回乗っても無料！対象者は全路線全便で運賃無料！　何回乗っても無料！

胸市内循環バス　　　　　　４月１日（月）～６日（土）
胸高津原のりあいタクシー　４月２日（火）・４日（木）・６日（土）
胸予約型のりあいタクシー　４月１日（月）～５日（金）

対　象　学生（小学・中学・高校生）、65 歳以上の高齢者（昭和 30 年４月１日以前生まれの人）、運転免許自主返納者、

　　　　障がい者（身体障がい者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付を受けている人）および介護人（１人につき１人）

※学生証、被保険者証、運転経歴証明書、障がい者手帳などの提示を求められる場合がありますので必ず携行してください。

期間限定

４月から市内路線バスなどの
　　　　　　運行が変わります
４月から市内路線バスなどの
　　　　　　運行が変わります

　鹿島駅にほど近い矢野酒造とその周辺では、

伝統的な発酵食品や地酒、地元産品にこだわっ

たイベントでおもてなしします。

　と　　き　３月 23 日（土）・24日（日）

　と　こ　ろ　矢野酒造（たつみの蔵）と

　　　　　　　　　　　その周辺（稲荷通り）
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文化・スポーツの結果

　大好きな鹿島小学校の吹奏楽部の先生
になり、九州大会で金賞を取って全国大
会に行くこと。これが私の将来の夢です。
　こう思うようになったきっかけは、七
月に行われた吹奏楽部の県大会の経験か
らです。この大会で金賞を取ることを目
標に、私は練習をがんばってきました。
音の強弱をつけること、指揮者を見て音
を合わせることなどを意識しながら練習
に取り組みました。下級生へリズムやテ
ンポ、音のアドバイスもしてきました。

　そしてむかえた県大会。私たちは一生
けん命演奏して練習の成果を出し切りま
した。しかし、結果は銀賞でした。くや
しかった。くやしくて涙が出ました。こ
の時私は、「鹿島小学校の一員としても
う一度大会に出たい。」
と強く思いましたが、今年は中学生にな
るのでもう出ることはできません。そこ
で私は、吹奏楽部の先生になって鹿島小
学校にもどり、もう一度県大会での優勝
を目指そうと決意しました。
　私がなりたい吹奏楽部の先生の理想像
は二つあります。
　一つ目は、楽器の音を正確に聞き分け
られる先生です。一つ一つの音を正しく
聞き分けることができれば、まちがって
いる音に気づいて正しい音を教えてあげ
ることができます。そうすれば、吹奏楽
全体の合奏がきれいになると思うからで
す。
　二つ目は、どんな楽器でも教えること

ができる先生です。今の吹奏楽部では六
種類の楽器を使っています。ですが、
もっとたくさんの楽器を使って合奏でき
れば、さらにすばらしい演奏ができると
思うからです。
　このような先生になれるように、私は
今色々な楽器のことを勉強したり、実際
にふれて演奏してみたりしたいと思って
います。また、先生や友達に音を出して
もらって、聞き分ける練習もするように
しています。他にも、教えることに慣れ
ておくことも大切だと思うので、中学生
や高校生になった時には、小学生や小さ
い子に教えてあげる機会をたくさんつく
りたいと思っています。
　県大会で金賞を取れなかったことは残
念でしたが、そのくやしさが今の自分の
力になっています。夢に向かってこれか
らもがんばっていきます。

くやしさをバネに

鹿島小学校　６年

平野　裕菜

　「あのカウンターに立ちたい。」
私の夢は、図書館司書としてカウンター
に立って働くことです。この夢は、小学
四年生のころから持ち続けています。
　私は、市民図書館をよく利用します。
夏休みには、毎日のように行き、読書を
したり勉強をしたりしていました。市民
図書館の、静かで落ち着いた雰囲気が好
きだからです。
　ある日、調べものをするために、市民
図書館へ本を探しにいきました。自分で
は見つけられなかったので司書の方にた
ずねると、パソコンを使ってすぐに調べ

てくださいました。そして、優しくてい
ねいに、
「この本だよね。」
と、本がある場所に案内してくださいま
した。
　また、市民図書館のイベントに参加し
たときには、私の顔を見るとすぐに、
　「久しぶり。」
と、声をかけてくれました。そんな、優
しい司書さんの姿に、私はあこがれをも
つようになりました。
　司書という夢をもった私は、司書にな
るための方法をインターネットで調べて
みました。すると、短大や大学で「司書
養成科目」を学び、司書の資格を取得す
る必要があることが分かりました。そし
て、実際に働くためには、採用試験に合
格しなくてはいけません。子どものころ
からの、国語や社会、英語などの勉強が
役に立つと書いてあったので、これから
も勉強を頑張っていこうと思います。
　また、実際に司書として働いている方
にも、インタビューをしてみました。司

書になると、たくさんのことを任される
そうです。例えば、読み聞かせなどのイ
ベントを開催することです。イベントで
は、小さな子どもからお年寄りの方まで、
たくさんの方と接することになります。
そのため、参加者とコミュニケーション
を取ることが大切です。私は、人と話す
のは得意なので、コミュニケーション能
力をもっと高めていくために、これから
もたくさんの人と積極的に関わっていき
たいと思います。
　司書は、専門的な知識も必要ですが、
子ども達や大人の方、お年寄りの方など、
たくさんの人に本の面白さ、大切さを伝
えることも大事な仕事だと思います。そ
のためには、まずは、私自身が本の面白
さ、大切さを知ることが大事だと思いま
した。これからも、たくさんの本を読み、
本の面白さを見つけていきたいと思いま
す。
　私は、司書という夢を絶対に叶え、本
の面白さを多くの人に伝えていきたいで
す。

本の面白さを
　　　多くの人に

能古見小学校　６年

橋村　世奈

 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

皐第３回全国少年少女選抜テコンドー選手権大会

　開　催　日　１月20日（岐阜県かんぽの宿岐阜羽根島体育館）

　【女子キョルギ部門】

　（女子８～９歳　ミドル級－30kg 級）

　　２位　川島　涼羽（浜小１年）

皐第18回全国小学生ソフトテニス大会県予選会

　開　催　日　１月 26 日（唐津市松浦河畔公園庭球場）

　【４年生以下ダブルスの部】

　　３位　糸山　大貴・田代　憲太郎（古枝小３年）

　※全国大会出場

皐全国博愛絵画展

　秀作賞　小森　愛結（明倫小２年）

　博愛賞　小野　龍一（明倫小２年）

　　　　　小森　祐輝（明倫小４年）

皐第44回佐賀県吹奏楽アンサンブルコンテスト

　【中学校の部】

　　金賞　西部中学校吹奏楽部　クラリネット五重奏

　※九州大会出場

ぼくの夢
　わたしの夢
　　　　　　を発表

ぼくの夢
　わたしの夢
　　　　　　を発表

　２月３日に開催した『鹿島市PTA活動少年の夢

合同発表会で、各小中学校の代表１１人が自分

の夢や体験、思いを発表しました。

　また、当日は『俳句』も展示されました。

　今回、その小中学生の発表と俳句の優秀作品

を掲載します。（敬称略）

　市青少年育成市民会議事務局（生涯学習課内）

　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは

　総務課総務係

　緯０９５４（６３）２１１１

詳しくは

　市のマイクロバス『もくせい号』の老朽化に伴い、

今回、宝くじの収益金を財源とするコミュニティ助

成事業の助成を受けて、新しくマイクロバスを整備

しました。

　乗降口には補助ステップ、後方には車椅子のまま

乗車できるリフトを装備し、みんなにやさしいユニ

バーサルデザインのバスとなっています。

　愛称は『ゆりのき号』。約１００年前に鹿島鍋島

家１４代当主鍋島直縄公が植樹し、現在の市庁舎前

に栄えているユリノキ（別名：チューリップの木）

にちなんで命名しました。

寓市のマイクロバス『ゆりのき号』

平成３０年度コミュニティ助成事業平成３０年度コミュニティ助成事業

バリアフリー対応マイクロバス
　　　　　　　を整備しました
バリアフリー対応マイクロバス
　　　　　　　を整備しました
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文化・スポーツの結果

　大好きな鹿島小学校の吹奏楽部の先生
になり、九州大会で金賞を取って全国大
会に行くこと。これが私の将来の夢です。
　こう思うようになったきっかけは、七
月に行われた吹奏楽部の県大会の経験か
らです。この大会で金賞を取ることを目
標に、私は練習をがんばってきました。
音の強弱をつけること、指揮者を見て音
を合わせることなどを意識しながら練習
に取り組みました。下級生へリズムやテ
ンポ、音のアドバイスもしてきました。

　そしてむかえた県大会。私たちは一生
けん命演奏して練習の成果を出し切りま
した。しかし、結果は銀賞でした。くや
しかった。くやしくて涙が出ました。こ
の時私は、「鹿島小学校の一員としても
う一度大会に出たい。」
と強く思いましたが、今年は中学生にな
るのでもう出ることはできません。そこ
で私は、吹奏楽部の先生になって鹿島小
学校にもどり、もう一度県大会での優勝
を目指そうと決意しました。
　私がなりたい吹奏楽部の先生の理想像
は二つあります。
　一つ目は、楽器の音を正確に聞き分け
られる先生です。一つ一つの音を正しく
聞き分けることができれば、まちがって
いる音に気づいて正しい音を教えてあげ
ることができます。そうすれば、吹奏楽
全体の合奏がきれいになると思うからで
す。
　二つ目は、どんな楽器でも教えること

ができる先生です。今の吹奏楽部では六
種類の楽器を使っています。ですが、
もっとたくさんの楽器を使って合奏でき
れば、さらにすばらしい演奏ができると
思うからです。
　このような先生になれるように、私は
今色々な楽器のことを勉強したり、実際
にふれて演奏してみたりしたいと思って
います。また、先生や友達に音を出して
もらって、聞き分ける練習もするように
しています。他にも、教えることに慣れ
ておくことも大切だと思うので、中学生
や高校生になった時には、小学生や小さ
い子に教えてあげる機会をたくさんつく
りたいと思っています。
　県大会で金賞を取れなかったことは残
念でしたが、そのくやしさが今の自分の
力になっています。夢に向かってこれか
らもがんばっていきます。

くやしさをバネに

鹿島小学校　６年

平野　裕菜

　「あのカウンターに立ちたい。」
私の夢は、図書館司書としてカウンター
に立って働くことです。この夢は、小学
四年生のころから持ち続けています。
　私は、市民図書館をよく利用します。
夏休みには、毎日のように行き、読書を
したり勉強をしたりしていました。市民
図書館の、静かで落ち着いた雰囲気が好
きだからです。
　ある日、調べものをするために、市民
図書館へ本を探しにいきました。自分で
は見つけられなかったので司書の方にた
ずねると、パソコンを使ってすぐに調べ

てくださいました。そして、優しくてい
ねいに、
「この本だよね。」
と、本がある場所に案内してくださいま
した。
　また、市民図書館のイベントに参加し
たときには、私の顔を見るとすぐに、
　「久しぶり。」
と、声をかけてくれました。そんな、優
しい司書さんの姿に、私はあこがれをも
つようになりました。
　司書という夢をもった私は、司書にな
るための方法をインターネットで調べて
みました。すると、短大や大学で「司書
養成科目」を学び、司書の資格を取得す
る必要があることが分かりました。そし
て、実際に働くためには、採用試験に合
格しなくてはいけません。子どものころ
からの、国語や社会、英語などの勉強が
役に立つと書いてあったので、これから
も勉強を頑張っていこうと思います。
　また、実際に司書として働いている方
にも、インタビューをしてみました。司

書になると、たくさんのことを任される
そうです。例えば、読み聞かせなどのイ
ベントを開催することです。イベントで
は、小さな子どもからお年寄りの方まで、
たくさんの方と接することになります。
そのため、参加者とコミュニケーション
を取ることが大切です。私は、人と話す
のは得意なので、コミュニケーション能
力をもっと高めていくために、これから
もたくさんの人と積極的に関わっていき
たいと思います。
　司書は、専門的な知識も必要ですが、
子ども達や大人の方、お年寄りの方など、
たくさんの人に本の面白さ、大切さを伝
えることも大事な仕事だと思います。そ
のためには、まずは、私自身が本の面白
さ、大切さを知ることが大事だと思いま
した。これからも、たくさんの本を読み、
本の面白さを見つけていきたいと思いま
す。
　私は、司書という夢を絶対に叶え、本
の面白さを多くの人に伝えていきたいで
す。

本の面白さを
　　　多くの人に

能古見小学校　６年

橋村　世奈

 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

皐第３回全国少年少女選抜テコンドー選手権大会

　開　催　日　１月20日（岐阜県かんぽの宿岐阜羽根島体育館）

　【女子キョルギ部門】

　（女子８～９歳　ミドル級－30kg 級）

　　２位　川島　涼羽（浜小１年）

皐第18回全国小学生ソフトテニス大会県予選会

　開　催　日　１月 26 日（唐津市松浦河畔公園庭球場）

　【４年生以下ダブルスの部】

　　３位　糸山　大貴・田代　憲太郎（古枝小３年）

　※全国大会出場

皐全国博愛絵画展

　秀作賞　小森　愛結（明倫小２年）

　博愛賞　小野　龍一（明倫小２年）

　　　　　小森　祐輝（明倫小４年）

皐第44回佐賀県吹奏楽アンサンブルコンテスト

　【中学校の部】

　　金賞　西部中学校吹奏楽部　クラリネット五重奏

　※九州大会出場

ぼくの夢
　わたしの夢
　　　　　　を発表

ぼくの夢
　わたしの夢
　　　　　　を発表

　２月３日に開催した『鹿島市PTA活動少年の夢

合同発表会で、各小中学校の代表１１人が自分

の夢や体験、思いを発表しました。

　また、当日は『俳句』も展示されました。

　今回、その小中学生の発表と俳句の優秀作品

を掲載します。（敬称略）

　市青少年育成市民会議事務局（生涯学習課内）

　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは

　総務課総務係

　緯０９５４（６３）２１１１

詳しくは

　市のマイクロバス『もくせい号』の老朽化に伴い、

今回、宝くじの収益金を財源とするコミュニティ助

成事業の助成を受けて、新しくマイクロバスを整備

しました。

　乗降口には補助ステップ、後方には車椅子のまま

乗車できるリフトを装備し、みんなにやさしいユニ

バーサルデザインのバスとなっています。

　愛称は『ゆりのき号』。約１００年前に鹿島鍋島

家１４代当主鍋島直縄公が植樹し、現在の市庁舎前

に栄えているユリノキ（別名：チューリップの木）

にちなんで命名しました。

寓市のマイクロバス『ゆりのき号』

平成３０年度コミュニティ助成事業平成３０年度コミュニティ助成事業

バリアフリー対応マイクロバス
　　　　　　　を整備しました
バリアフリー対応マイクロバス
　　　　　　　を整備しました
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　私の将来の夢は、大工になることです。
その理由は、三つあります。
　一つ目は、友だちの家に行った時、家
がとてもきれいで自分もこんな家を造っ
てみたいと思ったからです。
　二つ目は、家を建て替えるテレビの番
組で大工さんが汗をたくさんかいていて
一所懸命に働いているのを見たからです。

低い所も、高い所も、人が見えない所ま
でも、その家の人のために家造りをして
いました。そして、私は、その家の人が
出来上がったのを見て喜ぶ姿が大好きで
す。私も自分の仕事でみんなを笑顔にし
ていきたいと思うようになりました。
　最後の、そして最大の理由は、私のお
母さんが病気で倒れたからです。お母さ
んは、八月から病院に入院しています。
そして、やっと一月に家に外泊できるこ
とになりました。でも、その時、お母さ
んは車いすで移動していたので、段差な
どがある所では、大変そうでした。それ
を見て、お母さんの役に立てるように段
差のない家を建ててあげたいと思いまし
た。
　一人前の大工になるためには、十年は
かかると聞いてびっくりしました。しか

し、高校や専門学校で立派な大工になる
ためにがんばって勉強したいと思います。
くぎ打ちやのこぎりで木を切ることなど、
大工に必要な事を早くできるようになり
たいです。女性で大工になっている人は
少ないと聞きました。だけど、勉強や修
行もあきらめずにがんばろうと思います。
　いろいろな方から、
「大工になったら、うちの家を建てて
ね。」
と、期待の込もった言葉をかけてもらっ
ています。大工になって、住み心地の良
い家を建て、お世話になった恩返しをし
たいと思っています。
　誰もが住みやすいユニバーサルデザイ
ンの家を建てられる立派な大工になって、
お母さんやたくさんの人を笑顔にしてい
きたいです。

誰もが笑顔になれる
　　　　　家を建てる

七浦小学校　６年

堀口　歩未

　わたしの夢は、２０２３年佐賀県で行
われる国民体育大会のなぎなたの競技に
出場し、優勝することです。
　なぎなたとの出会いは四年生の時に見
た試合動画でした。選手の動きのかっこ
よさ、礼儀正しく競技に向かう姿勢の美
しさに、わたしは一瞬で引きこまれまし
た。動画を見せてくれた父に
「なぎなたしたい？」
と尋ねられ、
「うん。」
とわたしは即答し、実際に見学に行って
なぎなたをはじめることを決心しました。
　はじめは、型やルールを覚えるのが大
変で、寒い中に裸足で行う練習や、きっ
さきが体にあたる痛さも辛く感じること
もありました。でも、先生方や仲間との
出会いや学びは、わたしを日々成長させ、
辛さは、喜びや楽しさに変わっていきま

した。今では、なぎなたが、自分を最大
に引き出してくれていると考えるぐらい
です。
　五年生の夏、わたしは全国大会に出場
するチャンスをつかみました。大きな大
会で、とてもとても緊張しました。試合
が始まると、一本目で、転んでしまい、
「もう終わった。」
と思いました。涙が出そうになりながら、
大きな声を出し、なんとか相手に向かい
ました。結果は、負け。技術的にも、気
持ち的にも、負けた自分に悔しくなりま
した。次の大会では、絶対に負けたくな
い。強くなりたいと心に誓いました。
　佐賀に戻り、練習の日々が始まりまし
た。次の全国大会までには、どんな練習
が必要か先生方と相談し、鍛える方法を
考えました。家でも毎日練習をすること
にしました。また、さまざまな大会に出
場し経験を重ね、努力を続けました。そ
して、ついに二度目の全国大会出場の
チャンスが巡ってきました。東京の武道
館で行われると聞いて、わたしはゾクゾ
クしました。まずは、演技競技。結果は
二位。仲間と取った二位は嬉しかったで
す。「でも、一位ではなく、二位・・・
個人戦では一位になりたい。」防具を着
けると、肩に力が入り心臓がはちきれそ
うになりました。目をつむり深呼吸をす

ると、いつも側で応援してくれている家
族の顔、先生方や仲間の顔が浮かび「一
人じゃない」と落ち着くことができまし
た。順調に決勝に勝ち進み、あと一戦。
これで勝てば勝者が決まる。始まりの笛
が鳴り、一本取られた。一本取りかえし
た。そこで審判の声
「勝負！すね！」
一斉に旗が上がり「三対〇」わたしが勝
ちました。会場から「おー。」と声が聞
こえました。
　表彰台に乗り、武道館一杯に、私の名
前が響きました。その時の嬉しさが、今
でも忘れられません。ここまで、支えて
きてくれたみんなの事を思い、感謝の気
持ちで胸が一杯になりました。
　この喜びと感謝の瞬間を、自分のふる
さと佐賀で味わうことができたらどんな
にすてきだろうと思います。いつも、側
で支えてくれている家族や先生方に、恩
返しをし、感謝の気持ちを伝えたい。そ
のためにも、この佐賀で行われる国体で、
一位をめざしたいです。日本中の人たち
に、なぎなたの佐賀！と言わせたいです。
夢を叶えるために、これからもっともっ
と努力を重ね、技術の面でも気持ちの面
でも成長できるように頑張ります！今日
も、精一杯練習をしてきます。

めざせ国体２０２３

明倫小学校　６年

大谷　舞桜
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投句数　総数 3,866 句
（実行委員会に寄せられた俳句）

小学生　１年生　460 句
　　　　２年生　464 句
　　　　３年生　359 句
　　　　４年生　463 句
　　　　５年生　493 句
　　　　６年生　495 句

中学生　１年生　432 句
　　　　２年生　266 句
　　　　３年生　434 句

　ぼくの夢は科学者になって宇宙を調査
するロボットをつくることです。どうし
て科学者になりたいかというといまだ、
なぞが多い宇宙を知りつくしたいと強く
思っているからです。
　ばくは、三年生の時、普段見上げてい
る空の上空には宇宙があると知りました。
そして、宇宙がどんなところなのか気に
なったので、本を使って調べることにし
ました。すると、二つ気になることがあ
りました。一つ目は、宇宙のことが全て

調べられていないということです。この
ことを知り、ばくは宇宙のことを自分で
調べたいと強く思いました。二つ目は、
ブラックホールというものがあり吸いこ
まれたらどうなるかわからないというこ
とです。ばくはブラックホールの中に入
ると、異世界に行けるのではないかと考
えました。ブラックホールを介して地球
と異世界とでエネルギーのやりとりがで
きるのでは、などいろいろな事を考えて
いるうちに宇宙を調べたいと思いました。
この時はまだ、宇宙飛行士やロケットを
作ることに憧れを抱いていましたが、そ
の後ロボットを作りたいと思ったきっか
けがありました。
　ニュースを見ていたら、原子力発電所
の中をロボットが調べていたのです。な
ぜロボットが調べていたのかというと東
日本大震災で原子力発電所が被災したこ
とで、人が調べることができなかったた
めです。ばくはこのニュースを見て、人

が調べられないところをロボットで調べ
てみたいと思いました。今、ぼくは太陽
を調べたいと思っています。太陽には無
限のエネルギーがあると言われています。
もし本当にエネルギーが無限にあってそ
れを活用できるようになれば、世界のエ
ネルギー問題解決の糸口になると考えて
います。
　ばくは、この夢をかなえるためには、
努力することが必要だと思っています。
今、自分にできることは、しっかり勉強
することです。中学校、高校に進学し、
ロボットの研究ができる大学に行きたい
と考えています。そして、世界の様々な
問題に向き合っていく科学者になりたい
です。夢をかなえるまでに、多くの困難
に向き合うことと思います。しかし、ぼ
くが今もっている宇宙への興味を胸に、
どんな課題にも挑戦していきます。歴史
に名を残すような立派な科学者になりた
いです。

ぼくの夢

古枝小学校　６年

水城　孝寿

　「お医者さんになりたい。」
これは、私が保育園生のときにいだいた
夢です。
　最近テレビで芸能人が癌にかかったと
いうニュースや脳梗塞で亡くなったとい
うニュースをよく耳にします。このよう
なニュースを聞くたびに、
「早く医者になって助けたい、病気を治

してあげたい。」
という気持ちになります。
　また、私が小学三年生のとき私のお母
さんが交通事故にあいました。体の至る
ところを骨折したり、顔をけがしたりと、
とても重傷でした。しかし、病院のお医
者さんが手を尽くして下さり、今では普
通の生活を送ることができています。こ
のとき、お医者さんは責任がある仕事だ
けど人を助けられる唯一の存在だという
ことを知り、ますます興味をもちました。
　これから私は、中学生になります。一
生懸命に勉強をし、医者になるための知
識を身につけていきたいと思います。私
の理想とする医者は、「誰に対しても平
等な対応ができる医者」です。けがの
大・小や、医者と患者の関係性にかかわ
らず、どんな患者に対しても最大限に手

を尽くせる医者になりたいです。
　命の重さは子供であろうと大人であろ
うと、高齢者であろうと平等です。一人
一人の命に向きあい、一人でも多くの患
者を救える医者を目指したいです。医者
という仕事は患者さんの命を救うことが
できるし、家族の笑顔をつくることもで
きます。実際に、私のお母さんは、背骨
も骨折し、車イス生活になるだろうと言
われていました。しかし、リハビリのた
めに入院して毎日コツコツと体を動かし
て、歩けるようになり、家族全員喜んだ
ことを覚えています。このように、医者
という仕事は、患者を幸せにするのはも
ちろんのこと、患者の家族も笑顔にでき
ます。
　私は、一人でも多くの患者とその家族
を幸せにする医者になりたいです。

魅力あふれる医者

浜小学校　６年

峰松　凛花

　僕の将来の夢は「プロ野球選手」にな
ることです。そしてもう一つの夢は「甲
子園」に出て優勝することです。今年の
夏に選手権を見に阪神甲子園球場に行き
ました。するとプロ野球よりも満員に
なっていました。甲子園に行くとこんな
に大勢のお客さんの中でプレーできると
わかりました。それがきっかけでプロ野
球選手になるだけでなく甲子園に行きた
いと思いました。

　僕が野球を始めたのは、二年生の十月
でした。野球部に入ろうと思ったきっか
けは、お父さんにすすめられたからです。
その頃野球について分からなかったけど
入部してみると、ボールを投げたり、
バットを振ったりするのが楽しくなりま
した。野球のルールを覚えたりプレー中
の動きを考えたりするようになり、もっ
と楽しくなりました。しかし練習量がふ
えたり求められる質が高くなったりと、
きつくなってきました。そんなときに、
僕は図書館の中で「イチロー」という本
を読みました。それは、イチローが野球
を始めた時から今までの物語が書かれた
本です。その本では、イチローの小学生
のころには、野球部の練習だけでなく家
での自主練習もしていたと書いてありま
した。イチローは、メジャーリーグで活
躍する日本のスーパースターです。僕も
その本を読む前も知っていましたが、イ

チローみたいになりたいと思っていまし
た。イチローは人の倍以上、練習をして
いると分かり、これからは学校の練習だ
けでなく、家での自主練習も大事にした
いと思います。僕は中学生になっても野
球を続けます。甲子園に選手として出場
するために、活躍できる力を身につけた
いです。
　僕が野球を出来るのもいろんな人達の
おかげなので感謝しています。そして甲
子園に行って優勝したいです。そこで活
躍する僕を見てもらって、これから野球
をしようとする人を増やせたらいいなと
思います。また、プロ野球からイチロー
選手のようにメジャーリーグにもいって
活躍し、見て野球を楽しんでもらえるよ
うなプレーを目指します。そのためにも
日々の練習をこれからも続けていきます。

甲子園、そしてプロに

北鹿島小学校　６年

小池　樹希

ぼくの夢わたしの夢を発表 ぼくの夢わたしの夢を発表
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　私の将来の夢は、大工になることです。
その理由は、三つあります。
　一つ目は、友だちの家に行った時、家
がとてもきれいで自分もこんな家を造っ
てみたいと思ったからです。
　二つ目は、家を建て替えるテレビの番
組で大工さんが汗をたくさんかいていて
一所懸命に働いているのを見たからです。

低い所も、高い所も、人が見えない所ま
でも、その家の人のために家造りをして
いました。そして、私は、その家の人が
出来上がったのを見て喜ぶ姿が大好きで
す。私も自分の仕事でみんなを笑顔にし
ていきたいと思うようになりました。
　最後の、そして最大の理由は、私のお
母さんが病気で倒れたからです。お母さ
んは、八月から病院に入院しています。
そして、やっと一月に家に外泊できるこ
とになりました。でも、その時、お母さ
んは車いすで移動していたので、段差な
どがある所では、大変そうでした。それ
を見て、お母さんの役に立てるように段
差のない家を建ててあげたいと思いまし
た。
　一人前の大工になるためには、十年は
かかると聞いてびっくりしました。しか

し、高校や専門学校で立派な大工になる
ためにがんばって勉強したいと思います。
くぎ打ちやのこぎりで木を切ることなど、
大工に必要な事を早くできるようになり
たいです。女性で大工になっている人は
少ないと聞きました。だけど、勉強や修
行もあきらめずにがんばろうと思います。
　いろいろな方から、
「大工になったら、うちの家を建てて
ね。」
と、期待の込もった言葉をかけてもらっ
ています。大工になって、住み心地の良
い家を建て、お世話になった恩返しをし
たいと思っています。
　誰もが住みやすいユニバーサルデザイ
ンの家を建てられる立派な大工になって、
お母さんやたくさんの人を笑顔にしてい
きたいです。

誰もが笑顔になれる
　　　　　家を建てる

七浦小学校　６年

堀口　歩未

　わたしの夢は、２０２３年佐賀県で行
われる国民体育大会のなぎなたの競技に
出場し、優勝することです。
　なぎなたとの出会いは四年生の時に見
た試合動画でした。選手の動きのかっこ
よさ、礼儀正しく競技に向かう姿勢の美
しさに、わたしは一瞬で引きこまれまし
た。動画を見せてくれた父に
「なぎなたしたい？」
と尋ねられ、
「うん。」
とわたしは即答し、実際に見学に行って
なぎなたをはじめることを決心しました。
　はじめは、型やルールを覚えるのが大
変で、寒い中に裸足で行う練習や、きっ
さきが体にあたる痛さも辛く感じること
もありました。でも、先生方や仲間との
出会いや学びは、わたしを日々成長させ、
辛さは、喜びや楽しさに変わっていきま

した。今では、なぎなたが、自分を最大
に引き出してくれていると考えるぐらい
です。
　五年生の夏、わたしは全国大会に出場
するチャンスをつかみました。大きな大
会で、とてもとても緊張しました。試合
が始まると、一本目で、転んでしまい、
「もう終わった。」
と思いました。涙が出そうになりながら、
大きな声を出し、なんとか相手に向かい
ました。結果は、負け。技術的にも、気
持ち的にも、負けた自分に悔しくなりま
した。次の大会では、絶対に負けたくな
い。強くなりたいと心に誓いました。
　佐賀に戻り、練習の日々が始まりまし
た。次の全国大会までには、どんな練習
が必要か先生方と相談し、鍛える方法を
考えました。家でも毎日練習をすること
にしました。また、さまざまな大会に出
場し経験を重ね、努力を続けました。そ
して、ついに二度目の全国大会出場の
チャンスが巡ってきました。東京の武道
館で行われると聞いて、わたしはゾクゾ
クしました。まずは、演技競技。結果は
二位。仲間と取った二位は嬉しかったで
す。「でも、一位ではなく、二位・・・
個人戦では一位になりたい。」防具を着
けると、肩に力が入り心臓がはちきれそ
うになりました。目をつむり深呼吸をす

ると、いつも側で応援してくれている家
族の顔、先生方や仲間の顔が浮かび「一
人じゃない」と落ち着くことができまし
た。順調に決勝に勝ち進み、あと一戦。
これで勝てば勝者が決まる。始まりの笛
が鳴り、一本取られた。一本取りかえし
た。そこで審判の声
「勝負！すね！」
一斉に旗が上がり「三対〇」わたしが勝
ちました。会場から「おー。」と声が聞
こえました。
　表彰台に乗り、武道館一杯に、私の名
前が響きました。その時の嬉しさが、今
でも忘れられません。ここまで、支えて
きてくれたみんなの事を思い、感謝の気
持ちで胸が一杯になりました。
　この喜びと感謝の瞬間を、自分のふる
さと佐賀で味わうことができたらどんな
にすてきだろうと思います。いつも、側
で支えてくれている家族や先生方に、恩
返しをし、感謝の気持ちを伝えたい。そ
のためにも、この佐賀で行われる国体で、
一位をめざしたいです。日本中の人たち
に、なぎなたの佐賀！と言わせたいです。
夢を叶えるために、これからもっともっ
と努力を重ね、技術の面でも気持ちの面
でも成長できるように頑張ります！今日
も、精一杯練習をしてきます。
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投句数　総数 3,866 句
（実行委員会に寄せられた俳句）

小学生　１年生　460 句
　　　　２年生　464 句
　　　　３年生　359 句
　　　　４年生　463 句
　　　　５年生　493 句
　　　　６年生　495 句

中学生　１年生　432 句
　　　　２年生　266 句
　　　　３年生　434 句

　ぼくの夢は科学者になって宇宙を調査
するロボットをつくることです。どうし
て科学者になりたいかというといまだ、
なぞが多い宇宙を知りつくしたいと強く
思っているからです。
　ばくは、三年生の時、普段見上げてい
る空の上空には宇宙があると知りました。
そして、宇宙がどんなところなのか気に
なったので、本を使って調べることにし
ました。すると、二つ気になることがあ
りました。一つ目は、宇宙のことが全て

調べられていないということです。この
ことを知り、ばくは宇宙のことを自分で
調べたいと強く思いました。二つ目は、
ブラックホールというものがあり吸いこ
まれたらどうなるかわからないというこ
とです。ばくはブラックホールの中に入
ると、異世界に行けるのではないかと考
えました。ブラックホールを介して地球
と異世界とでエネルギーのやりとりがで
きるのでは、などいろいろな事を考えて
いるうちに宇宙を調べたいと思いました。
この時はまだ、宇宙飛行士やロケットを
作ることに憧れを抱いていましたが、そ
の後ロボットを作りたいと思ったきっか
けがありました。
　ニュースを見ていたら、原子力発電所
の中をロボットが調べていたのです。な
ぜロボットが調べていたのかというと東
日本大震災で原子力発電所が被災したこ
とで、人が調べることができなかったた
めです。ばくはこのニュースを見て、人

が調べられないところをロボットで調べ
てみたいと思いました。今、ぼくは太陽
を調べたいと思っています。太陽には無
限のエネルギーがあると言われています。
もし本当にエネルギーが無限にあってそ
れを活用できるようになれば、世界のエ
ネルギー問題解決の糸口になると考えて
います。
　ばくは、この夢をかなえるためには、
努力することが必要だと思っています。
今、自分にできることは、しっかり勉強
することです。中学校、高校に進学し、
ロボットの研究ができる大学に行きたい
と考えています。そして、世界の様々な
問題に向き合っていく科学者になりたい
です。夢をかなえるまでに、多くの困難
に向き合うことと思います。しかし、ぼ
くが今もっている宇宙への興味を胸に、
どんな課題にも挑戦していきます。歴史
に名を残すような立派な科学者になりた
いです。

ぼくの夢

古枝小学校　６年

水城　孝寿

　「お医者さんになりたい。」
これは、私が保育園生のときにいだいた
夢です。
　最近テレビで芸能人が癌にかかったと
いうニュースや脳梗塞で亡くなったとい
うニュースをよく耳にします。このよう
なニュースを聞くたびに、
「早く医者になって助けたい、病気を治

してあげたい。」
という気持ちになります。
　また、私が小学三年生のとき私のお母
さんが交通事故にあいました。体の至る
ところを骨折したり、顔をけがしたりと、
とても重傷でした。しかし、病院のお医
者さんが手を尽くして下さり、今では普
通の生活を送ることができています。こ
のとき、お医者さんは責任がある仕事だ
けど人を助けられる唯一の存在だという
ことを知り、ますます興味をもちました。
　これから私は、中学生になります。一
生懸命に勉強をし、医者になるための知
識を身につけていきたいと思います。私
の理想とする医者は、「誰に対しても平
等な対応ができる医者」です。けがの
大・小や、医者と患者の関係性にかかわ
らず、どんな患者に対しても最大限に手

を尽くせる医者になりたいです。
　命の重さは子供であろうと大人であろ
うと、高齢者であろうと平等です。一人
一人の命に向きあい、一人でも多くの患
者を救える医者を目指したいです。医者
という仕事は患者さんの命を救うことが
できるし、家族の笑顔をつくることもで
きます。実際に、私のお母さんは、背骨
も骨折し、車イス生活になるだろうと言
われていました。しかし、リハビリのた
めに入院して毎日コツコツと体を動かし
て、歩けるようになり、家族全員喜んだ
ことを覚えています。このように、医者
という仕事は、患者を幸せにするのはも
ちろんのこと、患者の家族も笑顔にでき
ます。
　私は、一人でも多くの患者とその家族
を幸せにする医者になりたいです。

魅力あふれる医者

浜小学校　６年

峰松　凛花

　僕の将来の夢は「プロ野球選手」にな
ることです。そしてもう一つの夢は「甲
子園」に出て優勝することです。今年の
夏に選手権を見に阪神甲子園球場に行き
ました。するとプロ野球よりも満員に
なっていました。甲子園に行くとこんな
に大勢のお客さんの中でプレーできると
わかりました。それがきっかけでプロ野
球選手になるだけでなく甲子園に行きた
いと思いました。

　僕が野球を始めたのは、二年生の十月
でした。野球部に入ろうと思ったきっか
けは、お父さんにすすめられたからです。
その頃野球について分からなかったけど
入部してみると、ボールを投げたり、
バットを振ったりするのが楽しくなりま
した。野球のルールを覚えたりプレー中
の動きを考えたりするようになり、もっ
と楽しくなりました。しかし練習量がふ
えたり求められる質が高くなったりと、
きつくなってきました。そんなときに、
僕は図書館の中で「イチロー」という本
を読みました。それは、イチローが野球
を始めた時から今までの物語が書かれた
本です。その本では、イチローの小学生
のころには、野球部の練習だけでなく家
での自主練習もしていたと書いてありま
した。イチローは、メジャーリーグで活
躍する日本のスーパースターです。僕も
その本を読む前も知っていましたが、イ

チローみたいになりたいと思っていまし
た。イチローは人の倍以上、練習をして
いると分かり、これからは学校の練習だ
けでなく、家での自主練習も大事にした
いと思います。僕は中学生になっても野
球を続けます。甲子園に選手として出場
するために、活躍できる力を身につけた
いです。
　僕が野球を出来るのもいろんな人達の
おかげなので感謝しています。そして甲
子園に行って優勝したいです。そこで活
躍する僕を見てもらって、これから野球
をしようとする人を増やせたらいいなと
思います。また、プロ野球からイチロー
選手のようにメジャーリーグにもいって
活躍し、見て野球を楽しんでもらえるよ
うなプレーを目指します。そのためにも
日々の練習をこれからも続けていきます。

甲子園、そしてプロに

北鹿島小学校　６年

小池　樹希

ぼくの夢わたしの夢を発表 ぼくの夢わたしの夢を発表
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　「ぼくの将来の夢は教師です。」

　これは、ぼくがずっと追い続けてきた
夢です。思い起こせば、小学四年生の時
に「二分の一成人式」がありました。そ
こで、
　「ぼくの将来の夢は教師です。そのた
めに日々の授業を真剣に聞きます。そし
て、生徒に愛される教師になり、いじめ
の無い安心出来る学校を作りたいで
す。」
と発表しました。
　なぜ、僕はそんなにも「教師」になり
たいのでしょうか。それは、ぼくの家族
の歴史に関係があります。中原家は祖父
から伯父、そして僕の父と教師の仕事に
就いてきました。
　祖父を知る人から、祖父がとても生徒
思いの素敵な先生であったことを教えて
もらいました。
　また、小学校の教師をしている父は、
毎日のように授業に使う道具を生徒のた
めに制作したり、分かりやすい授業をす
るために、今でも勉強に励んでいます。
そんな姿がぼくには、とても誇らしく、

そして格好良く思えます。
　父が実際に授業をしている姿を見たこ
とはありませんが、ぼくが七年間、小・
中学校で教わった先生方を思い浮かべる
と、きっと父の授業風景も格好良いに違
いありません。
　こんな祖父や父を家族にもったからこ
そ、ぼくは祖父からつながってきた「教
師」というバトンを受けとめたくなった
のだと思います。
　しかし、なりたいと思っているだけで
は、教師にはなれません。教師になるに
は、様々な能力とそれを身につける努力
が必要です。
　まず、頭脳。分かりやすく人に教えら
れる技術や知識が必要です。そのために
も今のぼくの目標は、どんなテストでも、
安定して上位を保てる学力を身につける
ことです。
　次に、子ども達の身体能力を向上させ
るためには、教師自身の運動神経も大切
だと思います。ぼくは今、野球部に所属
していますが、仲間以上に練習して、
もっと体を鍛えなければと考えています。
　そして、児童や生徒をまとめるために
は教師のリーダーシップも重要だと考え
ます。小学六年生の時には、合唱の指揮
者や、運動会の応援団長に立候補して、
自分なりにがんばりました。中学校に入
り、学級委員を経験していますが、小学
校時代とは違う難しさがあると感じてい
ます。学級で司会をしていても、中学生
は一人一人の意見の違いが明確で、いろ
いろな意見が出てきます。今、それぞれ

違う意見を上手くまとめる大変さを実感
しているところです。
　また、人と接するコミュニケーション
力も向上させたいと思っています。身近
なところでは、今のクラス三十一人全員
と仲良くなることが理想です。今のぼく
は、残念ながらまだ達成出来ていません。
なぜなら、ぼくは、たびたび自分の主張
が強すぎることがあるからです。一度、
口から出した言葉は消えません。僕自身
が発した言葉のせいで、何度か手痛い失
敗もしました。冗談のつもりで言った言
葉も捉え方によっては、相手を傷つけて
しまいます。このことは深く反省しなけ
ればならないと思います。これらの失敗
も経験として生かし、話し方や言葉の重
みも心がけることが出来る人になりたい
です。中学校生活の中で常に相手の立場
に立った言葉遣いが出来る人になること
を自分に誓いたいと思います。将来僕が
そんな思いやりのある先生になったら、
きっと生徒のやる気を引き出せる良い先
生になれることでしょう。
　夢の実現に向けて、これからは積極的
に前に出て、人前に立つような役割をさ
せてもらうにふさわしいと、みんなが認
めてくれる人に成長出来るようにがん
ばっていくつもりです。そうする中で、
みんなを引っ張っていく力もつくと思い
ます。
　そして、いつの日か祖父から父たちに
つながってきたバトンを、僕がしっかり
と受けとめてみせます。

祖父からの
　バトンをつなぐ

西部中学校　１年

中原　裕紀

　中学生になって一つ気づいたことがあ
ります。それは将来について明確に決め
なければならないということです。小学
校から中学校へは義務教育で進めますが、
中学校から高校に進むには自分のやりた
いことを学べる高校を選び受験をしなく
てはなりません。将来、やりたいことな
どあまり考えてもなかったので中学生に
なった私は少しあせっていました。そこ
で私は「好きなこと」を「やりたいこ
と」にしようと思いました。
　私の好きなことは小さな子供と遊ぶこ
とです。妹やいとこをあやしたりいっ
しょに遊んだりすることが多く、昔から
小さな子供と接する機会も多くありまし
た。このことをいかせる職業は何かと考
え、「保育士」という職業に興味をもつ
ようになりました。でも保育士の仕事に
ついてはまだほとんど分かっていません
でした。小さな子供と遊ぶだけの最高の
仕事だとしか思っていませんでした。

　二年生になり職場体験に行くことにな
りました。私が行くことになったのは私
が昔、通っていた保育園でした。緊張し
ながらも行ってみると、子ども達がかけ
寄ってきてくれてとてもうれしかったで
す。人見知りをする子どももおらず、と
ても接しやすかったです。でもうれしい
事やたのしい事ばかりではなく難しいこ
ともありました。例えば、おもちゃがほ
しくても「貸して。」と言えなくて助け
を求める子に「貸してっ、て言ってごら
ん。」とアドバイスをしたことや、トイ
レに本当に行きたいのか友達のまねをし
て言っているのか分からなかったことで
す。他にも年少のクラスでは食事の時に
ごはんだけが残らないようにするために、
「次はこれも食べようね。」と声をかけ
たりすることも必要でした。年長のクラ
スでは、嫌いなものがあっても最後まで
しっかり食べさせることも必要でした。
たいへんなこともありました。例えばブ
ランコを押してあげるのも年少の子には
高くなりすぎないように力加減をコント
ロールすることも必要でした。実際に保
育士として働いている人にインタビュー
をすることができました。「子ども達の
好きな所はどんな所ですか。」と質問す
ると、「素直な所です。」と答えてもら
いました。子供が「好き、きらい、おい
しい、まずい。」などはっきり言ってく
れるところが好きだそうです。この答え

から子ども達が自分の意見がしっかり述
べられる環境作りを保育士のみなさんが
されているんだなと思いました。一方で
お参りの時には数十分間静かに座って話
を聞いたり、先生の言ったことに対して
「はい、ありがとうございます。」など
しっかり返事やあいさつをしたり、食事
の時には「いただきます。ごちそうさま
でした。」を必ず言ったりしていました。
このような礼儀正しい子どもたちを育て
るための環境づくりはとても難しく大変
なことだと思いました。しかし、だから
こそ保育士になりたいと思いました。大
変で難しい仕事だからこそ、子どもたち
が大きく成長して保育園を卒園する時に
大きなやりがいというものを感じるのだ
ろうと思いました。
　保育士になることはとても大変で簡単
にはなれません。でも今やりたいことを
見つけた以上がんばるしかないなと覚悟
しました。今の私はがんばっているとは
自信を持って言うことはできません。自
分の夢への努力が実を結ぶようにがんば
りたいです。
　これから将来への道はどうなるのか分
かりません。しかし私は保育士という一
つの目標を見つけたので、その目標まで
大きな壁を乗りこえ走って行きたいです。
そして私のさらなる目標は、私が通って
いた保育園で保育士として子どもたちの
ためにがんばれる保育士になることです。

保育士だからこそ分かる
　　　　大きなやりがい

東部中学校　２年

岡　優希

　私は未来を明るくしたいと思います。
私が思う明るい未来とは、子育てをしや
すく、みんなが仲良くくらせるような未
来のことです。だけど、そう思うのは簡
単で、人間という生き物は理想を行動で
表すことが難しい生き物である。という
のが私の認識です。一人一人が行動で表
せられたら今よりももっと人が住みやす
い環境ができると思います。だから私も
行動で表わそうと思いました。
　私は自分の理想を実現するために医者
になろうと思います。医者は医者である
前にまず人から信頼されることが大切だ
と思います。
　信頼は自分でつくろうと思ってもなか
なか難しいものです。だけど地道に努力
をかさねれば人から信頼される人になる
と思います。人から信頼される人になる
には何事にもチャレンジし、失敗をおそ
れない事です。人から本当に信頼される
人はそう多くないと思います。人間はみ

んな、一度は失敗をするからです。失敗
しない人間なんていません。だから子ど
ものうちはたくさん失敗していいと思い
ます。むしろ、たくさん失敗してたくさ
ん学んで身につけた人が将来、きっとい
い大人になると思います。
　例えば、学生の頃に成績がよく、気が
利く人でも大人になってから失敗を繰り
返し、周りから信頼されなくなった人も
いるでしょう。反対に、学生の頃に何度
も先生からおこられて失敗した人でも大
人になった時に失敗した事を受け入れ、
自分のものにする人もいます。そんな人
は、いつか必ず周りから頼られる時が来
ると思います。だから私は今のうちにた
くさん失敗して将来はだれよりも信頼さ
れる大人になりたいと思います。
　私が医者になろうと思ったきっかけは
テレビであったドクターＸに影響を受け
たからです。主人公である大門未知子は
誰から否定的なことを言われようと、自
分の意見を貫いて患者さんから絶大な信
頼を受けました。　
　もうひとつ、私が医者になろうと思っ
たきっかけがあります。テレビで見た腹
腔鏡手術を日本に広めた金平永二医師で
す。金平永二医師は手術を求められた時、
どの病院にもかけつけるフリーランスの
医師でした。その頃はまだ腹腔鏡手術が
日本に広まっておらずあまり人々に信頼
されていない手術でした。時々仕事が入

るだけでなかなか生活が豊かになりませ
んでした。しかし金平永二医師は日本に
腹腔鏡手術を広めることを最優先に、手
術代を患者さんにまかせてたとえ手術代
が少なくとも手術をしています。自分の
人生を仕事にかけるのはとても勇気が必
要です。大門未知子と金平永二医師はと
ても立派だと思います。私は二人を越え
られるような医者になりたいと思います。
　私は目の前の命をすくうのが医者だと
思います。最近は医者なのに人を殺した
りする医者もいます。私が医者になった
時は私が関わった患者さんが死ぬことが
ないような医者になりたいです。さらに、
医療機器も開発したいと思います。今ま
で助けられなかった命を助けたり、ス
テージ４のがん患者さんを救うことがで
きるような医療機器を開発したりしたい
です。
　私の今の人生の目標は患者さんを大切
にして患者さんに信頼されるような医者
になることと、子どもが見ても大人が見
ても恥ずかしくない立派な大人になるこ
とです。そのために、たくさんのことに
チャレンジし、失敗もたくさん経験して
いきたいです。そして、いざ医者になっ
た時に、「私、失敗しないので」
と言っただけで患者さんを安心させたい
です。

信頼される
　大人になるために

東部中学校　２年

小野原　和心

　私の将来の夢は「保育士になること」

です。
　私が保育士になろうと思ったきっかけ
は、保育園に通っていた時の先生たちが、
私のことを優しく支えてくれていたこと
や先生たちの「笑顔が大好きだった」こ
とです。そして何よりも、私自身、「小
さい子供が大好き」だから保育士になろ
うと思いました。
　中学二年生で職場体験がありました。
私は自分が通っていた保育園で職場体験
をさせてもらうことになりました。
　その時、私がまだ小さかった頃と変わ
らない優しい笑顔で先生たちが迎えてく
れました。実際に、保育士の仕事をして
みて、初めて保育士の大変さとやりがい
を感じました。
　子供たちの中には、遊びの時間が終っ

ても「まだ遊びたい」など言ってなかな
か部屋に戻ってくれない子がいることや、
給食の時間にも、好き嫌いをして、給食
を食べようとしてくれない子がいました。
また、子供たちのお昼寝の時間に、泣い
ている子をあやすなど、先生たちの大変
さが分かりました。
　このように、大変な所もたくさんあり
ましたが、それ以上に、たくさんのやり
がいを感じる事が出来ました。
　泣いていた子供が居たので、私は、そ
の子の所へ行き、あやしているとその子
は泣きやみ、私に笑顔を見せてくれまし
た。私がとったささいな行動で子供たち
を笑顔に出来たことがとても嬉しく、忘
れられません。
　今までなにも分からずに自分は「保育
士になる」と思っていましたが、この職
場体験を通して改めて「私は保育士にな
りたい」という気持ちが強くなっていま
した。
　保育士になるためには、笑顔と優しさ
はもちろん気づかいや心くばりが必要だ
と思います。この笑顔・優しさ・気づか
い・心くばりはすぐ身につけることがで
きるかといわれたら、できるとはかぎら
ないと思います。
　だから、毎日会った人には、笑顔を忘

私の夢

西部中学校　２年

藤井　宙

れずにあいさつをしたり、困っている人
に話しかけるなどあたり前のことを普段
の生活から心がけていきたいと思います。
　今までの自分を振り返ってみると、
困っている人がいてもその場からはなれ
て見なかったふりをして、笑顔で話しか
けることも、優しく側にかけよることも
できなかったことが多くありました。
　このまま見て見ぬ振りを続けてしまっ
たらもし、自分がずっとなりたかった夢
である保育士になれたとしても私が本当
になりたい保育士になることはできない
と思います。
　これからは、職場体験で学んだように、
だれにでも笑顔で話しかけ、あいさつを
し、困っている人がいたら、その場を離
れずに、側にかけよって話を聞いてやる
など、その人の力になるような人になり
ます。
　その上でもし、私が自分の夢を叶え保
育士になることができたら、なにがあっ
ても笑顔を絶やすことなく、子ども達に
接することができ、みんなに愛され、頼
られる先生になりたいと思います。そし
て、私が保育士になりたいと思ったよう
に、私と関わった子供達の中の一人でも、
「保育士になりたい」と思ってもらえる
ように頑張っていきたいと思います。

ぼくの夢わたしの夢を発表 ぼくの夢わたしの夢を発表
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　「ぼくの将来の夢は教師です。」

　これは、ぼくがずっと追い続けてきた
夢です。思い起こせば、小学四年生の時
に「二分の一成人式」がありました。そ
こで、
　「ぼくの将来の夢は教師です。そのた
めに日々の授業を真剣に聞きます。そし
て、生徒に愛される教師になり、いじめ
の無い安心出来る学校を作りたいで
す。」
と発表しました。
　なぜ、僕はそんなにも「教師」になり
たいのでしょうか。それは、ぼくの家族
の歴史に関係があります。中原家は祖父
から伯父、そして僕の父と教師の仕事に
就いてきました。
　祖父を知る人から、祖父がとても生徒
思いの素敵な先生であったことを教えて
もらいました。
　また、小学校の教師をしている父は、
毎日のように授業に使う道具を生徒のた
めに制作したり、分かりやすい授業をす
るために、今でも勉強に励んでいます。
そんな姿がぼくには、とても誇らしく、

そして格好良く思えます。
　父が実際に授業をしている姿を見たこ
とはありませんが、ぼくが七年間、小・
中学校で教わった先生方を思い浮かべる
と、きっと父の授業風景も格好良いに違
いありません。
　こんな祖父や父を家族にもったからこ
そ、ぼくは祖父からつながってきた「教
師」というバトンを受けとめたくなった
のだと思います。
　しかし、なりたいと思っているだけで
は、教師にはなれません。教師になるに
は、様々な能力とそれを身につける努力
が必要です。
　まず、頭脳。分かりやすく人に教えら
れる技術や知識が必要です。そのために
も今のぼくの目標は、どんなテストでも、
安定して上位を保てる学力を身につける
ことです。
　次に、子ども達の身体能力を向上させ
るためには、教師自身の運動神経も大切
だと思います。ぼくは今、野球部に所属
していますが、仲間以上に練習して、
もっと体を鍛えなければと考えています。
　そして、児童や生徒をまとめるために
は教師のリーダーシップも重要だと考え
ます。小学六年生の時には、合唱の指揮
者や、運動会の応援団長に立候補して、
自分なりにがんばりました。中学校に入
り、学級委員を経験していますが、小学
校時代とは違う難しさがあると感じてい
ます。学級で司会をしていても、中学生
は一人一人の意見の違いが明確で、いろ
いろな意見が出てきます。今、それぞれ

違う意見を上手くまとめる大変さを実感
しているところです。
　また、人と接するコミュニケーション
力も向上させたいと思っています。身近
なところでは、今のクラス三十一人全員
と仲良くなることが理想です。今のぼく
は、残念ながらまだ達成出来ていません。
なぜなら、ぼくは、たびたび自分の主張
が強すぎることがあるからです。一度、
口から出した言葉は消えません。僕自身
が発した言葉のせいで、何度か手痛い失
敗もしました。冗談のつもりで言った言
葉も捉え方によっては、相手を傷つけて
しまいます。このことは深く反省しなけ
ればならないと思います。これらの失敗
も経験として生かし、話し方や言葉の重
みも心がけることが出来る人になりたい
です。中学校生活の中で常に相手の立場
に立った言葉遣いが出来る人になること
を自分に誓いたいと思います。将来僕が
そんな思いやりのある先生になったら、
きっと生徒のやる気を引き出せる良い先
生になれることでしょう。
　夢の実現に向けて、これからは積極的
に前に出て、人前に立つような役割をさ
せてもらうにふさわしいと、みんなが認
めてくれる人に成長出来るようにがん
ばっていくつもりです。そうする中で、
みんなを引っ張っていく力もつくと思い
ます。
　そして、いつの日か祖父から父たちに
つながってきたバトンを、僕がしっかり
と受けとめてみせます。

祖父からの
　バトンをつなぐ

西部中学校　１年

中原　裕紀

　中学生になって一つ気づいたことがあ
ります。それは将来について明確に決め
なければならないということです。小学
校から中学校へは義務教育で進めますが、
中学校から高校に進むには自分のやりた
いことを学べる高校を選び受験をしなく
てはなりません。将来、やりたいことな
どあまり考えてもなかったので中学生に
なった私は少しあせっていました。そこ
で私は「好きなこと」を「やりたいこ
と」にしようと思いました。
　私の好きなことは小さな子供と遊ぶこ
とです。妹やいとこをあやしたりいっ
しょに遊んだりすることが多く、昔から
小さな子供と接する機会も多くありまし
た。このことをいかせる職業は何かと考
え、「保育士」という職業に興味をもつ
ようになりました。でも保育士の仕事に
ついてはまだほとんど分かっていません
でした。小さな子供と遊ぶだけの最高の
仕事だとしか思っていませんでした。

　二年生になり職場体験に行くことにな
りました。私が行くことになったのは私
が昔、通っていた保育園でした。緊張し
ながらも行ってみると、子ども達がかけ
寄ってきてくれてとてもうれしかったで
す。人見知りをする子どももおらず、と
ても接しやすかったです。でもうれしい
事やたのしい事ばかりではなく難しいこ
ともありました。例えば、おもちゃがほ
しくても「貸して。」と言えなくて助け
を求める子に「貸してっ、て言ってごら
ん。」とアドバイスをしたことや、トイ
レに本当に行きたいのか友達のまねをし
て言っているのか分からなかったことで
す。他にも年少のクラスでは食事の時に
ごはんだけが残らないようにするために、
「次はこれも食べようね。」と声をかけ
たりすることも必要でした。年長のクラ
スでは、嫌いなものがあっても最後まで
しっかり食べさせることも必要でした。
たいへんなこともありました。例えばブ
ランコを押してあげるのも年少の子には
高くなりすぎないように力加減をコント
ロールすることも必要でした。実際に保
育士として働いている人にインタビュー
をすることができました。「子ども達の
好きな所はどんな所ですか。」と質問す
ると、「素直な所です。」と答えてもら
いました。子供が「好き、きらい、おい
しい、まずい。」などはっきり言ってく
れるところが好きだそうです。この答え

から子ども達が自分の意見がしっかり述
べられる環境作りを保育士のみなさんが
されているんだなと思いました。一方で
お参りの時には数十分間静かに座って話
を聞いたり、先生の言ったことに対して
「はい、ありがとうございます。」など
しっかり返事やあいさつをしたり、食事
の時には「いただきます。ごちそうさま
でした。」を必ず言ったりしていました。
このような礼儀正しい子どもたちを育て
るための環境づくりはとても難しく大変
なことだと思いました。しかし、だから
こそ保育士になりたいと思いました。大
変で難しい仕事だからこそ、子どもたち
が大きく成長して保育園を卒園する時に
大きなやりがいというものを感じるのだ
ろうと思いました。
　保育士になることはとても大変で簡単
にはなれません。でも今やりたいことを
見つけた以上がんばるしかないなと覚悟
しました。今の私はがんばっているとは
自信を持って言うことはできません。自
分の夢への努力が実を結ぶようにがんば
りたいです。
　これから将来への道はどうなるのか分
かりません。しかし私は保育士という一
つの目標を見つけたので、その目標まで
大きな壁を乗りこえ走って行きたいです。
そして私のさらなる目標は、私が通って
いた保育園で保育士として子どもたちの
ためにがんばれる保育士になることです。

保育士だからこそ分かる
　　　　大きなやりがい

東部中学校　２年

岡　優希

　私は未来を明るくしたいと思います。
私が思う明るい未来とは、子育てをしや
すく、みんなが仲良くくらせるような未
来のことです。だけど、そう思うのは簡
単で、人間という生き物は理想を行動で
表すことが難しい生き物である。という
のが私の認識です。一人一人が行動で表
せられたら今よりももっと人が住みやす
い環境ができると思います。だから私も
行動で表わそうと思いました。
　私は自分の理想を実現するために医者
になろうと思います。医者は医者である
前にまず人から信頼されることが大切だ
と思います。
　信頼は自分でつくろうと思ってもなか
なか難しいものです。だけど地道に努力
をかさねれば人から信頼される人になる
と思います。人から信頼される人になる
には何事にもチャレンジし、失敗をおそ
れない事です。人から本当に信頼される
人はそう多くないと思います。人間はみ

んな、一度は失敗をするからです。失敗
しない人間なんていません。だから子ど
ものうちはたくさん失敗していいと思い
ます。むしろ、たくさん失敗してたくさ
ん学んで身につけた人が将来、きっとい
い大人になると思います。
　例えば、学生の頃に成績がよく、気が
利く人でも大人になってから失敗を繰り
返し、周りから信頼されなくなった人も
いるでしょう。反対に、学生の頃に何度
も先生からおこられて失敗した人でも大
人になった時に失敗した事を受け入れ、
自分のものにする人もいます。そんな人
は、いつか必ず周りから頼られる時が来
ると思います。だから私は今のうちにた
くさん失敗して将来はだれよりも信頼さ
れる大人になりたいと思います。
　私が医者になろうと思ったきっかけは
テレビであったドクターＸに影響を受け
たからです。主人公である大門未知子は
誰から否定的なことを言われようと、自
分の意見を貫いて患者さんから絶大な信
頼を受けました。　
　もうひとつ、私が医者になろうと思っ
たきっかけがあります。テレビで見た腹
腔鏡手術を日本に広めた金平永二医師で
す。金平永二医師は手術を求められた時、
どの病院にもかけつけるフリーランスの
医師でした。その頃はまだ腹腔鏡手術が
日本に広まっておらずあまり人々に信頼
されていない手術でした。時々仕事が入

るだけでなかなか生活が豊かになりませ
んでした。しかし金平永二医師は日本に
腹腔鏡手術を広めることを最優先に、手
術代を患者さんにまかせてたとえ手術代
が少なくとも手術をしています。自分の
人生を仕事にかけるのはとても勇気が必
要です。大門未知子と金平永二医師はと
ても立派だと思います。私は二人を越え
られるような医者になりたいと思います。
　私は目の前の命をすくうのが医者だと
思います。最近は医者なのに人を殺した
りする医者もいます。私が医者になった
時は私が関わった患者さんが死ぬことが
ないような医者になりたいです。さらに、
医療機器も開発したいと思います。今ま
で助けられなかった命を助けたり、ス
テージ４のがん患者さんを救うことがで
きるような医療機器を開発したりしたい
です。
　私の今の人生の目標は患者さんを大切
にして患者さんに信頼されるような医者
になることと、子どもが見ても大人が見
ても恥ずかしくない立派な大人になるこ
とです。そのために、たくさんのことに
チャレンジし、失敗もたくさん経験して
いきたいです。そして、いざ医者になっ
た時に、「私、失敗しないので」
と言っただけで患者さんを安心させたい
です。

信頼される
　大人になるために

東部中学校　２年

小野原　和心

　私の将来の夢は「保育士になること」

です。
　私が保育士になろうと思ったきっかけ
は、保育園に通っていた時の先生たちが、
私のことを優しく支えてくれていたこと
や先生たちの「笑顔が大好きだった」こ
とです。そして何よりも、私自身、「小
さい子供が大好き」だから保育士になろ
うと思いました。
　中学二年生で職場体験がありました。
私は自分が通っていた保育園で職場体験
をさせてもらうことになりました。
　その時、私がまだ小さかった頃と変わ
らない優しい笑顔で先生たちが迎えてく
れました。実際に、保育士の仕事をして
みて、初めて保育士の大変さとやりがい
を感じました。
　子供たちの中には、遊びの時間が終っ

ても「まだ遊びたい」など言ってなかな
か部屋に戻ってくれない子がいることや、
給食の時間にも、好き嫌いをして、給食
を食べようとしてくれない子がいました。
また、子供たちのお昼寝の時間に、泣い
ている子をあやすなど、先生たちの大変
さが分かりました。
　このように、大変な所もたくさんあり
ましたが、それ以上に、たくさんのやり
がいを感じる事が出来ました。
　泣いていた子供が居たので、私は、そ
の子の所へ行き、あやしているとその子
は泣きやみ、私に笑顔を見せてくれまし
た。私がとったささいな行動で子供たち
を笑顔に出来たことがとても嬉しく、忘
れられません。
　今までなにも分からずに自分は「保育
士になる」と思っていましたが、この職
場体験を通して改めて「私は保育士にな
りたい」という気持ちが強くなっていま
した。
　保育士になるためには、笑顔と優しさ
はもちろん気づかいや心くばりが必要だ
と思います。この笑顔・優しさ・気づか
い・心くばりはすぐ身につけることがで
きるかといわれたら、できるとはかぎら
ないと思います。
　だから、毎日会った人には、笑顔を忘

私の夢

西部中学校　２年

藤井　宙

れずにあいさつをしたり、困っている人
に話しかけるなどあたり前のことを普段
の生活から心がけていきたいと思います。
　今までの自分を振り返ってみると、
困っている人がいてもその場からはなれ
て見なかったふりをして、笑顔で話しか
けることも、優しく側にかけよることも
できなかったことが多くありました。
　このまま見て見ぬ振りを続けてしまっ
たらもし、自分がずっとなりたかった夢
である保育士になれたとしても私が本当
になりたい保育士になることはできない
と思います。
　これからは、職場体験で学んだように、
だれにでも笑顔で話しかけ、あいさつを
し、困っている人がいたら、その場を離
れずに、側にかけよって話を聞いてやる
など、その人の力になるような人になり
ます。
　その上でもし、私が自分の夢を叶え保
育士になることができたら、なにがあっ
ても笑顔を絶やすことなく、子ども達に
接することができ、みんなに愛され、頼
られる先生になりたいと思います。そし
て、私が保育士になりたいと思ったよう
に、私と関わった子供達の中の一人でも、
「保育士になりたい」と思ってもらえる
ように頑張っていきたいと思います。

ぼくの夢わたしの夢を発表 ぼくの夢わたしの夢を発表
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　転勤や進学などに伴い、住所

の異動が多い年度末に市民課で

は土・日曜日も手続きを受け付

けます。

　市民課市民年金係

　緯０９５４（６３）２１１７

詳しくは

と　　き　３月 23 日（土）・24 日（日）・30 日（土）・

　　　　　　　　　　31 日（日）の８時 30 分～ 12 時

と　こ　ろ　市役所１階市民課窓口

内　　容　以下の手続きについて受け付けます

　胸転入・転出などの住所異動届およびこれに伴う国

　　民健康保険・介護保険の手続き

　胸出生・死亡・婚姻等の戸籍に関する届け出

　※上記届け出の際は、本人確認のできる身分証明書（運 

　　転免許証、マイナンバーカードなど）をご持参ください。

～証明書は時間外交付制度のご利用を～

　左記の期間でなくても、仕事などで平日に市役所

に来ることができない人のために、市民課では電話

予約をして、休日や夜間に証明書などを受け取るこ

とができる『時間外交付』を実施しています。証明

書の種類および予約時間は下記のとおりです。

証明書などの種類

　住民票の写し、印鑑登録証明書、納税証明書、

　課税証明書、所得証明書

予約時間　月～金曜日（平日）８時 30 分～ 17 時

お
知
ら
せ

ご利用ください　休日開庁の市民課窓口
～年度末の土曜・日曜（午前中）対応します～

　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７　 　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２１詳しくは

３つの要件すべてに該当する人が受給できます。

１．障害の原因となった病気やけがの初診日が次のい

　　ずれかの期間内にあること。

　①国民年金加入期間

　②２０歳前または日本国内に住む６０歳以上６５歳

　　未満の人で年金制度に加入していない期間

　※老齢基礎年金を繰り上げて受給している人を除く

２．障害認定日または２０歳に達したときに障害等級

　　１級または２級に該当していること。

３．保険料の納付要件を満たしていること。

　※２０歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要

お
知
ら
せ

ご存知ですか？　障害基礎年金

障害の程度　１級

１．両眼の視力の和が０.０４以下のもの

２．両耳の聴力レベルが１００デシベル以上のもの

　　　　　　　　　　　　　　　　など　全１１項目

障害の程度　２級

１．両眼の視力の和が０.０５以上０.０８以下のもの

２．両耳の聴力レベルが９０デシベル以上のもの

　　　　　　　　　　　　　　　　など　全１７項目

障害基礎年金の障害等級は、身体障害

者手帳の等級とは基準が異なります

障害等級表
（抜粋）

　皆さんは、悪質な商取引に巻き込まれて、実際に困った体験をされたことはありませんか？お困りでしたら次

の窓口にお電話、または直接お越しください。

お
知
ら
せ

消費者相談窓口のご案内
～『安心安全で暮らしやすいマチ』を目指して～

恭相談日時

　受付時間　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

栢土・日・祝日の相談　佐賀県消費生活センター

　　　　　　　　　　　緯０９５２（２４）０９９９

火曜日

木曜日

嬉野市中央公民館２階第４研修室
相談日

緯０９５４（４２）３３１０嬉　野　市

嬉野市役所嬉野庁舎１階相談室

月曜日

金曜日
鹿島市民会館２階第５会議室
※４月からは新世紀センターを予定しています

相談日

緯０９５４（６３）３４１２鹿　島　市

水曜日相談日

緯０９５４（６７）０３１２太　良　町

太良町総合福祉センター
しおさい館１階栄養指導室

消費者行政について市長メッセージ

　皆様を取り巻く環境が大き

く変化していく中で、悪質商

法の巧妙化・複雑化も進んで

おり、新たな手口による消費

者トラブルのご相談も毎年の

ように寄せられています。

　こうした状況の中で、鹿島

市は、『安心安全で暮らしや

すいマチ』を目指して、積極

的に広報・啓発を実施し、消

費者行政活性化推進交付金を活用するなど、消費者行

政の充実・強化に取り組んでいます。

　また、平成２５年度からは、嬉野市、太良町ととも

に、佐賀県南西部消費者行政連携協議会を設立し、平

日は毎日相談を受けることができるようになりました。

今後も、さまざまな組織と連携を図りながら、消費者

行政に取り組んでまいります。　商工観光課商工労政係

　緯０９５４（６３）３４１２

詳しくは

　平成３０年中の自殺者数は全国で２０,５９８人、佐賀県は１６０人（国県ともに速報値）でした。全国の自殺

者数は年々減少しているものの、佐賀県は平成２９年の１３９人から２１人増加しており、多くの人が自ら命を

絶っているという深刻な状況が続いています。

お
知
ら
せ

３月は自殺対策強化月間です

怯鹿島市自殺予防事業のご案内

　潤こころの健康相談（29 ページ参照）

　　月１回臨床心理士による『こころの健康相談』

　　を行っています。病気、離職、いじめ、ひき

　　こもり、人間関係などで悩んでる人、どなた

　　でも利用できます。（要予約）

　潤ゲートキーパー研修会

　　悩んでいる人に気づき、声かけをするゲート

　　キーパーが必要です！専門の資格はいりませ

　　ん。誰でもできます！希望される団体は福祉

　　課にご相談ください。 　福祉課障がい福祉係　緯０９５４（６３）２１１９予約・問合せ先

ゲートキーパーの４つの役割

気づき　家族や仲間の変化に気づいて、声をかける

　　　　※食欲がない、口数が少ない・・

傾　聴　本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける

　　　　※否定をせず、聞く・・

つなぎ　早めに専門家などに相談するよう促す

　　　　※病院、行政などに相談・・

見守り　寄り添いながら、じっくりと見守る

　　　　※孤立を防ぎ、安心を与えます

佐賀こころの電話　　緯０９５２（７３）５５５６（平日９時～ 16 時）

佐賀いのちの電話　　緯０９５２（３４）４３４３（年中無休 24 時間）

杵藤保健福祉事務所　緯０９５４（２２）２１０５（平日８時 30 分～ 17 時 15 分）

鹿島市福祉課　　　　緯０９５４（６３）２１１９（平日８時 30 分～ 17 時 15 分）

～　一人で悩まず、まず相談を　～

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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情報掲示板ワイド情報掲示板ワイド

　転勤や進学などに伴い、住所

の異動が多い年度末に市民課で

は土・日曜日も手続きを受け付

けます。

　市民課市民年金係

　緯０９５４（６３）２１１７

詳しくは

と　　き　３月 23 日（土）・24 日（日）・30 日（土）・

　　　　　　　　　　31 日（日）の８時 30 分～ 12 時

と　こ　ろ　市役所１階市民課窓口

内　　容　以下の手続きについて受け付けます

　胸転入・転出などの住所異動届およびこれに伴う国

　　民健康保険・介護保険の手続き

　胸出生・死亡・婚姻等の戸籍に関する届け出

　※上記届け出の際は、本人確認のできる身分証明書（運 

　　転免許証、マイナンバーカードなど）をご持参ください。

～証明書は時間外交付制度のご利用を～

　左記の期間でなくても、仕事などで平日に市役所

に来ることができない人のために、市民課では電話

予約をして、休日や夜間に証明書などを受け取るこ

とができる『時間外交付』を実施しています。証明

書の種類および予約時間は下記のとおりです。

証明書などの種類

　住民票の写し、印鑑登録証明書、納税証明書、

　課税証明書、所得証明書

予約時間　月～金曜日（平日）８時 30 分～ 17 時

お
知
ら
せ

ご利用ください　休日開庁の市民課窓口
～年度末の土曜・日曜（午前中）対応します～

　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７　 　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２１詳しくは

３つの要件すべてに該当する人が受給できます。

１．障害の原因となった病気やけがの初診日が次のい

　　ずれかの期間内にあること。

　①国民年金加入期間

　②２０歳前または日本国内に住む６０歳以上６５歳

　　未満の人で年金制度に加入していない期間

　※老齢基礎年金を繰り上げて受給している人を除く

２．障害認定日または２０歳に達したときに障害等級

　　１級または２級に該当していること。

３．保険料の納付要件を満たしていること。

　※２０歳前に初診日がある場合は、納付要件は不要

お
知
ら
せ

ご存知ですか？　障害基礎年金

障害の程度　１級

１．両眼の視力の和が０.０４以下のもの

２．両耳の聴力レベルが１００デシベル以上のもの

　　　　　　　　　　　　　　　　など　全１１項目

障害の程度　２級

１．両眼の視力の和が０.０５以上０.０８以下のもの

２．両耳の聴力レベルが９０デシベル以上のもの

　　　　　　　　　　　　　　　　など　全１７項目

障害基礎年金の障害等級は、身体障害

者手帳の等級とは基準が異なります

障害等級表
（抜粋）

　皆さんは、悪質な商取引に巻き込まれて、実際に困った体験をされたことはありませんか？お困りでしたら次

の窓口にお電話、または直接お越しください。

お
知
ら
せ

消費者相談窓口のご案内
～『安心安全で暮らしやすいマチ』を目指して～

恭相談日時

　受付時間　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

栢土・日・祝日の相談　佐賀県消費生活センター

　　　　　　　　　　　緯０９５２（２４）０９９９

火曜日

木曜日

嬉野市中央公民館２階第４研修室
相談日

緯０９５４（４２）３３１０嬉　野　市

嬉野市役所嬉野庁舎１階相談室

月曜日

金曜日
鹿島市民会館２階第５会議室
※４月からは新世紀センターを予定しています

相談日

緯０９５４（６３）３４１２鹿　島　市

水曜日相談日

緯０９５４（６７）０３１２太　良　町

太良町総合福祉センター
しおさい館１階栄養指導室

消費者行政について市長メッセージ

　皆様を取り巻く環境が大き

く変化していく中で、悪質商

法の巧妙化・複雑化も進んで

おり、新たな手口による消費

者トラブルのご相談も毎年の

ように寄せられています。

　こうした状況の中で、鹿島

市は、『安心安全で暮らしや

すいマチ』を目指して、積極

的に広報・啓発を実施し、消

費者行政活性化推進交付金を活用するなど、消費者行

政の充実・強化に取り組んでいます。

　また、平成２５年度からは、嬉野市、太良町ととも

に、佐賀県南西部消費者行政連携協議会を設立し、平

日は毎日相談を受けることができるようになりました。

今後も、さまざまな組織と連携を図りながら、消費者

行政に取り組んでまいります。　商工観光課商工労政係

　緯０９５４（６３）３４１２

詳しくは

　平成３０年中の自殺者数は全国で２０,５９８人、佐賀県は１６０人（国県ともに速報値）でした。全国の自殺

者数は年々減少しているものの、佐賀県は平成２９年の１３９人から２１人増加しており、多くの人が自ら命を

絶っているという深刻な状況が続いています。

お
知
ら
せ

３月は自殺対策強化月間です

怯鹿島市自殺予防事業のご案内

　潤こころの健康相談（29 ページ参照）

　　月１回臨床心理士による『こころの健康相談』

　　を行っています。病気、離職、いじめ、ひき

　　こもり、人間関係などで悩んでる人、どなた

　　でも利用できます。（要予約）

　潤ゲートキーパー研修会

　　悩んでいる人に気づき、声かけをするゲート

　　キーパーが必要です！専門の資格はいりませ

　　ん。誰でもできます！希望される団体は福祉

　　課にご相談ください。 　福祉課障がい福祉係　緯０９５４（６３）２１１９予約・問合せ先

ゲートキーパーの４つの役割

気づき　家族や仲間の変化に気づいて、声をかける

　　　　※食欲がない、口数が少ない・・

傾　聴　本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける

　　　　※否定をせず、聞く・・

つなぎ　早めに専門家などに相談するよう促す

　　　　※病院、行政などに相談・・

見守り　寄り添いながら、じっくりと見守る

　　　　※孤立を防ぎ、安心を与えます

佐賀こころの電話　　緯０９５２（７３）５５５６（平日９時～ 16 時）

佐賀いのちの電話　　緯０９５２（３４）４３４３（年中無休 24 時間）

杵藤保健福祉事務所　緯０９５４（２２）２１０５（平日８時 30 分～ 17 時 15 分）

鹿島市福祉課　　　　緯０９５４（６３）２１１９（平日８時 30 分～ 17 時 15 分）

～　一人で悩まず、まず相談を　～

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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３月 く ら し
の

建おくすりノートを持っていきましょう

March

カレンダーカレンダー

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

※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

市役所
保健センター

2・9・16・23・30 日（土）、
3・10・17・24・31 日（日）、
21 日（祝）

休館日はありません

5・12・19・26 日（火）、
21 日（祝）

4・11・18・25 日（月）、
22 日（金）、28 日（木）

4・11・18・25 日（月）、
22 日（金）

市民交流プラザ
（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

市民図書館

5・12・19・26 日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

4・11・18・25 日（月）、
22 日（金）

産業活性化施設
（海道しるべ）

※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）
16 日（土）
17 日（日）
21 日（祝）
23 日（土）
24 日（日）
30 日（土）
31 日（日）

山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
鹿島設備工業所　　　緯（６３）３２２８
大隈設備工業　　　　緯（６２）１３０２
マツモト　　　　　　緯（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　緯（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
池田設備左官工務店　緯０９０（８４０５）６２９８
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

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

怯子どもの健診

４か月児健診
（平成30年11月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成29年8月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成27年8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）

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 15 日（金） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談
対　象　平成 31 年 1 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

離乳食教室（後期） 19 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 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 3 月生まれ（希望者のみ）

建おくすりノートを持っていきましょう

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

夜　　間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内
緯０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は14ページをご覧ください

日 在宅当番医 当番薬局
織田病院　緯（６３）３２７５3 日（日） 溝上薬局スカイロード店
別府整形外科　緯（６３）３０６３10 日（日） 溝上薬局西牟田店
薬師寺医院　緯（６３）５２８１17 日（日） アルナ薬局浜町店
犬塚病院　緯（６３）２５３８21 日（祝） アルバ薬局
中村医院　緯（６３）９２３４24 日（日） 祐信堂薬局
志田病院　緯（６３）１２３６31 日（日） 溝上薬局北鹿島店

郭市ではＬＩＮＥによるイベント情報などの
　配信を行っています（友だち追加用ＱＲコード）
LINEホームページ　http://line.naver.jp/

平成３１年１月３１日現在

鹿島市
－

－ 5 人能古見

－浜

－－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

29,303

13,863

3,480

2,986

2,795

3,391

2,788

13,822

15,481

10,768

5,433

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

48 人 16 世帯－

－ 11 人 5 世帯

1,162 世帯 3 世帯

1,014 世帯

1,210 世帯

1,011 世帯

938 世帯

25 人

7 人

2 人

2 人

16 人

32 人

3 世帯

6 世帯

－ 5 世帯

0 世帯

－

－

－ －

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

日 在宅当番医 所在地
織田病院　　　　　緯０９５４（６３）３２７５
谷口医院　　　　　緯０９５４（６６）３５６８
樋口医院　　　　　緯０９５４（４３）１６５２
福田医院　　　　　緯０９５４（４３）０５５０

12日
5日

19日
26日

鹿島市
嬉野市
嬉野市
嬉野市

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

怯ひろばの集い

11 日（月）

『にじ色もも色かたり～音２day♪』

25 日（月）

『WA になってあそぼう day♡』

（共通）

時　間　11 時～ 11 時 45 分（予定）

場　所　子育て支援センター

対　象　５か月～就学前児と保護者

栢予約・利用料不要

※詳しくは facebook をご覧ください

ね

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

小児時間外診療・在宅当番医小児時間外診療・在宅当番医
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お
知
ら
せ

犬猫の避妊・去勢手術補助金のお知らせ

　犬・猫の無秩序な繁殖の抑制、動物愛護意識の向上を目的に、避妊・去勢手術の一部補助を行います。

補助対象　市民が飼育し、獣医が手術することが適

　　　　　当と認める生後３カ月以上の犬・猫

　　　　　年間　犬１匹　猫３匹／１世帯

　　　　　※犬は登録と登録申請日から１年以内に

　　　　　　狂犬病予防接種を受けていること

補助金額　避妊手術　犬 5,000 円　猫 4,000 円

　　　　　去勢手術　犬 3,000 円　猫 2,000 円

申請に必要なもの

　煙手術の領収書　煙申請者名義の通帳

　煙印鑑　煙市税の滞納がない証明書

栢平成30年度の補助金は、平成31年３月31日まで

　に手術を受けた分が対象です。なお、予算がなく

　なり次第終了します。

環境下水道課環境係

緯０９５４（６３）３４１６

申請・問合せ先

　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

　軽自動車税は、４月１日現在の所有者に課税され

ます。３月３１日までに車両を譲渡・廃車（解体）

した場合であっても、必要な申告書が提出されなけ

れば、課税対象となりますので、忘れずに手続きを

行ってください。

怯原動機付自転車（125cc 未満）・小型特殊自動車・

　農耕作業用など

　　手続き場所　市役所１階税務課

　　必要なもの　標識（ナンバープレート）・印鑑

　※標識を故意に破損したり返却を行わなかった場合は、

　　200 円の弁償金をいただく場合があります。

怯軽自動車・自動二輪

毅軽自動車・自動二輪（125cc超～250cc以下）

　手続き場所　佐賀県自家用車協会鹿島・白石支部

　　　　　　　緯０９５４（６２）３４９７

　　　　　　　軽自動車協会佐賀事務所

　　　　　　　緯０９５２（３０）８４４２

毅自動二輪（250cc超）

　手続き場所　九州運輸局佐賀県陸運支局

　　　　　　　緯０５０（５５４０）２０８２

　必要なもの　

　【名義変更】　車検証（軽二輪は届出済証）、住民票（３

　　　　　　　カ月以内のもの）、新・旧所有者の認印

　　　　　　　※軽二輪は自賠責証書

　【廃　　車】　車検証（軽二輪は届出済証）、

　　　　　　　標識（ナンバープレート）、印鑑

　※所有者がディーラーの場合は使用者欄に免許証等（健

　　康保険証など）のコピーが必要です。

原付・バイク・軽自動車などの

　廃車・変更手続きはお忘れなく！

原付・バイク・軽自動車などの

　廃車・変更手続きはお忘れなく！

　水道課

　緯０９５４（６２）３７１８

詳しくは

　水道の使用を開始するときや中止するときなどは水道課への届け出が必要です。住民票の移転手続きや死亡届と

は連動しておりませんので、忘れずに手続をしてください。

お
知
ら
せ

水道に関する手続きについて

受付時間　月～金曜日（祝日を除く）

　　　　　８時 30 分～ 17時 15 分

栢電話、ＦＡＸでの受け付けはしてい

　ません。必ず水道課窓口までお越し

　ください。平日に来られない場合は、

　事前にお問い合わせください。

届け出が必要な場合

　胸水道の使用を開始するとき（開栓）

　　住所が分かるものと開栓手数料（216 円）をご持参ください

　胸水道の使用を中止するとき（閉栓）

　　精算料金（口座引落不可）が掛かりますので、前回料金を参考

　　にご持参ください

　胸市内に転居するとき（転居先の開栓、転居元の閉栓）

　胸使用者の名義が変わるとき（家族間での名義変更、会社名変更）

　　相続などであっても手続きが必要です

　生涯学習課スポーツ係

　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは　平成３１年度の社会体育施設の予約受け付けを開始します。

　なお、北公園テニスコートは、大会の予約のみ受け付けます。

お
知
ら
せ

社会体育施設の使用予約を受け付けます

恭北公園テニスコート

　予約先　生涯学習課　緯（６３）２１２５

恭林業体育館、祐徳グラウンドＡ・Ｂ

　予約先　古枝公民館　緯（６２）２７４９

恭臥竜ヶ岡体育館

　予約先　浜公民館　緯（６２）２５３４

恭のごみふれあい楽習館体育館

　予約先　能古見公民館　緯（６２）３３７３

恭北鹿島体育館

　予約先　北鹿島公民館　緯（６２）２０１４

恭七浦海浜スポーツ公園体育館

　予約先　道の駅鹿島事務所　緯（６３）１７６８

恭蟻尾山公園グラウンドゴルフ場

　予約先　市グラウンドゴルフ協会　緯０８０（５２７２）８４０７

恭陸上競技場、サブグラウンド、市民球場

　予約先　鹿島市体育協会（陸上競技場内）　緯（６２）３３７９

恭中川グラウンド、横田グラウンド、市民体育館、市民武道館

　予約先　鹿島市民立生涯学習・文化振興財団（エイブル内）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緯（６３）２１３８

施設・予約先 予約開始日　３月 15 日（金）　　予約受付月　４月～６月までの予約を受け付けます

お
知
ら
せ

有明海の調査報告会

　ラムサール条約湿地『肥前鹿島干潟』の保全・利活用を進めていく上で、有明海や干潟についての詳細な環境

調査はこれまでに研究がほとんどなく、環境の状態は十分に分かっていないのが現状です。そこで、有明海再生

に向けた適切な保全方策を推進するため、市では、肥前鹿島干潟および鹿島市沿岸の有明海の環境調査を行って

います。平成３０年度は調査の中間年度として、現時点での調査内容の報告や意見交換を行います。

と　　き　３月 20 日（水）13時 30 分～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　新世紀センター２階会議室

　環境下水道課ラムサール条約推進室

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

講　　師　佐賀大学農学部准教授　速水　祐一さん

内　　容　煙平成29年度調査の結果を中心に調査の報告

　　　　　煙有明海に関する研究、調査の情報について

　　　　　煙有明海の保全・再生の考え方

お
知
ら
せ

鹿島市干潟交流館一番乗り記念イベント

　鹿島市干潟交流館のオープン記念イベントを行います。皆さん、ぜひご参加ください。

干潟の安全祈願と干潟体験をします。

と　　き　４月 13 日（土）10時～ 11 時

　　　　　（集合９時 30 分　道の駅鹿島前の干潟）　

持　参　品　水着、汚れてもよいTシャツ、短パン、

　　　　　タオル、水筒、ビニール袋

今年の干潟を一番乗り

干潟入り初め
今年の干潟を一番乗り

干潟入り初め

　干潟案内人による交流館と肥前鹿島干潟の見学

ツアーです。野鳥観察も行います。

と　　き　４月 13 日（土）13時～ 15 時

　　　　　（集合 13 時　干潟交流館２階）

干潟交流館をたっぷり満喫

干潟交流館見学ツアー
干潟交流館をたっぷり満喫

干潟交流館見学ツアー

参加
無料

環境下水道課ラムサール条約推進室

緯０９５４（６３）３４１６

申込・問合せ先

栢事前に申し込みをお願いします



１５１6 Ｈ31（2019）.3.1　広報かしま 広報かしま　Ｈ31（2019）.3.1

情報掲示板ワイド情報掲示板ワイド

お
知
ら
せ

犬猫の避妊・去勢手術補助金のお知らせ

　犬・猫の無秩序な繁殖の抑制、動物愛護意識の向上を目的に、避妊・去勢手術の一部補助を行います。

補助対象　市民が飼育し、獣医が手術することが適

　　　　　当と認める生後３カ月以上の犬・猫

　　　　　年間　犬１匹　猫３匹／１世帯

　　　　　※犬は登録と登録申請日から１年以内に

　　　　　　狂犬病予防接種を受けていること

補助金額　避妊手術　犬 5,000 円　猫 4,000 円

　　　　　去勢手術　犬 3,000 円　猫 2,000 円

申請に必要なもの

　煙手術の領収書　煙申請者名義の通帳

　煙印鑑　煙市税の滞納がない証明書

栢平成30年度の補助金は、平成31年３月31日まで

　に手術を受けた分が対象です。なお、予算がなく

　なり次第終了します。

環境下水道課環境係

緯０９５４（６３）３４１６

申請・問合せ先

　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

　軽自動車税は、４月１日現在の所有者に課税され

ます。３月３１日までに車両を譲渡・廃車（解体）

した場合であっても、必要な申告書が提出されなけ

れば、課税対象となりますので、忘れずに手続きを

行ってください。

怯原動機付自転車（125cc 未満）・小型特殊自動車・

　農耕作業用など

　　手続き場所　市役所１階税務課

　　必要なもの　標識（ナンバープレート）・印鑑

　※標識を故意に破損したり返却を行わなかった場合は、

　　200 円の弁償金をいただく場合があります。

怯軽自動車・自動二輪

毅軽自動車・自動二輪（125cc超～250cc以下）

　手続き場所　佐賀県自家用車協会鹿島・白石支部

　　　　　　　緯０９５４（６２）３４９７

　　　　　　　軽自動車協会佐賀事務所

　　　　　　　緯０９５２（３０）８４４２

毅自動二輪（250cc超）

　手続き場所　九州運輸局佐賀県陸運支局

　　　　　　　緯０５０（５５４０）２０８２

　必要なもの　

　【名義変更】　車検証（軽二輪は届出済証）、住民票（３

　　　　　　　カ月以内のもの）、新・旧所有者の認印

　　　　　　　※軽二輪は自賠責証書

　【廃　　車】　車検証（軽二輪は届出済証）、

　　　　　　　標識（ナンバープレート）、印鑑

　※所有者がディーラーの場合は使用者欄に免許証等（健

　　康保険証など）のコピーが必要です。

原付・バイク・軽自動車などの

　廃車・変更手続きはお忘れなく！

原付・バイク・軽自動車などの

　廃車・変更手続きはお忘れなく！

　水道課

　緯０９５４（６２）３７１８

詳しくは

　水道の使用を開始するときや中止するときなどは水道課への届け出が必要です。住民票の移転手続きや死亡届と

は連動しておりませんので、忘れずに手続をしてください。

お
知
ら
せ

水道に関する手続きについて

受付時間　月～金曜日（祝日を除く）

　　　　　８時 30 分～ 17時 15 分

栢電話、ＦＡＸでの受け付けはしてい

　ません。必ず水道課窓口までお越し

　ください。平日に来られない場合は、

　事前にお問い合わせください。

届け出が必要な場合

　胸水道の使用を開始するとき（開栓）

　　住所が分かるものと開栓手数料（216 円）をご持参ください

　胸水道の使用を中止するとき（閉栓）

　　精算料金（口座引落不可）が掛かりますので、前回料金を参考

　　にご持参ください

　胸市内に転居するとき（転居先の開栓、転居元の閉栓）

　胸使用者の名義が変わるとき（家族間での名義変更、会社名変更）

　　相続などであっても手続きが必要です

　生涯学習課スポーツ係

　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは　平成３１年度の社会体育施設の予約受け付けを開始します。

　なお、北公園テニスコートは、大会の予約のみ受け付けます。

お
知
ら
せ

社会体育施設の使用予約を受け付けます

恭北公園テニスコート

　予約先　生涯学習課　緯（６３）２１２５

恭林業体育館、祐徳グラウンドＡ・Ｂ

　予約先　古枝公民館　緯（６２）２７４９

恭臥竜ヶ岡体育館

　予約先　浜公民館　緯（６２）２５３４

恭のごみふれあい楽習館体育館

　予約先　能古見公民館　緯（６２）３３７３

恭北鹿島体育館

　予約先　北鹿島公民館　緯（６２）２０１４

恭七浦海浜スポーツ公園体育館

　予約先　道の駅鹿島事務所　緯（６３）１７６８

恭蟻尾山公園グラウンドゴルフ場

　予約先　市グラウンドゴルフ協会　緯０８０（５２７２）８４０７

恭陸上競技場、サブグラウンド、市民球場

　予約先　鹿島市体育協会（陸上競技場内）　緯（６２）３３７９

恭中川グラウンド、横田グラウンド、市民体育館、市民武道館

　予約先　鹿島市民立生涯学習・文化振興財団（エイブル内）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　緯（６３）２１３８

施設・予約先 予約開始日　３月 15 日（金）　　予約受付月　４月～６月までの予約を受け付けます

お
知
ら
せ

有明海の調査報告会

　ラムサール条約湿地『肥前鹿島干潟』の保全・利活用を進めていく上で、有明海や干潟についての詳細な環境

調査はこれまでに研究がほとんどなく、環境の状態は十分に分かっていないのが現状です。そこで、有明海再生

に向けた適切な保全方策を推進するため、市では、肥前鹿島干潟および鹿島市沿岸の有明海の環境調査を行って

います。平成３０年度は調査の中間年度として、現時点での調査内容の報告や意見交換を行います。

と　　き　３月 20 日（水）13時 30 分～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　新世紀センター２階会議室

　環境下水道課ラムサール条約推進室

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

講　　師　佐賀大学農学部准教授　速水　祐一さん

内　　容　煙平成29年度調査の結果を中心に調査の報告

　　　　　煙有明海に関する研究、調査の情報について

　　　　　煙有明海の保全・再生の考え方

お
知
ら
せ

鹿島市干潟交流館一番乗り記念イベント

　鹿島市干潟交流館のオープン記念イベントを行います。皆さん、ぜひご参加ください。

干潟の安全祈願と干潟体験をします。

と　　き　４月 13 日（土）10時～ 11 時

　　　　　（集合９時 30 分　道の駅鹿島前の干潟）　

持　参　品　水着、汚れてもよいTシャツ、短パン、

　　　　　タオル、水筒、ビニール袋

今年の干潟を一番乗り

干潟入り初め
今年の干潟を一番乗り

干潟入り初め

　干潟案内人による交流館と肥前鹿島干潟の見学

ツアーです。野鳥観察も行います。

と　　き　４月 13 日（土）13時～ 15 時

　　　　　（集合 13 時　干潟交流館２階）

干潟交流館をたっぷり満喫

干潟交流館見学ツアー
干潟交流館をたっぷり満喫

干潟交流館見学ツアー

参加
無料

環境下水道課ラムサール条約推進室

緯０９５４（６３）３４１６

申込・問合せ先

栢事前に申し込みをお願いします
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３月 く ら し
の

建おくすりノートを持っていきましょう

March

カレンダーカレンダー

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

※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

市役所
保健センター

2・9・16・23・30 日（土）、
3・10・17・24・31 日（日）、
21 日（祝）

休館日はありません

5・12・19・26 日（火）、
21 日（祝）

4・11・18・25 日（月）、
22 日（金）、28 日（木）

4・11・18・25 日（月）、
22 日（金）

市民交流プラザ
（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

市民図書館

5・12・19・26 日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

4・11・18・25 日（月）、
22 日（金）

産業活性化施設
（海道しるべ）

※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）
16 日（土）
17 日（日）
21 日（祝）
23 日（土）
24 日（日）
30 日（土）
31 日（日）

山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
鹿島設備工業所　　　緯（６３）３２２８
大隈設備工業　　　　緯（６２）１３０２
マツモト　　　　　　緯（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　緯（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
池田設備左官工務店　緯０９０（８４０５）６２９８
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

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

怯子どもの健診

４か月児健診
（平成30年11月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成29年8月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成27年8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）

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 15 日（金） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談
対　象　平成 31 年 1 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

離乳食教室（後期） 19 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 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 3 月生まれ（希望者のみ）

建おくすりノートを持っていきましょう

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

夜　　間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内
緯０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は14ページをご覧ください

日 在宅当番医 当番薬局
織田病院　緯（６３）３２７５3 日（日） 溝上薬局スカイロード店
別府整形外科　緯（６３）３０６３10 日（日） 溝上薬局西牟田店
薬師寺医院　緯（６３）５２８１17 日（日） アルナ薬局浜町店
犬塚病院　緯（６３）２５３８21 日（祝） アルバ薬局
中村医院　緯（６３）９２３４24 日（日） 祐信堂薬局
志田病院　緯（６３）１２３６31 日（日） 溝上薬局北鹿島店

郭市ではＬＩＮＥによるイベント情報などの
　配信を行っています（友だち追加用ＱＲコード）
LINEホームページ　http://line.naver.jp/

平成３１年１月３１日現在

鹿島市
－

－ 5 人能古見

－浜

－－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

29,303

13,863

3,480

2,986

2,795

3,391

2,788

13,822

15,481

10,768

5,433

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

48 人 16 世帯－

－ 11 人 5 世帯

1,162 世帯 3 世帯

1,014 世帯

1,210 世帯

1,011 世帯

938 世帯

25 人

7 人

2 人

2 人

16 人

32 人

3 世帯

6 世帯

－ 5 世帯

0 世帯

－

－

－ －

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

日 在宅当番医 所在地
織田病院　　　　　緯０９５４（６３）３２７５
谷口医院　　　　　緯０９５４（６６）３５６８
樋口医院　　　　　緯０９５４（４３）１６５２
福田医院　　　　　緯０９５４（４３）０５５０

12日
5日

19日
26日

鹿島市
嬉野市
嬉野市
嬉野市

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

怯ひろばの集い

11 日（月）

『にじ色もも色かたり～音２day♪』

25 日（月）

『WA になってあそぼう day♡』

（共通）

時　間　11 時～ 11 時 45 分（予定）

場　所　子育て支援センター

対　象　５か月～就学前児と保護者

栢予約・利用料不要

※詳しくは facebook をご覧ください

ね

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

小児時間外診療・在宅当番医小児時間外診療・在宅当番医
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情報掲示板ワイド

募

　集
教育委員会嘱託職員等を募集します

年齢各層に応じた人権・
同和教育の指導、各種研
修への取り組み

週24時間程度

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～）

自動車の普通免許を有す
る人で、人権・同和教育
に理解と意欲のある人

①
社会教育指導員
（人権・同和教育担当）
【嘱託職員】

若干名

応募方法　市のホームページからダウンロードまたは

　　　　　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、募集期限までに必着）

募集期限　３月 14 日（木）（土・日曜日を除く）

選考方法　①社会教育指導員

　　　　　　作文試験および面接試験

　　　　　②特別支援教育支援員

　　　　　　面接試験

試験日時　煙作文試験・・・①のみ

　　　　　　３月 21 日（祝）９時～　市役所会議室

　　　　　煙面接試験・・・①②

　　　　　　日時は後日連絡します

　　　　　　　　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３－１

　　　　　　　　鹿島市役所　教育総務課　管理係（市役所２階）　緯０９５４（６３）２１０３

提出・問合せ先

詳しくは採用試験実施要領をご覧ください。

（市のホームページにも掲載しています）

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

１日７時間程度
（週35時間）

自動車の普通免許を有す
る人

若干名
②
特別支援教育支援員
【日日雇用職員】

　選挙管理委員会

　緯０９５４（６３）３４１８

詳しくは

　この選挙は、私たちの意見を県政に反映させるための大切な選挙です。投票には忘れずに出かけましょう。

怯期日前投票のご利用を！
　投票日に仕事や旅行などで投票所へ行けない人の

ために『期日前投票』制度があります。

　日　　程　上記のとおり

　時　　間　８時 30 分～ 20時

　と　こ　ろ　市民会館１階

　持　参　品　入場券

　※入場券が届いていない場合は、公的身分証明書

　　（免許証など）をお持ちください。

鹿島市議会議員選挙
立候補出納責任者説明会

　市議会議員選挙の立候補予定者または

出納責任者は出席してください。

　と　　き　３月 25 日（月）13時 30 分～

　と　こ　ろ　市役所５階大会議室

不在者投票制度のご利用を！
　①不在者投票指定施設の病院や老人ホームなどに入院・入所している人は、その施設内で不在者投票ができます。

　　入院・入所している病院・老人ホームなどにお尋ねください。

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

　　要です。詳しくは選挙管理委員会事務局までお尋ねください。

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

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

統一地方選挙が行われます統一地方選挙が行われます

佐賀県議会議員選挙 ３月 29 日（金） ４月７日（日） ３月 30 日（土）～４月６日（土）

鹿島市議会議員選挙 ４月 14 日（日） ４月 21 日（日） ４月 15 日（月）～４月 20日（土）

選　挙　名 告示日 投開票日 期日前投票期間

さんさん

　政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職

にある者）が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法

律で禁止されています。違反すると、処罰されます。

　また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

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

【禁止されている寄附の例】

　噛お歳暮やお中元、お年賀など

　噛卒業祝い、入学祝い、病院見舞など

　噛お祭りへの寄附やお酒などの差し入れ

　噛地域の運動会などへの飲食物の差し入れ

　噛家族や秘書などが代理で出席するときの結婚祝いや葬式の香典

　噛地域の集会や旅行、運動会などの行事への寸志や飲食物の差し入れ

【政治家が選挙区内にある者に対する禁止の例】

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

　噛あいさつを目的とする有料広告を出すこと

-選挙の三ない運動-

贈らない！

　求めない！

　　受け取らない！

　選挙管理委員会

　緯０９５４（６３）３４１８

詳しくは

　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、下記の計画（案）に対する皆さんのご意見を募集し

ます。

募

　集
皆さんの意見を募集します

意見を求める計画（案）

蕎第３次鹿島市環境基本計画（概要版）

蕎第３次鹿島市環境基本計画および

　鹿島市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

　第六次鹿島市総合計画が目指す都市像「みんなが

住みやすく、暮らしやすいまち」の実現のため、環

境面からの施策の基本的な方針を示すものです。

意見を求めるための公表資料の確認方法

　計画（案）を市のホームページに掲載しています。

　また、新世紀センター１階環境下水道課でも閲覧

できます。

意見募集期限　３月 18 日（月）

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、提出は環境下水道課へ直接持

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　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

　姉０９５４（６２）３７１７

　死 kankyou@city.saga-kashima.lg.jp

提出・問合せ先
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情報掲示板ワイド

募

　集
教育委員会嘱託職員等を募集します

年齢各層に応じた人権・
同和教育の指導、各種研
修への取り組み

週24時間程度

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～）

自動車の普通免許を有す
る人で、人権・同和教育
に理解と意欲のある人

①
社会教育指導員
（人権・同和教育担当）
【嘱託職員】

若干名

応募方法　市のホームページからダウンロードまたは

　　　　　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、募集期限までに必着）

募集期限　３月 14 日（木）（土・日曜日を除く）

選考方法　①社会教育指導員

　　　　　　作文試験および面接試験

　　　　　②特別支援教育支援員

　　　　　　面接試験

試験日時　煙作文試験・・・①のみ

　　　　　　３月 21 日（祝）９時～　市役所会議室

　　　　　煙面接試験・・・①②

　　　　　　日時は後日連絡します

　　　　　　　　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３－１

　　　　　　　　鹿島市役所　教育総務課　管理係（市役所２階）　緯０９５４（６３）２１０３

提出・問合せ先

詳しくは採用試験実施要領をご覧ください。

（市のホームページにも掲載しています）

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

１日７時間程度
（週35時間）

自動車の普通免許を有す
る人

若干名
②
特別支援教育支援員
【日日雇用職員】

　選挙管理委員会

　緯０９５４（６３）３４１８

詳しくは

　この選挙は、私たちの意見を県政に反映させるための大切な選挙です。投票には忘れずに出かけましょう。

怯期日前投票のご利用を！
　投票日に仕事や旅行などで投票所へ行けない人の

ために『期日前投票』制度があります。

　日　　程　上記のとおり

　時　　間　８時 30 分～ 20時

　と　こ　ろ　市民会館１階

　持　参　品　入場券

　※入場券が届いていない場合は、公的身分証明書

　　（免許証など）をお持ちください。

鹿島市議会議員選挙
立候補出納責任者説明会

　市議会議員選挙の立候補予定者または

出納責任者は出席してください。

　と　　き　３月 25 日（月）13時 30 分～

　と　こ　ろ　市役所５階大会議室

不在者投票制度のご利用を！
　①不在者投票指定施設の病院や老人ホームなどに入院・入所している人は、その施設内で不在者投票ができます。

　　入院・入所している病院・老人ホームなどにお尋ねください。

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

　　要です。詳しくは選挙管理委員会事務局までお尋ねください。

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

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

統一地方選挙が行われます統一地方選挙が行われます

佐賀県議会議員選挙 ３月 29 日（金） ４月７日（日） ３月 30 日（土）～４月６日（土）

鹿島市議会議員選挙 ４月 14 日（日） ４月 21 日（日） ４月 15 日（月）～４月 20日（土）

選　挙　名 告示日 投開票日 期日前投票期間

さんさん

　政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職

にある者）が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法

律で禁止されています。違反すると、処罰されます。

　また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

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

【禁止されている寄附の例】

　噛お歳暮やお中元、お年賀など

　噛卒業祝い、入学祝い、病院見舞など

　噛お祭りへの寄附やお酒などの差し入れ

　噛地域の運動会などへの飲食物の差し入れ

　噛家族や秘書などが代理で出席するときの結婚祝いや葬式の香典

　噛地域の集会や旅行、運動会などの行事への寸志や飲食物の差し入れ

【政治家が選挙区内にある者に対する禁止の例】

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

　噛あいさつを目的とする有料広告を出すこと

-選挙の三ない運動-

贈らない！

　求めない！

　　受け取らない！

　選挙管理委員会

　緯０９５４（６３）３４１８

詳しくは

　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、下記の計画（案）に対する皆さんのご意見を募集し

ます。

募

　集
皆さんの意見を募集します

意見を求める計画（案）

蕎第３次鹿島市環境基本計画（概要版）

蕎第３次鹿島市環境基本計画および

　鹿島市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）

　第六次鹿島市総合計画が目指す都市像「みんなが

住みやすく、暮らしやすいまち」の実現のため、環

境面からの施策の基本的な方針を示すものです。

意見を求めるための公表資料の確認方法

　計画（案）を市のホームページに掲載しています。

　また、新世紀センター１階環境下水道課でも閲覧

できます。

意見募集期限　３月 18 日（月）

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、提出は環境下水道課へ直接持

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　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

　姉０９５４（６２）３７１７

　死 kankyou@city.saga-kashima.lg.jp

提出・問合せ先
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このごみどの袋・人権の輪こんなときこのひとこと、学校だより

今月のキーフレーズ

“take a rain check”

No.159

この表現は、

「先に延ばす」「延期する」という意味で使われます。
オードリー先生

Sam:

Sakura:

I’m sorry I’m not feeling well. Can I take 
a rain check on our date tomorrow?
Sure, let’s reschedule for when you’re 
feeling better!

（サ　ム）

（さくら）

ごめんね、気分が良くないんだ。明日

のデート先に延ばしてくれないかな？

いいわよ。あなたの気分がいいときに

変更しましょうね。

Olivia:

Takeshi:

I have to stay late at work tonight, so 
I’m going to miss dinner. I’m going to 
have to take a rain check.
That’s okey! let’s go another day!

（オリビア）

（たけし）

今夜、遅くまで残業しないといけなく

て夕食無理みたい。先に延ばしてもら

いたいなぁ？

いいよ。他の日に行こうね！

学 校 だ よ り

西部中学校

No.262

新生徒会、がんばっています！

　１２月６日に行われた立会演説会

で、『過ごしやすい学校へ　～目配り・

気配り・心配り～　』を公約に掲げ

た里海舟さんが当選し、新生徒会長

に決まりました。そして、１月８日

の全校集会で、会長をはじめ副会長

の井上美南さん、吉田有花さんら生

徒会役員の任命式が行われ、いよい

よ２年生が中心となった生徒会活動

が動きはじめました。これまで３年

生が築き上げた伝統を引き継ぎ、さ

らに西部中をより良くしていくため

にがんばってほしいと思います。　

　また、年始めの集会では２年生を

代表して、里海舟さんが年頭所感を

発表しました。その中で「明るく風

通しのよい学校を目指すために、ま

ずは自分自身が率先して行動し、み

んなのお手本となれるようがんばり

たい。」と強い気持ちを言ってくれ

ました。

　１月２４日に行われた生徒総会で

は、準備から当日まで、自分達で考

えて行動する頼もしい姿も見せてく

れました。全校生徒の前で、緊張し

ながらの活動計画の提案でしたが、

経験を通して、少しずつ成長して

いってほしいと思います。

　今、２年生の新生徒会役員は１つ

１つの活動にやる気を持って取り組

んでいます。慣れないこともたくさ

んありますが、新生徒会役員の思い

が、他の生徒にも広がり、生徒会長

の公約実現へとつながってくれるこ

とを願っています。寓生徒総会の様子

No.147

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

例）可燃とカンのゴミ出し日が同じ場合は、可燃３袋、カン３袋、計６袋まで例）可燃とカンのゴミ出し日が同じ場合は、可燃３袋、カン３袋、計６袋まで

家庭から出すゴミは
　１回に１世帯で１種類につき３袋まで！
家庭から出すゴミは
　１回に１世帯で１種類につき３袋まで！

覚数回に分けて出す

覚直接、さが西部クリーンセンターへ持っていく
　※10㎏につき80円の処分料がかかります。

　※燃えるごみと燃えないごみの分別は必要です。ただし、

　　指定のごみ袋に入れる必要はありません。

覚一般廃棄物許可業者へ引き取りを依頼する
　※指定のごみ袋に入れる必要はありません。

　一度に大量のごみを出すと、計画的なごみの収集に支障が生

じます。このため、環境衛生推進協議会やごみ収集業者、市で

協議を行い、各ご家庭から出るごみ袋の数を制限することとな

りました。引越しや大掃除などで大量のごみを出す際は、以下

の方法を参考にしてください。

　市民の皆さんのご協力をお願いします。 興事業所から出るごみについて興

　事業所から出るごみは、法律等により家

庭から出るごみと同じようにごみステー

ションへ出すことができないため、事業系

一般廃棄物許可業者に引き取りを依頼して

ください。ただし、小規模の事業所は、『小

規模事業所ごみステーション排出登録制度

（条件有り）』がありますので環境下水道課

環境係へお問い合わせください。

平成３０年度鹿島市人権学習会を終えて
～あなたの人権意識、大丈夫ですか？～

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

　家族や友人、職場の同僚と話を
します。とても日常的なことです。
しかし、その会話が相手の心を傷
つけているかも知れない・・・。
そんな風に考えたことはあります
か？
　言葉は、人と人をつなぐ大切な
コミュニケーション手段です。し
かし、私たちが普段何気なく使っ
ている言葉や表現の中には、人権
を無視した不快な言葉や差別的な
意味合いを含む表現で相手の心を
傷つけることもあります。
　例えば、「ウザイ、キモイ」と

いう言葉を耳にします。「年寄り
にはできないよ」とか「女のくせ
に」「車いすでかわいそう」など
もそうです。言われた人は、どん
な気持ちでしょう。
　これらの表現は、相手を蔑み、
侮辱し、差別する表現に繋がる可
能性があります。しかし、発言し
た本人は、相手がどのように感じ
ているのか気付きません。
　私たちは、家庭・職場・地域の
日常生活の場面に応じて、言葉を
選び、表現していますが、人権を
意識した表現となっているので

しょうか。相手の立場に立っても
のごとを考え、自分が言われて嫌
なこと、心痛む言葉を使用しない
ように努めているでしょうか。改
めて自分の中の人権意識や人権感
覚を磨く必要性を感じます。
　鹿島市では、今年度も市民の皆
さんを対象とした人権学習会を持
ち、人権・差別問題について学ん
でいただきました。
　人権課題を解決していくには

「相手の気持ちを思いやること」
「困っている人がいたら優しく接
すること」からがスタートのよう
です。
　自分自身の人権意識や人権感覚
を磨くためにも来年度の学習会に
は、ぜひご参加くださることを
願っております。

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

やめようよ　その一言で　変わるかも　　　　　森田　楓河（古枝小６年）
本当に　使っていいの　その言葉　　　　　　　江﨑　敦士（東部中３年）

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

今月のキーフレーズ

“take a rain check”

No.159

この表現は、

「先に延ばす」「延期する」という意味で使われます。
オードリー先生

Sam:

Sakura:

I’m sorry I’m not feeling well. Can I take 
a rain check on our date tomorrow?
Sure, let’s reschedule for when you’re 
feeling better!

（サ　ム）

（さくら）

ごめんね、気分が良くないんだ。明日

のデート先に延ばしてくれないかな？

いいわよ。あなたの気分がいいときに

変更しましょうね。

Olivia:

Takeshi:

I have to stay late at work tonight, so 
I’m going to miss dinner. I’m going to 
have to take a rain check.
That’s okey! let’s go another day!

（オリビア）

（たけし）

今夜、遅くまで残業しないといけなく

て夕食無理みたい。先に延ばしてもら

いたいなぁ？

いいよ。他の日に行こうね！

学 校 だ よ り

西部中学校

No.262

新生徒会、がんばっています！

　１２月６日に行われた立会演説会

で、『過ごしやすい学校へ　～目配り・

気配り・心配り～　』を公約に掲げ

た里海舟さんが当選し、新生徒会長

に決まりました。そして、１月８日

の全校集会で、会長をはじめ副会長

の井上美南さん、吉田有花さんら生

徒会役員の任命式が行われ、いよい

よ２年生が中心となった生徒会活動

が動きはじめました。これまで３年

生が築き上げた伝統を引き継ぎ、さ

らに西部中をより良くしていくため

にがんばってほしいと思います。　

　また、年始めの集会では２年生を

代表して、里海舟さんが年頭所感を

発表しました。その中で「明るく風

通しのよい学校を目指すために、ま

ずは自分自身が率先して行動し、み

んなのお手本となれるようがんばり

たい。」と強い気持ちを言ってくれ

ました。

　１月２４日に行われた生徒総会で

は、準備から当日まで、自分達で考

えて行動する頼もしい姿も見せてく

れました。全校生徒の前で、緊張し

ながらの活動計画の提案でしたが、

経験を通して、少しずつ成長して

いってほしいと思います。

　今、２年生の新生徒会役員は１つ

１つの活動にやる気を持って取り組

んでいます。慣れないこともたくさ

んありますが、新生徒会役員の思い

が、他の生徒にも広がり、生徒会長

の公約実現へとつながってくれるこ

とを願っています。寓生徒総会の様子

No.147

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

例）可燃とカンのゴミ出し日が同じ場合は、可燃３袋、カン３袋、計６袋まで例）可燃とカンのゴミ出し日が同じ場合は、可燃３袋、カン３袋、計６袋まで

家庭から出すゴミは
　１回に１世帯で１種類につき３袋まで！
家庭から出すゴミは
　１回に１世帯で１種類につき３袋まで！

覚数回に分けて出す

覚直接、さが西部クリーンセンターへ持っていく
　※10㎏につき80円の処分料がかかります。

　※燃えるごみと燃えないごみの分別は必要です。ただし、

　　指定のごみ袋に入れる必要はありません。

覚一般廃棄物許可業者へ引き取りを依頼する
　※指定のごみ袋に入れる必要はありません。

　一度に大量のごみを出すと、計画的なごみの収集に支障が生

じます。このため、環境衛生推進協議会やごみ収集業者、市で

協議を行い、各ご家庭から出るごみ袋の数を制限することとな

りました。引越しや大掃除などで大量のごみを出す際は、以下

の方法を参考にしてください。

　市民の皆さんのご協力をお願いします。 興事業所から出るごみについて興

　事業所から出るごみは、法律等により家

庭から出るごみと同じようにごみステー

ションへ出すことができないため、事業系

一般廃棄物許可業者に引き取りを依頼して

ください。ただし、小規模の事業所は、『小

規模事業所ごみステーション排出登録制度

（条件有り）』がありますので環境下水道課

環境係へお問い合わせください。

平成３０年度鹿島市人権学習会を終えて
～あなたの人権意識、大丈夫ですか？～

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

　家族や友人、職場の同僚と話を
します。とても日常的なことです。
しかし、その会話が相手の心を傷
つけているかも知れない・・・。
そんな風に考えたことはあります
か？
　言葉は、人と人をつなぐ大切な
コミュニケーション手段です。し
かし、私たちが普段何気なく使っ
ている言葉や表現の中には、人権
を無視した不快な言葉や差別的な
意味合いを含む表現で相手の心を
傷つけることもあります。
　例えば、「ウザイ、キモイ」と

いう言葉を耳にします。「年寄り
にはできないよ」とか「女のくせ
に」「車いすでかわいそう」など
もそうです。言われた人は、どん
な気持ちでしょう。
　これらの表現は、相手を蔑み、
侮辱し、差別する表現に繋がる可
能性があります。しかし、発言し
た本人は、相手がどのように感じ
ているのか気付きません。
　私たちは、家庭・職場・地域の
日常生活の場面に応じて、言葉を
選び、表現していますが、人権を
意識した表現となっているので

しょうか。相手の立場に立っても
のごとを考え、自分が言われて嫌
なこと、心痛む言葉を使用しない
ように努めているでしょうか。改
めて自分の中の人権意識や人権感
覚を磨く必要性を感じます。
　鹿島市では、今年度も市民の皆
さんを対象とした人権学習会を持
ち、人権・差別問題について学ん
でいただきました。
　人権課題を解決していくには

「相手の気持ちを思いやること」
「困っている人がいたら優しく接
すること」からがスタートのよう
です。
　自分自身の人権意識や人権感覚
を磨くためにも来年度の学習会に
は、ぜひご参加くださることを
願っております。

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

やめようよ　その一言で　変わるかも　　　　　森田　楓河（古枝小６年）
本当に　使っていいの　その言葉　　　　　　　江﨑　敦士（東部中３年）

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

受賞者紹介

佐賀県知事賞
佐賀県有明海漁業協同組合

鹿島市支所青年部

１月３０日、佐賀県有明海漁業

協同組合鹿島市支所青年部の皆

さんが市役所を訪問され、昨年

８月に行われた『佐賀県青年・

女性漁業者活動実績発表大会』

での県知事賞の受賞を報告され

ました。また、青年部の皆さん

は、２月２８日に東京で開催さ

れた全国大会に出場されました。

鹿島産海苔　市内小中学校へ贈呈

　２月１２日、佐賀県有明海漁業協同組合

鹿島市支所　中村直明運営委員長様から

「今季有明海で収穫された栄養たっぷりの

海苔です」と全児童分約２,７００袋が市

内全小中学校に贈呈されました。

　七浦小学校で行われた贈呈式では、代表

で同支所鹿島第三海苔部会様から児童へ贈

られ、児童代表が感謝のことばを述べまし

た。全児童には後日配られました。ありが

とうございました。

ため池の草刈りが行われました

　２月１０日～１１日、関係集落の皆さん

の協力で、花取、万才、笹原、七曲のため

池の草刈り作業が行われました。

　これらのため池は、昭和５７年３月に国

営多良岳パイロット事業によって造成され

た施設で、毎年２回の草刈り作業により適

切な維持管理がされています。これにより

水質が保全され、大雨の洪水調節機能や山

林火災の初期消火にも活かされています。

　また、パイロット施設の漏水や突発事故の早期発見のために、佐藤農場株式会

社様、株式会社平田畜産様、平田牧場様と施設管理協定を締結しました。ため池

は企業や地域住民の皆さんのご協力により、多面的な機能が維持されています。

受賞者紹介

１月２８日、前人権擁護委員の

山田次郎さん（七浦）が、法務

大臣感謝状を受けられました。

これは山田さんが２期６年の永

きにわたり人権擁護委員として

人権の擁護と人権思想の普及高

揚に尽くされた功績によるもの

で、市役所で市長より感謝状が

伝達されました。

法務大臣感謝状
山田　次郎さん

受賞者紹介

１月１７日、東京都の文京シ

ビックホールで行われた交通安

全国民運動中央大会で、鹿島市

交通安全指導員会が交通安全優

良団体として表彰されました。

鹿島市交通安全指導員の皆さん

は、児童の安全な通学のために

通学路での早朝立番をしていた

だくなど、永年、地域の交通安

全に貢献されてきた功績が認め

られての表彰となりました。

全日本交通安全協会長表彰
鹿島市交通安全指導員会

鹿島のお仕事を見学、体験しました！

　１月２６日、市内の小学生とその保護者計５４人が参加して、『もっと

知りたい！お仕事見学＆体験！』を開催しました。この事業は、青少年育

成市民会議が主催し、地元企業への興味や理解を深めてもらい、将来的に

は地元への就労促進に繋がるようにと企画したものです。

　訪問先は２箇所で、祐徳バス株式会社では、整備の方法や実際バスに乗

車し、乗降の仕方を学びました。浜蒲鉾株式会社では、学校でも食べてい

るかまぼこを１つ１つ手作業で作る工程を見学しました。また、フラワー

アレンジメント体験では、有限会社花の伊東から講師として来ていただき、

子どもたちそれぞれの個性が表れた作品ができ上がりました。 祐徳バス見学祐徳バス見学

　保護者からは、「親子で参加できて

楽しかった。」子どもたちからは、「将

来整備士になりたいのでバスのエン

ジンが見れて良かった」など、嬉し

い声が聞かれました。

　この事業を通して、親子のふれあ

いと故郷鹿島への愛着を持ってもら

えればと思います。

浜蒲鉾見学浜蒲鉾見学フラワーアレンジメント体験フラワーアレンジメント体験

鹿島市企業説明会

　２月６日、市内と近隣の高校に通う２年

生約１７０人が参加して、鹿島市では初め

てとなる『鹿島市企業説明会』がエイブル

で開催されました。説明会は、地元、県内

に就職したいといった高校生の声を受けて

企画したもので、市内の企業２０社が仕事

内容を紹介しました。

　参加した生徒からは「企業説明会を聞い

て、地元に就職しようと思った」「市内に

どのような企業があるのかを知ることができたし、前よりも鹿島への愛着が増し

た」などの感想が聞かれました。

 企業説明会は毎年行う予定で、既に市で

取り組んでいる『鹿島仕事巡りツアー』

『ものづくりの日イベント』などとともに、

ふるさとの魅力や価値を感じてもらい、世

界に通用するものづくりや人材、企業が鹿

島市にあることを知ってもらえればと思い

ます。

クロカンフェスタｉｎかしま

　１月２６日・２７日、鹿島市陸上競技

場でクロカンフェスタｉｎかしまが開催

されました。

　選手の皆さんはクロスカントリー

コースを舞台にレースを繰り広げ、

コース周辺ではたくさん家族や仲間

が声援を送っていました。



２３２２ Ｈ31（2019）.3.1　広報かしま 広報かしま　Ｈ31（2019）.3.1

TopicsTopics まちの話題

受賞者紹介

佐賀県知事賞
佐賀県有明海漁業協同組合

鹿島市支所青年部

１月３０日、佐賀県有明海漁業

協同組合鹿島市支所青年部の皆

さんが市役所を訪問され、昨年

８月に行われた『佐賀県青年・

女性漁業者活動実績発表大会』

での県知事賞の受賞を報告され

ました。また、青年部の皆さん

は、２月２８日に東京で開催さ

れた全国大会に出場されました。

鹿島産海苔　市内小中学校へ贈呈

　２月１２日、佐賀県有明海漁業協同組合

鹿島市支所　中村直明運営委員長様から

「今季有明海で収穫された栄養たっぷりの

海苔です」と全児童分約２,７００袋が市

内全小中学校に贈呈されました。

　七浦小学校で行われた贈呈式では、代表

で同支所鹿島第三海苔部会様から児童へ贈

られ、児童代表が感謝のことばを述べまし

た。全児童には後日配られました。ありが

とうございました。

ため池の草刈りが行われました

　２月１０日～１１日、関係集落の皆さん

の協力で、花取、万才、笹原、七曲のため

池の草刈り作業が行われました。

　これらのため池は、昭和５７年３月に国

営多良岳パイロット事業によって造成され

た施設で、毎年２回の草刈り作業により適

切な維持管理がされています。これにより

水質が保全され、大雨の洪水調節機能や山

林火災の初期消火にも活かされています。

　また、パイロット施設の漏水や突発事故の早期発見のために、佐藤農場株式会

社様、株式会社平田畜産様、平田牧場様と施設管理協定を締結しました。ため池

は企業や地域住民の皆さんのご協力により、多面的な機能が維持されています。

受賞者紹介

１月２８日、前人権擁護委員の

山田次郎さん（七浦）が、法務

大臣感謝状を受けられました。

これは山田さんが２期６年の永

きにわたり人権擁護委員として

人権の擁護と人権思想の普及高

揚に尽くされた功績によるもの

で、市役所で市長より感謝状が

伝達されました。

法務大臣感謝状
山田　次郎さん

受賞者紹介

１月１７日、東京都の文京シ

ビックホールで行われた交通安

全国民運動中央大会で、鹿島市

交通安全指導員会が交通安全優

良団体として表彰されました。

鹿島市交通安全指導員の皆さん

は、児童の安全な通学のために

通学路での早朝立番をしていた

だくなど、永年、地域の交通安

全に貢献されてきた功績が認め

られての表彰となりました。

全日本交通安全協会長表彰
鹿島市交通安全指導員会

鹿島のお仕事を見学、体験しました！

　１月２６日、市内の小学生とその保護者計５４人が参加して、『もっと

知りたい！お仕事見学＆体験！』を開催しました。この事業は、青少年育

成市民会議が主催し、地元企業への興味や理解を深めてもらい、将来的に

は地元への就労促進に繋がるようにと企画したものです。

　訪問先は２箇所で、祐徳バス株式会社では、整備の方法や実際バスに乗

車し、乗降の仕方を学びました。浜蒲鉾株式会社では、学校でも食べてい

るかまぼこを１つ１つ手作業で作る工程を見学しました。また、フラワー

アレンジメント体験では、有限会社花の伊東から講師として来ていただき、

子どもたちそれぞれの個性が表れた作品ができ上がりました。 祐徳バス見学祐徳バス見学

　保護者からは、「親子で参加できて

楽しかった。」子どもたちからは、「将

来整備士になりたいのでバスのエン

ジンが見れて良かった」など、嬉し

い声が聞かれました。

　この事業を通して、親子のふれあ

いと故郷鹿島への愛着を持ってもら

えればと思います。

浜蒲鉾見学浜蒲鉾見学フラワーアレンジメント体験フラワーアレンジメント体験

鹿島市企業説明会

　２月６日、市内と近隣の高校に通う２年

生約１７０人が参加して、鹿島市では初め

てとなる『鹿島市企業説明会』がエイブル

で開催されました。説明会は、地元、県内

に就職したいといった高校生の声を受けて

企画したもので、市内の企業２０社が仕事

内容を紹介しました。

　参加した生徒からは「企業説明会を聞い

て、地元に就職しようと思った」「市内に

どのような企業があるのかを知ることができたし、前よりも鹿島への愛着が増し

た」などの感想が聞かれました。

 企業説明会は毎年行う予定で、既に市で

取り組んでいる『鹿島仕事巡りツアー』

『ものづくりの日イベント』などとともに、

ふるさとの魅力や価値を感じてもらい、世

界に通用するものづくりや人材、企業が鹿

島市にあることを知ってもらえればと思い

ます。

クロカンフェスタｉｎかしま

　１月２６日・２７日、鹿島市陸上競技

場でクロカンフェスタｉｎかしまが開催

されました。

　選手の皆さんはクロスカントリー

コースを舞台にレースを繰り広げ、

コース周辺ではたくさん家族や仲間

が声援を送っていました。



２４ ２５Ｈ31（2019）.3.1　広報かしま 広報かしま　Ｈ31（2019）.3.1

エイブルからのお知らせなど

　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

献血にご協力ください献血にご協力ください

　病院では大勢の患者さんが輸血を必要としてい

ます。愛の献血に温かいご協力をお願いします。

と　　き　３月 27 日（水）９時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　市民会館ホワイエ

対　象　者　18歳～69歳の人

※体重50kg以上で400ml献血可能な人、65歳以上

　の人は60歳～64歳の間に献血経験のある人、

　その他条件があります。

お知らせお知らせ

保健センター（エイブル１階）

緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

不妊治療の一部を助成します不妊治療の一部を助成します
　市では、次のように助成を行っていますが、申請

期限は治療を終了した日の属する年度内です。申請

がまだの人は手続きをお願いします。（佐賀県不妊

治療費支援事業の申請を済ませ、承認決定通知を受

けてから市に申請してください）

　なお、治療を終了した日が、２～３月の場合は、

事前に保健センターまで連絡してください。

対　象　者　申請日に夫婦のいずれかが鹿島市に１年
　　　　　以上住所を有し、佐賀県不妊治療費支援
　　　　　事業の助成を受けている人

対象治療　体外受精、顕微授精、これらの一環とし
　　　　　て実施した男性不妊治療

助　成　額　医療機関に支払った額（胚管理料、入院費、
　　　　　食事代、文書料は除く）から佐賀県または、
　　　　　それ以外から受けた不妊治療費助成金を
　　　　　差し引いた額

限　度　額　１回につき 10 万円まで
　　　　　（年齢、回数は県の助成に準ずる）
　　　　　※男性不妊治療の場合は、10万円を限度に加算

『妊娠SOSさが』相談時間『妊娠SOSさが』相談時間
　県では、思いがけない妊娠や出産への不安、心配

だけでなく、女性特有の健康に関する相談窓口を設

置しています。ひとりで悩まずにご相談ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　な　ぐ　　み　ら　い　に

電　　話　０１２０（２７９）３９２

相談時間　毎週月～木曜日　９時～ 17 時

　　　　　毎週金曜日　９時～ 22 時

　　　　　（祝日・年末年始を除く）

　佐賀県健康福祉部こども家庭課

　緯０９５２（２５）７０５６

詳しくは

予防接種予防接種 ３月１日～７日は
『子ども予防接種週間』です
３月１日～７日は
『子ども予防接種週間』です

　まだ受けていない予防接種はありませんか？もう

一度、母子健康手帳を確認し、接種漏れがないよう

に気をつけましょう。特に、４月からの入学・入園

に備えて、必要な予防接種を済ませ、病気を未然に

防ぎましょう。

　子どもの予防接種は県内の医療機関での個別接種

です。医療機関に直接お申し込みください。

定期予防接種の種類　（　　）内は接種対象時期

煙ＢＣＧ・Ｂ型肝炎（０歳児）

煙麻しん・風しん（１期：１歳児・２期：年長児）

煙ヒブ・小児用肺炎球菌（０歳～５歳未満）

煙水痘（１歳～３歳未満）

煙四種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ）・

　ポリオ（３か月～７歳６か月未満）

煙日本脳炎（１期：３歳～７歳６か月・２期：９歳～13歳未満）

煙二種混合（ジフテリア・破傷風）（11歳～13歳未満）

※予防接種を受ける前に必ず『予防接種と子どもの健康』

　を読んで、対象年齢・接種回数など確認してください。

　また、今年度の『高齢者の肺炎球菌感染症予防接種』（定

　期接種）は３月 31 日までです。対象者で希望される人

　は３月中に接種してください。

中学３年生までのインフルエンザ
予防接種費用助成のお知らせ
中学３年生までのインフルエンザ
予防接種費用助成のお知らせ

　平成 30 年 10 月１日～平成 30 年 12 月 31 日の

期間中に市内の実施医療機関と谷口医院（嬉野市）

以外のかかりつけ医で接種した人は、申請により接

種費用を助成します。申請がまだの人は手続きをお

願いします。

助成回数　13 歳未満：２回　　13 歳以上：１回

助　成　額　1,000 円／回

申請場所　保健センター（エイブル１階）

持　参　品　①領収書　②印鑑　③通帳

　　　　　④接種済証または母子健康手帳

申請期限　３月 29 日（金）

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

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当選者発表

　たくさんのご応募ありがとうございました。当選者は図書館内に

掲示しています。プレゼントは期間内にお受け取りください。

　受取期間　３月２日（土）～ 27 日（水）

恭図書館×山田全自動コラボバッグ好評販売中！

　図書館１００周年を記念して、鹿島市出身のイラストレーター山

田全自動さんデザインの図書館バッグを作りました。

販売場所　図書館内

販売価格　500 円（税込）

市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

　日展に連続入選を

されている佐賀北高

等学校書道科教諭の

松尾洋一さんの書を

展示しています。

　実物でしか分から

ない細かな筆の動き

や墨色の美しさをお

楽しみください。

　また、松尾さんの師匠である角元正燦

さんや二十世紀を代表する書家と言われ

る西川寧さんの作品もご鑑賞いただけま

す。特に今回は、西川寧さんの作品の中

でも優れたものを展示しています。

　展示期間　３月 28 日（木）まで

ありがとう鹿島市民会館さよならコンサート

　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、現在の市民会館最

後の催しとして、コンサート

と閉館セレモニーを開催しま

す。また、ホワイエでは『思

い出の市民会館』展示を予定

しています。

　ぜひ、お越しください。

～書の理想を求めて～

松尾洋一展
床の間
コーナー

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

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実行委員会

　　　一般財団法人鹿島市民立生涯学習・文化振興財団

と　き　３月 31 日（日）　　ところ　市民会館大ホール

　興コンサート　　　11 時～　※17 団体出演予定

　興閉館セレモニー　16 時 30 分～

※整理券はエイブル、６地区公民館ほかで配布中。当日も配布します。

ところ 受講料定員 開講期間講　座　名 講　師

20 人
エイブル３階
研修室Ｂ

永池　守
（エイブル館長）

４月 11 日～９月 12 日
[ 木曜日　全 12 回 ]
13 時 30 分～ 15 時

500 円／１回書道教室　～初級編～

エイブル２階
音楽スタジオ

20 人
公開講座＜お試し！無料講座＞

ゼロから始める大人のための

　　　　　　　楽しい脳トレ英会話

田中　勝子さん
４月 18 日（木）

19時～ 20時 30 分

に行ってみよう

全席自由

整理券有り

入場無料

寓松尾洋一さん
せいさん

やすし

【絵柄】こども・おとな　【色】ナチュラル

無　料

※ネイビーは
　完売しました
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エイブルからのお知らせなど

　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

献血にご協力ください献血にご協力ください

　病院では大勢の患者さんが輸血を必要としてい

ます。愛の献血に温かいご協力をお願いします。

と　　き　３月 27 日（水）９時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　市民会館ホワイエ

対　象　者　18歳～69歳の人

※体重50kg以上で400ml献血可能な人、65歳以上

　の人は60歳～64歳の間に献血経験のある人、

　その他条件があります。

お知らせお知らせ

保健センター（エイブル１階）

緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

不妊治療の一部を助成します不妊治療の一部を助成します
　市では、次のように助成を行っていますが、申請

期限は治療を終了した日の属する年度内です。申請

がまだの人は手続きをお願いします。（佐賀県不妊

治療費支援事業の申請を済ませ、承認決定通知を受

けてから市に申請してください）

　なお、治療を終了した日が、２～３月の場合は、

事前に保健センターまで連絡してください。

対　象　者　申請日に夫婦のいずれかが鹿島市に１年
　　　　　以上住所を有し、佐賀県不妊治療費支援
　　　　　事業の助成を受けている人

対象治療　体外受精、顕微授精、これらの一環とし
　　　　　て実施した男性不妊治療

助　成　額　医療機関に支払った額（胚管理料、入院費、
　　　　　食事代、文書料は除く）から佐賀県または、
　　　　　それ以外から受けた不妊治療費助成金を
　　　　　差し引いた額

限　度　額　１回につき 10 万円まで
　　　　　（年齢、回数は県の助成に準ずる）
　　　　　※男性不妊治療の場合は、10万円を限度に加算

『妊娠SOSさが』相談時間『妊娠SOSさが』相談時間
　県では、思いがけない妊娠や出産への不安、心配

だけでなく、女性特有の健康に関する相談窓口を設

置しています。ひとりで悩まずにご相談ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つ　な　ぐ　　み　ら　い　に

電　　話　０１２０（２７９）３９２

相談時間　毎週月～木曜日　９時～ 17 時

　　　　　毎週金曜日　９時～ 22 時

　　　　　（祝日・年末年始を除く）

　佐賀県健康福祉部こども家庭課

　緯０９５２（２５）７０５６

詳しくは

予防接種予防接種 ３月１日～７日は
『子ども予防接種週間』です
３月１日～７日は
『子ども予防接種週間』です

　まだ受けていない予防接種はありませんか？もう

一度、母子健康手帳を確認し、接種漏れがないよう

に気をつけましょう。特に、４月からの入学・入園

に備えて、必要な予防接種を済ませ、病気を未然に

防ぎましょう。

　子どもの予防接種は県内の医療機関での個別接種

です。医療機関に直接お申し込みください。

定期予防接種の種類　（　　）内は接種対象時期

煙ＢＣＧ・Ｂ型肝炎（０歳児）

煙麻しん・風しん（１期：１歳児・２期：年長児）

煙ヒブ・小児用肺炎球菌（０歳～５歳未満）

煙水痘（１歳～３歳未満）

煙四種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風・ポリオ）・

　ポリオ（３か月～７歳６か月未満）

煙日本脳炎（１期：３歳～７歳６か月・２期：９歳～13歳未満）

煙二種混合（ジフテリア・破傷風）（11歳～13歳未満）

※予防接種を受ける前に必ず『予防接種と子どもの健康』

　を読んで、対象年齢・接種回数など確認してください。

　また、今年度の『高齢者の肺炎球菌感染症予防接種』（定

　期接種）は３月 31 日までです。対象者で希望される人

　は３月中に接種してください。

中学３年生までのインフルエンザ
予防接種費用助成のお知らせ
中学３年生までのインフルエンザ
予防接種費用助成のお知らせ

　平成 30 年 10 月１日～平成 30 年 12 月 31 日の

期間中に市内の実施医療機関と谷口医院（嬉野市）

以外のかかりつけ医で接種した人は、申請により接

種費用を助成します。申請がまだの人は手続きをお

願いします。

助成回数　13 歳未満：２回　　13 歳以上：１回

助　成　額　1,000 円／回

申請場所　保健センター（エイブル１階）

持　参　品　①領収書　②印鑑　③通帳

　　　　　④接種済証または母子健康手帳

申請期限　３月 29 日（金）

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

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当選者発表

　たくさんのご応募ありがとうございました。当選者は図書館内に

掲示しています。プレゼントは期間内にお受け取りください。

　受取期間　３月２日（土）～ 27 日（水）

恭図書館×山田全自動コラボバッグ好評販売中！

　図書館１００周年を記念して、鹿島市出身のイラストレーター山

田全自動さんデザインの図書館バッグを作りました。

販売場所　図書館内

販売価格　500 円（税込）

市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

　日展に連続入選を

されている佐賀北高

等学校書道科教諭の

松尾洋一さんの書を

展示しています。

　実物でしか分から

ない細かな筆の動き

や墨色の美しさをお

楽しみください。

　また、松尾さんの師匠である角元正燦

さんや二十世紀を代表する書家と言われ

る西川寧さんの作品もご鑑賞いただけま

す。特に今回は、西川寧さんの作品の中

でも優れたものを展示しています。

　展示期間　３月 28 日（木）まで

ありがとう鹿島市民会館さよならコンサート

　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、現在の市民会館最

後の催しとして、コンサート

と閉館セレモニーを開催しま

す。また、ホワイエでは『思

い出の市民会館』展示を予定

しています。

　ぜひ、お越しください。

～書の理想を求めて～

松尾洋一展
床の間
コーナー

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

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実行委員会

　　　一般財団法人鹿島市民立生涯学習・文化振興財団

と　き　３月 31 日（日）　　ところ　市民会館大ホール

　興コンサート　　　11 時～　※17 団体出演予定

　興閉館セレモニー　16 時 30 分～

※整理券はエイブル、６地区公民館ほかで配布中。当日も配布します。

ところ 受講料定員 開講期間講　座　名 講　師

20 人
エイブル３階
研修室Ｂ

永池　守
（エイブル館長）

４月 11 日～９月 12 日
[ 木曜日　全 12 回 ]
13 時 30 分～ 15 時

500 円／１回書道教室　～初級編～

エイブル２階
音楽スタジオ

20 人
公開講座＜お試し！無料講座＞

ゼロから始める大人のための

　　　　　　　楽しい脳トレ英会話

田中　勝子さん
４月 18 日（木）

19時～ 20時 30 分

に行ってみよう

全席自由

整理券有り

入場無料

寓松尾洋一さん
せいさん

やすし

【絵柄】こども・おとな　【色】ナチュラル

無　料

※ネイビーは
　完売しました
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お知らせ

　皆さんのご理解をお願いします。

対　象　者

　協会けんぽ佐賀支部に加入の被保険者

　（水色の健康保険証をお持ちの人）

変更時期　３月分（４月納付分）から

※任意継続被保険者は４月分（４月納付分）から

変更内容　

潤健康保険料率　10.61％→10.75％

潤介護保険料率　1.57％→1.73％

詳しくは　全国健康保険協会佐賀支部

　　　　　緯０９５２（２７）０６１２

　土づくりや農作業は、ぜひセン

ターにご用命ください。

恭各種作業の注文をお受けします

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

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　３月 22 日（金）

　　　　　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　説明会は随時行っています

と　こ　ろ　シルバー人材センター

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　緯０９５４（６３）０９７０

協会けんぽ加入者の皆さんへ
保険料率が変わります

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

休会

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

　

　交通事故などの第三者（加害者）

の行為によるケガや病気の治療費は、

本来加害者が負担するのが原則です

が、加害者と話し合いがつかなかっ

たり、損害賠償に時間がかかってし

まうときなどは、国保を使って治療

を受けることができます。この場合、

国保が後日、加害者に対して費用を

請求することになります。その際に

『第三者行為による傷病届』が必要

となりますので、すみやかに提出を

お願いします。

　届書をすぐに提出できないときは、

国保の窓口（保険健康課）に電話等

で連絡をお願いします。

詳しくは　保険健康課国保係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

　農業の担い手として就農する人を

対象に助成金を支給します。

対　　象　おおむね18歳以上65歳未満で、

　　　　　就農して５年以内の人

助　成　額　30,000 円／月

申込締切　４月 12 日（金）

※支給の可否は審査後連絡します

詳しくは　農林水産課農政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

平成３１年１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　

怯人身事故多発交差点（平成３０年中）・・・御神松、殿ノ橋、東町

　①３秒間の車間距離　②進路変更は３秒前、右左折は３０ｍ手前で合図

　③３分前の出発を実践して追突事故を防止しましょう

詳しくは　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

429 件（－125）
19 件（－021）
10 件（－015）

568 人（－216）
33 人（－027）
22 人（－016）

2人（＋02）
0人（　00）
0人（　00）

1,608 件（－153）
109 件（＋005）
66 件（＋011）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

　４月に開催する子ども用品のおゆ

ずり会の品を募集します。詳しくは

市連合青年団ＨＰをご覧ください。

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

受付場所　焔鹿島市社会福祉協議会

　　　　　焔田澤記念館

　　　　　焔各６地区公民館

募集期間　３月１日（金）～29日（金）

　　　　　10 時～ 16 時

　　　　　（土・日・祝日を除く）

対　象　品

煙０～６歳児のベビー服・こども服

　※比較的きれいなもの（下着・肌着は除く）

煙各学校（小・中・高）の制服・体操服

煙おもちゃ、チャイルドシート、靴、

　ベビーカー、未使用の食器・マグなど

　※ぬいぐるみは除く

詳しくは　同実行委員会　宮田

　　　　　緯０９０（６７７１）６２４７

　　　　　鹿島市ボランティア活動センター

　　　　　（鹿島市社協内）

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

講習会・教室

　認知症や知的・精神障がいなどに

よって判断能力が不十分な人の権利

や財産を守るための成年後見制度に

ついて学んでみませんか。

と　　き　３月 22 日（金）

　　　　　14時～ 15時 30 分

と　こ　ろ　かたらい３階大会議室

参　加　費　無料　※個別相談可

詳しくは　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

　高齢者虐待は、身近に起こる社会

的な問題です。地域で防ぐために正

しい知識を学びましょう。

と　　き　３月 15 日（金）

　　　　　14 時～ 15時 30 分

と　こ　ろ　かたらい３階大会議室

定　　員　先着 50 人

参　加　費　無料

申込・問合せ先

　地域包括支援センター

　緯０９５４（６３）２１６０

　趣味を通した生きがいづくりに

『陶芸』をしてみませんか。

と　こ　ろ　陶芸作業所（中川公園横）

対　象　者　市内在住で 60歳以上の人

期　　間　３年間

費　　用　2,000円程度／月（材料費等）

定　　員　先着 10 人

開　講　式　４月中旬予定

詳しくは　保険健康課長寿社会係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

　市では、社会人権・同和教育活動

事業として各種教室を開催していま

す。詳しくは各集会所へお問い合わ

せください。

怯書道教室

と　き　毎月第１・３金曜日

講　師　植松文子さん

参加費　実費（紙代など）

ところ　教育集会所

　　　　緯０９５４（６３）２１３０

怯ペン習字教室

と　き　毎月第２・４金曜日

講　師　植松文子さん

参加費　実費（紙代など）

ところ　同和教育集会所

　　　　緯０９５４（６３）４６０６

怯生け花教室

と　き　毎月第２火曜日

講　師　吉田　和子さん

参加費　実費（花代など）

ところ　同和教育集会所

　　　　緯０９５４（６３）４６０６

～国民健康保険に加入の皆さんへ～

第三者行為による傷病届について
『幸せゆずり会』

子ども用品を募集します

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10期の口座振替日は

３月２９日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

こんな仕事もお受けします
シルバー人材センター

成年後見セミナー
～老後を安心して暮らすために～

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

平成３１年１月分の市長交際費を公表します

接　遇 １月８日 15,940円 日本酒 10 本（福岡市佐賀県人会へ提供）

51,540円（平成 30 年度累計　340,858 円）合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

１月17日 16,200円 胡蝶蘭（inaho ㈱進出協定締結時お祝い）
１月18日 5,000円 佐賀県市議会議長会懇親会
１月22日 14,400円 稲荷ようかん９箱（千葉県香取市へおみやげ）

その他

接　遇
会　費

　中皮腫や肺がんなどを発症し、そ

れが労働者として石綿ばく露作業に

従事していたことが原因であると認

められた場合には、各種の労災保険

給付や特別遺族給付金が支給されま

す。詳しくは労働局または労働基準

監督署にご相談ください。

※詳しくは厚生労働省ＨＰをご覧ください

詳しくは　佐賀労働局

　　　　　緯０９５２（３２）７１９３

　この集会所は、市民の皆さんの幅

広い利用を推進しています。ぜひ、

ご利用ください。

利用時間　９時～ 22 時

利　用　料　無料

※事前の申し込みが必要です

詳しくは　同和教育集会所

　　　　　緯０９５４（６３）４６０６

　　　　　教育集会所

　　　　　緯０９５４（６３）２１３０

　　　　　（土・日・祝日を除く９時～17時）

新規就農者を支援します

石綿による疾病の
補償・救済について

ご利用ください
同和教育集会所・教育集会所

高齢者虐待防止研修会

高齢者のための
陶芸教室受講生募集

書道・ペン習字・生け花
教室の受講者募集

情報掲示板 愚 お知らせ 情報掲示板 愚 お知らせ・講習会・教室
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お知らせ

　皆さんのご理解をお願いします。

対　象　者

　協会けんぽ佐賀支部に加入の被保険者

　（水色の健康保険証をお持ちの人）

変更時期　３月分（４月納付分）から

※任意継続被保険者は４月分（４月納付分）から

変更内容　

潤健康保険料率　10.61％→10.75％

潤介護保険料率　1.57％→1.73％

詳しくは　全国健康保険協会佐賀支部

　　　　　緯０９５２（２７）０６１２

　土づくりや農作業は、ぜひセン

ターにご用命ください。

恭各種作業の注文をお受けします

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

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　３月 22 日（金）

　　　　　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　説明会は随時行っています

と　こ　ろ　シルバー人材センター

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　緯０９５４（６３）０９７０

協会けんぽ加入者の皆さんへ
保険料率が変わります

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

休会

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

　

　交通事故などの第三者（加害者）

の行為によるケガや病気の治療費は、

本来加害者が負担するのが原則です

が、加害者と話し合いがつかなかっ

たり、損害賠償に時間がかかってし

まうときなどは、国保を使って治療

を受けることができます。この場合、

国保が後日、加害者に対して費用を

請求することになります。その際に

『第三者行為による傷病届』が必要

となりますので、すみやかに提出を

お願いします。

　届書をすぐに提出できないときは、

国保の窓口（保険健康課）に電話等

で連絡をお願いします。

詳しくは　保険健康課国保係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

　農業の担い手として就農する人を

対象に助成金を支給します。

対　　象　おおむね18歳以上65歳未満で、

　　　　　就農して５年以内の人

助　成　額　30,000 円／月

申込締切　４月 12 日（金）

※支給の可否は審査後連絡します

詳しくは　農林水産課農政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

平成３１年１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　

怯人身事故多発交差点（平成３０年中）・・・御神松、殿ノ橋、東町

　①３秒間の車間距離　②進路変更は３秒前、右左折は３０ｍ手前で合図

　③３分前の出発を実践して追突事故を防止しましょう

詳しくは　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

429 件（－125）
19 件（－021）
10 件（－015）

568 人（－216）
33 人（－027）
22 人（－016）

2人（＋02）
0人（　00）
0人（　00）

1,608 件（－153）
109 件（＋005）
66 件（＋011）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

　４月に開催する子ども用品のおゆ

ずり会の品を募集します。詳しくは

市連合青年団ＨＰをご覧ください。

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

受付場所　焔鹿島市社会福祉協議会

　　　　　焔田澤記念館

　　　　　焔各６地区公民館

募集期間　３月１日（金）～29日（金）

　　　　　10 時～ 16 時

　　　　　（土・日・祝日を除く）

対　象　品

煙０～６歳児のベビー服・こども服

　※比較的きれいなもの（下着・肌着は除く）

煙各学校（小・中・高）の制服・体操服

煙おもちゃ、チャイルドシート、靴、

　ベビーカー、未使用の食器・マグなど

　※ぬいぐるみは除く

詳しくは　同実行委員会　宮田

　　　　　緯０９０（６７７１）６２４７

　　　　　鹿島市ボランティア活動センター

　　　　　（鹿島市社協内）

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

講習会・教室

　認知症や知的・精神障がいなどに

よって判断能力が不十分な人の権利

や財産を守るための成年後見制度に

ついて学んでみませんか。

と　　き　３月 22 日（金）

　　　　　14 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　かたらい３階大会議室

参　加　費　無料　※個別相談可

詳しくは　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

　高齢者虐待は、身近に起こる社会

的な問題です。地域で防ぐために正

しい知識を学びましょう。

と　　き　３月 15 日（金）

　　　　　14 時～ 15時 30 分

と　こ　ろ　かたらい３階大会議室

定　　員　先着 50 人

参　加　費　無料

申込・問合せ先

　地域包括支援センター

　緯０９５４（６３）２１６０

　趣味を通した生きがいづくりに

『陶芸』をしてみませんか。

と　こ　ろ　陶芸作業所（中川公園横）

対　象　者　市内在住で 60歳以上の人

期　　間　３年間

費　　用　2,000円程度／月（材料費等）

定　　員　先着 10 人

開　講　式　４月中旬予定

詳しくは　保険健康課長寿社会係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

　市では、社会人権・同和教育活動

事業として各種教室を開催していま

す。詳しくは各集会所へお問い合わ

せください。

怯書道教室

と　き　毎月第１・３金曜日

講　師　植松文子さん

参加費　実費（紙代など）

ところ　教育集会所

　　　　緯０９５４（６３）２１３０

怯ペン習字教室

と　き　毎月第２・４金曜日

講　師　植松文子さん

参加費　実費（紙代など）

ところ　同和教育集会所

　　　　緯０９５４（６３）４６０６

怯生け花教室

と　き　毎月第２火曜日

講　師　吉田　和子さん

参加費　実費（花代など）

ところ　同和教育集会所

　　　　緯０９５４（６３）４６０６

～国民健康保険に加入の皆さんへ～

第三者行為による傷病届について
『幸せゆずり会』

子ども用品を募集します

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10期の口座振替日は

３月２９日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

こんな仕事もお受けします
シルバー人材センター

成年後見セミナー
～老後を安心して暮らすために～

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

平成３１年１月分の市長交際費を公表します

接　遇 １月８日 15,940円 日本酒 10 本（福岡市佐賀県人会へ提供）

51,540円（平成 30 年度累計　340,858 円）合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

１月17日 16,200円 胡蝶蘭（inaho ㈱進出協定締結時お祝い）
１月18日 5,000円 佐賀県市議会議長会懇親会
１月22日 14,400円 稲荷ようかん９箱（千葉県香取市へおみやげ）

その他

接　遇
会　費

　中皮腫や肺がんなどを発症し、そ

れが労働者として石綿ばく露作業に

従事していたことが原因であると認

められた場合には、各種の労災保険

給付や特別遺族給付金が支給されま

す。詳しくは労働局または労働基準

監督署にご相談ください。

※詳しくは厚生労働省ＨＰをご覧ください

詳しくは　佐賀労働局

　　　　　緯０９５２（３２）７１９３

　この集会所は、市民の皆さんの幅

広い利用を推進しています。ぜひ、

ご利用ください。

利用時間　９時～ 22 時

利　用　料　無料

※事前の申し込みが必要です

詳しくは　同和教育集会所

　　　　　緯０９５４（６３）４６０６

　　　　　教育集会所

　　　　　緯０９５４（６３）２１３０

　　　　　（土・日・祝日を除く９時～17時）

新規就農者を支援します

石綿による疾病の
補償・救済について

ご利用ください
同和教育集会所・教育集会所

高齢者虐待防止研修会

高齢者のための
陶芸教室受講生募集

書道・ペン習字・生け花
教室の受講者募集

情報掲示板 愚 お知らせ 情報掲示板 愚 お知らせ・講習会・教室
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相　談

　こころの悩み、お酒・薬物依存な

ど、保健福祉事務所では、専門医

（精神科医）による相談を行ってい

ます。お気軽にご相談ください。

　ご家族の相談も受け付けています。

と　　き　毎週水曜日 13 時～

と　こ　ろ　杵藤保健福祉事務所

料　　金　無料

栢予約制です。前日の16時までに

　ご連絡ください。また、保健師に

　よる相談は随時行っています。

詳しくは　杵藤保健福祉事務所

　　　　　緯０９５４（２２）２１０５

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　３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（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

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

狂こころの健康相談（臨床心理士対応）

市民会館２階第５会議室

　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

狂介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

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

狂くらしの手続き無料相談会

　（遺言・相続・終活・外国人関係など）

 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

　

　カウンセリングを学びたい人、電

話相談員を志す人、各種相談業務に

携わる人など、カウンセリングの基

礎的学習を学べる講座です。

と　　き　５月～８月（毎週１回全11回）

と　こ　ろ　メートプラザ佐賀または

　　　　　アバンセ（佐賀市）

対　象　者　20歳以上の人

定　　員　水曜班・土曜班　各35人

受　講　料　15,000円（学生10,000円）

募集期限　５月２日（木）

詳しくは　佐賀いのちの電話事務局

　　　　　緯０９５２（３４）４１８６

　　　　　（土・日・祝日を除く10時～17時）

　県では、将来目指すべき佐賀県の

姿とその実現のために、新しい総合

計画づくりをすすめています。

 県民の皆さんのご意見を反映した

総合計画にするため、下記の日程で

意見交換会を開催します。

と　　き　３月９日（土）14 時～

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

※託児を希望の場合は事前にご連絡ください

栢他会場でも参加できます

　焔佐賀市文化会館　３月９日（土）10 時～

　焔唐津市民会館　　３月 10 日（日）10 時～

　焔伊万里総合庁舎　３月 10 日（日）14 時～

　焔サンメッセ鳥栖　３月 12 日（火）19 時～

詳しくは　佐賀県政策部政策課

　　　　　緯０９５２（２５）７５４１

　健康、生活習慣病などが気になる

人を対象に、ロコモティブシンド

ローム予防教室を開催します。

と　　き　３月 15 日（金）受付９時 30 分

　　　　　10 時～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　高津原コミュニティーセンターかんらん

定　　員　20 人程度

参　加　費　100 円

持　参　品　運動できる服装、タオル

申込締切　３月 11 日（月）

詳しくは　織田病院健康管理センター

　　　　　緯０９５４（６３）３３３２

　　　　　（平日 14 時～ 17 時）

　楽しい子育てのお話です。ぜひご

参加ください。

と　　き　３月９日（土）

　　　　　10 時～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　かたらい４階多目的室

演　　題　未来に乾杯

　　　　　～子ども達の幸せを願って～

講　　師　吉木　知也さん

　　　　　（佐賀女子短期大学附属佐賀女子高等学校校長）

参　加　費　無料　※申込不要

詳しくは　子育て支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）０８７４

募　集

　受験資格や採用数、申込方法など

詳細は国税庁ホームページをご覧く

ださい。（http://www.nta.go.jp）

試験の程度　大学卒業程度

受付期間　原則ネット申し込み

　３月29日（金）９時～４月10日（水）

一次試験　６月９日（日）

詳しくは　武雄税務署総務課

　　　　　緯０９５４（２３）２１２７

　　　　　福岡国税局人事第二課

　　　　　緯０９２（４１１）００３１

対　象　者　求職者

訓練期間　５月８日（水）～７カ月

受　講　料　無料（別途テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期限　４月３日（水）

※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

イベント

と　　き　３月 24 日（日）

　　　　　13 時 30 分開場　14 時開演

と　こ　ろ　市民会館大ホール

入　場　料　各 500 円（小学生以上）

プログラム　

　英部　歌劇『蝶々夫人』ハイライト

　衛部　Star World～あなたと共に星の世界へ～

　詠部　テキーラ　Ｕ.Ｓ.Ａ.

チケット販売　

　焔ショッピングタウンピオ　インフォメーション

　焔エイブル２階　焔ララベル鹿島店

　焔嬉野市社会文化会館　焔たらふく館

　焔しろいし特産物直売所

詳しくは　鹿島高等高校赤門学舎　西岡

　　　　　緯０９５４（６２）４１３６

狂鹿島市消防団春季訓練

　３日（日）市内６カ所

狂市内中学校卒業式

　８日（金）

狂鹿島市みんなの集い

　市民会館および周辺施設

　10 日（日）９時 30 分～ 15 時

狂市内小学校卒業式

　15 日（金）

狂市内小中学校修了式

　22 日（金）

狂鹿島酒蔵ツーリズム遺２０１９

　肥前浜宿花と酒（咲け）まつり

　祐徳門前春まつり

　鹿島おまつり市

　かしま発酵まつり

　23 日（土）・24（日）

　　[２～４、30 ページ参照 ]

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

カウンセリング公開講座
受講生募集

みんなで佐賀を語る会
～聞かせてくださいあなたの佐賀～

平成 31 年５月期
職業訓練受講生募集

定員募集訓練科

ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科
１５

（３科で）
溶 接 施 行 科

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科

こころの健康相談

平成３１年度
国税専門官募集

ロコモ予防屋内教室

鹿島高等学校吹奏楽部
第11回　赤門コンサート 

その他の相談

その他のイベント

情報掲示板 愚 講習会・教室・募集・イベント 情報掲示板 愚 相談

吉木先生の子育て講話

興住宅用火災警報器は設置されてますか？興

　住宅用火災警報器が設置してある場合と設置されていな

い場合を比べると、火災発生時、設置してある場合は死者

数が約６割に減っています。住宅用火災警報器の設置が、

いかに火災発生時に有効であるかがわかります。

住宅火災100件あたりの死者数住宅火災100件あたりの死者数

１４.４人

（設置無） ８.８人

（設置有）

約４割減！約４割減！

恭住宅用火災警報器により火災の発生を防いだ例

　煙下校中の小学生が、住宅用火災警報器が鳴っていることに気づき、近所の大人に知らせた。

　煙ひとり暮らしの高齢者が、鍋を火にかけたまま意識を失ってしまい、住宅用火災警報器の音で

　　駆け付けた近隣住民により発見され一命をとりとめた。また、火災にも至らなかった。

平成30年度全国統一防火標語

忘れてない？　サイフにスマホに　火の確認

平成30年度全国統一防火標語

忘れてない？　サイフにスマホに　火の確認

１年間の住宅火災件数は

１０,４８９件
平成 29 年１月～ 12 月（放火を除く）

　鹿島消防署予防係　緯０９５４（６３）１１１９詳しくは

春季全国火災予防運動春季全国火災予防運動 －３月１日（金）～７日（木）－
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相　談

　こころの悩み、お酒・薬物依存な

ど、保健福祉事務所では、専門医

（精神科医）による相談を行ってい

ます。お気軽にご相談ください。

　ご家族の相談も受け付けています。

と　　き　毎週水曜日 13 時～

と　こ　ろ　杵藤保健福祉事務所

料　　金　無料

栢予約制です。前日の16時までに

　ご連絡ください。また、保健師に

　よる相談は随時行っています。

詳しくは　杵藤保健福祉事務所

　　　　　緯０９５４（２２）２１０５

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　３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（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

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

狂こころの健康相談（臨床心理士対応）

市民会館２階第５会議室

　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

狂介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

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

狂くらしの手続き無料相談会

　（遺言・相続・終活・外国人関係など）

 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

　

　カウンセリングを学びたい人、電

話相談員を志す人、各種相談業務に

携わる人など、カウンセリングの基

礎的学習を学べる講座です。

と　　き　５月～８月（毎週１回全11回）

と　こ　ろ　メートプラザ佐賀または

　　　　　アバンセ（佐賀市）

対　象　者　20歳以上の人

定　　員　水曜班・土曜班　各35人

受　講　料　15,000円（学生10,000円）

募集期限　５月２日（木）

詳しくは　佐賀いのちの電話事務局

　　　　　緯０９５２（３４）４１８６

　　　　　（土・日・祝日を除く10時～17時）

　県では、将来目指すべき佐賀県の

姿とその実現のために、新しい総合

計画づくりをすすめています。

 県民の皆さんのご意見を反映した

総合計画にするため、下記の日程で

意見交換会を開催します。

と　　き　３月９日（土）14 時～

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

※託児を希望の場合は事前にご連絡ください

栢他会場でも参加できます

　焔佐賀市文化会館　３月９日（土）10 時～

　焔唐津市民会館　　３月 10 日（日）10 時～

　焔伊万里総合庁舎　３月 10 日（日）14 時～

　焔サンメッセ鳥栖　３月 12 日（火）19 時～

詳しくは　佐賀県政策部政策課

　　　　　緯０９５２（２５）７５４１

　健康、生活習慣病などが気になる

人を対象に、ロコモティブシンド

ローム予防教室を開催します。

と　　き　３月 15 日（金）受付９時 30 分

　　　　　10 時～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　高津原コミュニティーセンターかんらん

定　　員　20 人程度

参　加　費　100 円

持　参　品　運動できる服装、タオル

申込締切　３月 11 日（月）

詳しくは　織田病院健康管理センター

　　　　　緯０９５４（６３）３３３２

　　　　　（平日 14 時～ 17 時）

　楽しい子育てのお話です。ぜひご

参加ください。

と　　き　３月９日（土）

　　　　　10 時～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　かたらい４階多目的室

演　　題　未来に乾杯

　　　　　～子ども達の幸せを願って～

講　　師　吉木　知也さん

　　　　　（佐賀女子短期大学附属佐賀女子高等学校校長）

参　加　費　無料　※申込不要

詳しくは　子育て支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）０８７４

募　集

　受験資格や採用数、申込方法など

詳細は国税庁ホームページをご覧く

ださい。（http://www.nta.go.jp）

試験の程度　大学卒業程度

受付期間　原則ネット申し込み

　３月29日（金）９時～４月10日（水）

一次試験　６月９日（日）

詳しくは　武雄税務署総務課

　　　　　緯０９５４（２３）２１２７

　　　　　福岡国税局人事第二課

　　　　　緯０９２（４１１）００３１

対　象　者　求職者

訓練期間　５月８日（水）～７カ月

受　講　料　無料（別途テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期限　４月３日（水）

※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

イベント

と　　き　３月 24 日（日）

　　　　　13 時 30 分開場　14 時開演

と　こ　ろ　市民会館大ホール

入　場　料　各 500 円（小学生以上）

プログラム　

　英部　歌劇『蝶々夫人』ハイライト

　衛部　Star World～あなたと共に星の世界へ～

　詠部　テキーラ　Ｕ.Ｓ.Ａ.

チケット販売　

　焔ショッピングタウンピオ　インフォメーション

　焔エイブル２階　焔ララベル鹿島店

　焔嬉野市社会文化会館　焔たらふく館

　焔しろいし特産物直売所

詳しくは　鹿島高等高校赤門学舎　西岡

　　　　　緯０９５４（６２）４１３６

狂鹿島市消防団春季訓練

　３日（日）市内６カ所

狂市内中学校卒業式

　８日（金）

狂鹿島市みんなの集い

　市民会館および周辺施設

　10 日（日）９時 30 分～ 15 時

狂市内小学校卒業式

　15 日（金）

狂市内小中学校修了式

　22 日（金）

狂鹿島酒蔵ツーリズム遺２０１９

　肥前浜宿花と酒（咲け）まつり

　祐徳門前春まつり

　鹿島おまつり市

　かしま発酵まつり

　23 日（土）・24（日）

　　[２～４、30 ページ参照 ]

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

カウンセリング公開講座
受講生募集

みんなで佐賀を語る会
～聞かせてくださいあなたの佐賀～

平成 31 年５月期
職業訓練受講生募集

定員募集訓練科

ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科
１５

（３科で）
溶 接 施 行 科

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科

こころの健康相談

平成３１年度
国税専門官募集

ロコモ予防屋内教室

鹿島高等学校吹奏楽部
第11回　赤門コンサート 

その他の相談

その他のイベント

情報掲示板 愚 講習会・教室・募集・イベント 情報掲示板 愚 相談

吉木先生の子育て講話

興住宅用火災警報器は設置されてますか？興

　住宅用火災警報器が設置してある場合と設置されていな

い場合を比べると、火災発生時、設置してある場合は死者

数が約６割に減っています。住宅用火災警報器の設置が、

いかに火災発生時に有効であるかがわかります。

住宅火災100件あたりの死者数住宅火災100件あたりの死者数

１４.４人

（設置無） ８.８人

（設置有）

約４割減！約４割減！

恭住宅用火災警報器により火災の発生を防いだ例

　煙下校中の小学生が、住宅用火災警報器が鳴っていることに気づき、近所の大人に知らせた。

　煙ひとり暮らしの高齢者が、鍋を火にかけたまま意識を失ってしまい、住宅用火災警報器の音で

　　駆け付けた近隣住民により発見され一命をとりとめた。また、火災にも至らなかった。

平成30年度全国統一防火標語

忘れてない？　サイフにスマホに　火の確認

平成30年度全国統一防火標語

忘れてない？　サイフにスマホに　火の確認

１年間の住宅火災件数は

１０,４８９件
平成 29 年１月～ 12 月（放火を除く）

　鹿島消防署予防係　緯０９５４（６３）１１１９詳しくは

春季全国火災予防運動春季全国火災予防運動 －３月１日（金）～７日（木）－
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６蔵巡り無料バスを運行します６蔵巡り無料バスを運行します

幸姫酒造

旭ヶ岡公園

馬場酒造場

馬場酒造場

大村方
（幸姫酒造）

富久千代酒造

光武酒造場

峰松酒造場
幸姫酒造

矢野酒造

太
良
町
役
場
前

肥
前
大
浦
駅
前

建嬉野温泉酒蔵まつり会場建嬉野温泉酒蔵まつり会場

瀬頭酒造 五町田酒造

info

ＪＡ塩田資材センター

井手酒造

info

嬉野温泉公園

info

浜駅前
建花と酒まつり会場建花と酒まつり会場

建鹿島おまつり市会場
建かしま発酵まつり会場
建鹿島おまつり市会場
建かしま発酵まつり会場

建祐徳門前春まつり会場建祐徳門前春まつり会場

鹿島バスセンター
（ＪＲ肥前鹿島駅）

info

無料バス路線図無料バス路線図

鹿島バスセンター　→　旭ヶ岡公園　→　馬場酒造場　→
祐徳稲荷神社前　→　幸姫酒造　→　鹿島バスセンター
鹿島バスセンター　→　旭ヶ岡公園　→　馬場酒造場　→
祐徳稲荷神社前　→　幸姫酒造　→　鹿島バスセンター

左回り左回り１号線
鹿島バスセンター　→　大村方（幸姫酒造）　→　祐徳稲荷神社前　→
馬場酒造場　→　旭ヶ岡公園　→　鹿島バスセンター
鹿島バスセンター　→　大村方（幸姫酒造）　→　祐徳稲荷神社前　→
馬場酒造場　→　旭ヶ岡公園　→　鹿島バスセンター

右回り右回り２号線

祐徳稲荷神社前　→　浜大橋（降車のみ）　→　浜小前（乗車のみ）　→
大村方（幸姫酒造）　→　祐徳稲荷神社前
祐徳稲荷神社前　→　浜大橋（降車のみ）　→　浜小前（乗車のみ）　→
大村方（幸姫酒造）　→　祐徳稲荷神社前

浜地区浜地区３号線
①塩田地区　→　鹿島バスセンター　→　佐銀前（降車のみ）
②浜小前（乗車のみ）　→　鹿島バスセンター　→　塩田地区
①塩田地区　→　鹿島バスセンター　→　佐銀前（降車のみ）
②浜小前（乗車のみ）　→　鹿島バスセンター　→　塩田地区

塩田～浜地区塩田～浜地区４号線

総合案内所・抽選会場総合案内所・抽選会場info

　鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会

　市商工観光課観光振興係　緯０９５４（６３）３４１２

　鹿島市観光協会　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

　鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会

　市商工観光課観光振興係　緯０９５４（６３）３４１２

　鹿島市観光協会　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

詳しくは

　イベント期間中は市内の６つの酒蔵と各イベント会場

を巡る無料バスを運行しますので、ご利用ください。

　また、同時に開催される『嬉野温泉酒蔵まつり』の会

場へも運行します。

　イベント期間中は市内の６つの酒蔵と各イベント会場

を巡る無料バスを運行しますので、ご利用ください。

　また、同時に開催される『嬉野温泉酒蔵まつり』の会

場へも運行します。

３月23日（土）～24日（日）３月23日（土）～24日（日）
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建建鹿島酒蔵ツーリズム遺　２０１９鹿島酒蔵ツーリズム遺　２０１９建建

花のトンネル花のトンネル
写真写真

　市内の桜の見ごろは、例年３月下旬～４月

上旬。日本の歴史公園１００選に選定された

旭ヶ岡公園では桜まつりも開催されます。

　写真は、鹿島高校のそばにある桜並木の通

りで、毎年、みごとな花を咲かせます。

　市内の桜の見ごろは、例年３月下旬～４月

上旬。日本の歴史公園１００選に選定された

旭ヶ岡公園では桜まつりも開催されます。

　写真は、鹿島高校のそばにある桜並木の通

りで、毎年、みごとな花を咲かせます。

佐銀前
※降車のみ

浜小前
※乗車のみ

栢２～４ページに各イベント

　の記事を掲載していますinfo

祐徳稲荷神社前

浜大橋
※降車のみ


