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　２月２４日、祐徳稲荷神社参道をスタート・ゴールとする公認鹿島祐徳ロードレースが開催されました。

　ランナーは、新設の５ｋｍマラソンや変更されたハーフマラソンコースの起伏をものともせずに走り抜き、沿道

からは子どもからお年寄りまで幅広い声援が送られていました。また、箱根駅伝で往路優勝を果たした東洋大学を

はじめ、県内外から多数の有力選手が力強く早春の肥前路を駆け抜ける中、ハーフマラソンでは、箱根駅伝でも活

躍した順天堂大学の橋本龍一選手が１時間４分４０秒で見事優勝に輝きました。

　橋本選手は、「前半からアップダウンがあり休むところがなかったが、７ｋｍ過ぎから自分が集団を引くしかない

と思って先頭に出た。昨年の１０ｋｍマラソンに続き１位になれたのでほっとしている」と振り返っていました。

ハーフマラソンで優勝のゴールテープを切る橋本龍一選手ハーフマラソンで優勝のゴールテープを切る橋本龍一選手
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　平成３１年度の予算編成に臨み、

改めて市民の皆様とここにご参集の

議員の皆様の日頃からのご理解とご

協力に対しまして、心より感謝いた

します。

　さて、平成３１年度は、鹿島市の

マチづくりの基本的な方向性を示し

た「第六次総合計画」が折り返し地

点を過ぎ、５年間の総仕上げに向け

て、施策をさらに推進しなければな

らない時期です。これまで総合計画

に盛り込んだ事業につきましては、

概ね計画どおりに実施し順調に進捗

しているものと判断しています。そ

して、これからの市政に必要なキー

ワードとして、計画策定時に掲げた

「安全・安心」と「かしま創生（地

方創生）」は、ますます重要になっ

てきたと感じています。

　「安全・安心」につきましては、

全国各地で発生しました豪雨や地震

などの度重なる大災害により、市民

の皆様の意識が一層高まってきてい

ます。鹿島市では、防災拠点となる

鹿島新世紀センターの運用や、災害・

避難情報など必要な情報を瞬時に伝

える防災情報伝達システムの稼動、

災害用マンホールトイレの導入など、

ハード面においては全国でも高い水

準の整備を進めてきました。しかし、

市内で大規模災害が発生した場合、

市役所自体も被災し、業務実施に必

要な職員や資機材、ライフラインな

どに大きな被害を受け、行政機能が

低下する恐れがあります。そのよう

な状況下にあっても、災害応急対策

業務はもちろん、通常業務のうち市

民生活に重大な影響を与えるような

ものは、継続して実施しなければな

りません。そのため、平成３０年度

中に災害時の「事業継続計画（ＢＣ

Ｐ）」や、万一支援を受ける立場に

なったときに備えて「受援計画」を

策定し、実効性のあるものへと高め

ていく必要があると考えています。

災害対策に「終わり」や「完璧」は

ありません。今後も、市民の皆様と

ともに「災害に強いマチ」を目指し

ていきます。

　次に、「かしま創生（地方創生）」

については、私がマチづくりの根幹

であると考える「地域資源を活かし

たマチづくり」を進めることで、実

現に向け一歩ずつ近づいています。

スポーツ資源を活かした「スポーツ

合宿」や伝統・文化、風土を活かし

た「鹿島酒蔵ツーリズム」など、成

果として表れ、高い評価を受けてい

ます。そのような中、先月、新たな

ものづくりの企業が加わり、鹿島市

が誇る「ものづくりの力」の厚みが

増しました。神奈川県鎌倉市に本社

がありますｉｎａｈｏ（いなほ）株

式会社が、全国で初めてとなる営業

拠点として鹿島市へ進出されました。

　ｉｎａｈｏ株式会社は、ＡＩ（人工

知能）を活用した自動野菜収穫ロ

ボットの開発や提供などを手掛けら

れており、農業が直面している担い

手や労働力不足の解消、市が目指す

「稼ぐ農業・儲ける地域農業」に貢

献していただけることを期待してい

るところです。また、昨年度の川島

金属株式会社に続いての進出は、鹿

島の地が古くからものづくりのマチ

であり、高い技術力を有する地域で

あることの認識が広まってきている

からではないかと考えています。雇

用や産業の創出につながる企業誘致

を促進するために、新しい工場団地

の検討の必要性を感じています。

　そして、もうすぐ完成を迎えます

「鹿島市干潟交流館」と「中村住宅」

の運営がいよいよ始まります。これ

らを着実に軌道に乗せ、交流人口の

増加や地域経済の活性化などに寄与

できるよう取り組んでいきます。ま

た新年度は、ＴＰＰや消費税増税、

保育料の無償化など私たちの生活に

直接関わるような大きな動きが予想

されます。これらの動向や影響に注

視しながら、前例にとらわれない柔

軟かつ機敏な対応で臨みたいと考え

ています。

　鹿島市には、先人たちが築き上げ

てきた歴史や伝統、文化、ものづく

りの力など誇るべき地域の財産があ

ります。これらの地域資源を最大限

に活用し、「鹿島らしい」「鹿島なら

では」の施策を実施して、「かしま

創生（地方創生）」を進めていかな

ければならないと考えています。引

き続き、市民の皆様、議会の皆様の

ご協力、ご支援をお願いいたします。

建企業説明会について

　鹿島には世界に通用するものづく

りがある、また、そういった企業や

人材があることを知っていただくこ

とを目的に、市内と近隣の高校２年

生を対象に、鹿島市では初めてとな

ります鹿島市企業説明会を２月６日

に開催いたしました。約１７０人も

の多くの生徒に参加していただき、

ふるさとの魅力や価値に気づき、地

域のために働きたいとの思いを醸成

する良い機会になったと思います。

　また、既に実施しております市内

の小中学生と保護者を対象にした

「かしま仕事めぐりツアー」と合わ

せて取り組むことで、地元就労を促

し、若者の人口流出の歯止めとなる

ことを期待しています。

建鹿島市干潟交流館について

　工事の進捗状況につきましては、

現在、交流館本体の工事は完了して

おり、外構工事やオープンに向けて

の館内の準備を進めているところで

す。また、併せて工事をしておりま

した既存のシャワー施設改修が２月

末に完成予定となっています。

　全体のオープンは本年の４月１３

日を予定しており、当日は干潟体験

シーズン到来を告げる「潟開き」も

開催される予定で、交流館開館のお

祝いに花を添えていただくことに

なっています。新たな観光拠点とし

て、また有明海特有の生態系や干潟

と触れ合える貴重な場所として、多

くのお客様に来ていただき、親しん

でもらえるよう引き続き取り組んで

いきます。

建鹿島市中村住宅整備事業について

　本事業につきましては、これまで

ご説明してきましたとおり、ＰＦＩ

事業により北鹿島中村地区の旧鹿島

警察署跡地に、公営住宅２０戸・定

住促進住宅２０戸を整備しており、

２月末には完成することとなってい

ます。

　多数の入居申し込みがございまし

たので、入居者につきましては、抽

選会により決定し、３月の入居開始

当初には、公営住宅、定住促進住宅

ともに満室となりました。市外から

の入居者は、１８世帯の約５０人で

あり、入居者の皆様には、鹿島をふ

るさとと思っていただき、鹿島市に

定住していただくことを期待してい

ます。

建新市民会館（仮称）建設について

　新市民会館につきましては、「鹿

島市民会館改築計画の再構築に関す

るデザイン研究」等で協議をいたし

ました内容や設計事務所の技術提案

をベースに、必要な機能、基本レイ

アウトなどの協議・検討を行ってい

るところです。今後、設計に係る基

本性能などにつきまして、音楽や演

劇、日本舞踊などの各種利用団体を

中心に市民の皆様とのワークショッ

プを実施するとともに、議会の皆様

との意見交換会を開催したいと考え

ています。

　また、今後のスケジュールですが、

３月３１日をもちまして現市民会館

を閉館し、本年７月から１１月にか

けて解体工事を行い、実施設計が完

了しますのが本年の１１月末頃を予

定しています。その後、建築工事の

期間につきましては、来年１月から

再来年１０月頃までになる予定です。

そして、３月３１日の閉館イベント

につきましては、「ありがとう市民

会館、さよならコンサート」と題し

まして、コンサート出演者を募集し

たところ、バンド演奏や楽器演奏、

合唱、独唱など、個人、団体合わせ

て１８組の応募がありました。

　応募いただいた皆様の代表の方に

は、鹿島市民立生涯学習・文化振興

財団とともに、閉館イベントの実行

委員としてイベントの企画・運営に

携わっていただくこととなっていま

す。半世紀以上もの間、市民の皆様

の文化・芸術の活動拠点として役割

を果してきた市民会館にふさわしい

閉館イベントとなるよう進めていき

ます。

建子育て総合相談センターの開設に

ついて

　国は、働き方改革とともに、子育

て世代を身近な地域で支える仕組み

を整備するため、再来年度末までに

全国の市区町村で「子育ての包括的

な支援機関」の設置を目標として掲

げています。

　鹿島市におきましても、誰もが相

談できる総合的な子育ての相談窓口

として、「子育て総合相談センター」

を本年４月に開設する予定です。こ

れは、保健センターでの「母子健康

手帳交付」や「乳幼児健康診査」な

どの機会を利用して、早い段階から

妊産婦等が抱える悩みや問題等を把

握し、多面的・継続的に支援するも

のです。

　具体的には、早い段階で「産後う

つ」や「育児不安」、「近くに相談者

がいない」など、子育ての不安や心

配を緩和し、児童虐待などの重篤な

ケースを未然に防止できるよう、一

人ひとりに合わせた支援プランのも

と、関係機関と連携し、情報システ

ム等を活用しながら所管を越えた切

れ目のない支援を行っていくもので

す。

　今後とも、安心して子どもを産み

育てることができるよう、子育て支

援体制の充実を図っていきたいと考

えています。

　このほか、コメ、みかん、海苔養

殖の状況について述べました。

市議会３月定例会（２月２０日開会）の冒頭、　口市長が平成３１年度
の施政方針を述べましたので、要約してお知らせします。

平成３１年度施政方針を発表

平成 31 年度
　　施政方針を発表
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の検討の必要性を感じています。

　そして、もうすぐ完成を迎えます

「鹿島市干潟交流館」と「中村住宅」

の運営がいよいよ始まります。これ

らを着実に軌道に乗せ、交流人口の

増加や地域経済の活性化などに寄与

できるよう取り組んでいきます。ま

た新年度は、ＴＰＰや消費税増税、

保育料の無償化など私たちの生活に

直接関わるような大きな動きが予想

されます。これらの動向や影響に注

視しながら、前例にとらわれない柔

軟かつ機敏な対応で臨みたいと考え

ています。

　鹿島市には、先人たちが築き上げ

てきた歴史や伝統、文化、ものづく

りの力など誇るべき地域の財産があ

ります。これらの地域資源を最大限

に活用し、「鹿島らしい」「鹿島なら

では」の施策を実施して、「かしま

創生（地方創生）」を進めていかな

ければならないと考えています。引

き続き、市民の皆様、議会の皆様の

ご協力、ご支援をお願いいたします。

建企業説明会について

　鹿島には世界に通用するものづく

りがある、また、そういった企業や

人材があることを知っていただくこ

とを目的に、市内と近隣の高校２年

生を対象に、鹿島市では初めてとな

ります鹿島市企業説明会を２月６日

に開催いたしました。約１７０人も

の多くの生徒に参加していただき、

ふるさとの魅力や価値に気づき、地

域のために働きたいとの思いを醸成

する良い機会になったと思います。

　また、既に実施しております市内

の小中学生と保護者を対象にした

「かしま仕事めぐりツアー」と合わ

せて取り組むことで、地元就労を促

し、若者の人口流出の歯止めとなる

ことを期待しています。

建鹿島市干潟交流館について

　工事の進捗状況につきましては、

現在、交流館本体の工事は完了して

おり、外構工事やオープンに向けて

の館内の準備を進めているところで

す。また、併せて工事をしておりま

した既存のシャワー施設改修が２月

末に完成予定となっています。

　全体のオープンは本年の４月１３

日を予定しており、当日は干潟体験

シーズン到来を告げる「潟開き」も

開催される予定で、交流館開館のお

祝いに花を添えていただくことに

なっています。新たな観光拠点とし

て、また有明海特有の生態系や干潟

と触れ合える貴重な場所として、多

くのお客様に来ていただき、親しん

でもらえるよう引き続き取り組んで

いきます。

建鹿島市中村住宅整備事業について

　本事業につきましては、これまで

ご説明してきましたとおり、ＰＦＩ

事業により北鹿島中村地区の旧鹿島

警察署跡地に、公営住宅２０戸・定

住促進住宅２０戸を整備しており、

２月末には完成することとなってい

ます。

　多数の入居申し込みがございまし

たので、入居者につきましては、抽

選会により決定し、３月の入居開始

当初には、公営住宅、定住促進住宅

ともに満室となりました。市外から

の入居者は、１８世帯の約５０人で

あり、入居者の皆様には、鹿島をふ

るさとと思っていただき、鹿島市に

定住していただくことを期待してい

ます。

建新市民会館（仮称）建設について

　新市民会館につきましては、「鹿

島市民会館改築計画の再構築に関す

るデザイン研究」等で協議をいたし

ました内容や設計事務所の技術提案

をベースに、必要な機能、基本レイ

アウトなどの協議・検討を行ってい

るところです。今後、設計に係る基

本性能などにつきまして、音楽や演

劇、日本舞踊などの各種利用団体を

中心に市民の皆様とのワークショッ

プを実施するとともに、議会の皆様

との意見交換会を開催したいと考え

ています。

　また、今後のスケジュールですが、

３月３１日をもちまして現市民会館

を閉館し、本年７月から１１月にか

けて解体工事を行い、実施設計が完

了しますのが本年の１１月末頃を予

定しています。その後、建築工事の

期間につきましては、来年１月から

再来年１０月頃までになる予定です。

そして、３月３１日の閉館イベント

につきましては、「ありがとう市民

会館、さよならコンサート」と題し

まして、コンサート出演者を募集し

たところ、バンド演奏や楽器演奏、

合唱、独唱など、個人、団体合わせ

て１８組の応募がありました。

　応募いただいた皆様の代表の方に

は、鹿島市民立生涯学習・文化振興

財団とともに、閉館イベントの実行

委員としてイベントの企画・運営に

携わっていただくこととなっていま

す。半世紀以上もの間、市民の皆様

の文化・芸術の活動拠点として役割

を果してきた市民会館にふさわしい

閉館イベントとなるよう進めていき

ます。

建子育て総合相談センターの開設に

ついて

　国は、働き方改革とともに、子育

て世代を身近な地域で支える仕組み

を整備するため、再来年度末までに

全国の市区町村で「子育ての包括的

な支援機関」の設置を目標として掲

げています。

　鹿島市におきましても、誰もが相

談できる総合的な子育ての相談窓口

として、「子育て総合相談センター」

を本年４月に開設する予定です。こ

れは、保健センターでの「母子健康

手帳交付」や「乳幼児健康診査」な

どの機会を利用して、早い段階から

妊産婦等が抱える悩みや問題等を把

握し、多面的・継続的に支援するも

のです。

　具体的には、早い段階で「産後う

つ」や「育児不安」、「近くに相談者

がいない」など、子育ての不安や心

配を緩和し、児童虐待などの重篤な

ケースを未然に防止できるよう、一

人ひとりに合わせた支援プランのも

と、関係機関と連携し、情報システ

ム等を活用しながら所管を越えた切

れ目のない支援を行っていくもので

す。

　今後とも、安心して子どもを産み

育てることができるよう、子育て支

援体制の充実を図っていきたいと考

えています。

　このほか、コメ、みかん、海苔養

殖の状況について述べました。

市議会３月定例会（２月２０日開会）の冒頭、　口市長が平成３１年度
の施政方針を述べましたので、要約してお知らせします。

平成３１年度施政方針を発表

平成 31 年度
　　施政方針を発表
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　平成３１年度の各会計の予算は、３月議会に提案され、いずれも議会の議決を受け、

各種事業がスタートしました。

　平成３１年度一般会計当初予算額は１３９億６ ,１００万円で、昨年度の６月補

正後予算（肉付予算）と比較して３億７,００８万円（△２.６％）の減となっています。

人件費や公債費などの固定的な経費（経常的経費）を極力圧縮し、将来への負担を

考慮しながら、第六次鹿島市総合計画にかかげる「みんなが住みやすく、暮らしや

すいまち」の実現に向け、「定住促進」「子育て支援」などを中心とした政策的事業

や｢市民会館建設事業｣「小学校大規模改造整備事業」などの投資的事業に取り組み、

地方創生に沿ったまちづくりのための事業を展開していきます。

　詳細は市ホームページで公開していますのでご覧ください。

平成３１年度

当初
予算

怯一般会計予算の状況（構成）

△3億7,008万円 （△2.6％）

公共下水道事業

会計区分

国民健康保険

後期高齢者医療

収益的収入

収益的支出
水道事業

資本的収入

資本的支出

特
別
会
計

企
業
会
計

一般会計
143億3,108万円【６月補正後】

2億3,100万円 （1.7％）137億3,000万円【当　初】
139億6,100万円

平成31年度予算額 平成30年度予算額

△2億5,608万円 （△15.0％）17億1,165万円14億5,557万円

△1億7,030万円 （△4.3％）39億7,613万円38億 583万円

1,213万円 （2.9％）4億1,287万円4億2,500万円

△369万円 （△0.6％）5億8,513万円5億8,144万円

△2,160万円 （△4.3％）4億9,935万円4億7,775万円

△311万円 （△0.9％）3億6,234万円3億5,923万円

△1億2,754万円 （△18.2％）7億 124万円5億7,370万円

増減額（率）

怯各会計の当初予算額

※表中の金額は、１万円未満を切り捨てています。

※水道事業の資本的収支の不足額については、収益的収支で生じる減価償却費や利益剰余金などで補填します。

　企画財政課財政係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

怯平成３１年度一般会計の主な目的別予算配分（予算額と構成比）

当初予算の概要をお知らせします当初予算の概要をお知らせします

１億４,８９２万円　　　

１億６,９５０万円　　　

１,９４０万円　　　

３,０００万円　　　

１,５６２万円　など

煙辺地道路整備事業（中川内・広平線）

煙社会資本整備総合交付金事業（道路・橋梁）

煙市営住宅改修事業

煙肥前浜宿街なみ環境整備事業

煙耐震化促進事業

１３億４,３９０万円
１０％

１３億４,３９０万円
１０％

土木、建設事業土木、建設事業

鹿島市中村住宅鹿島市中村住宅

平成３１年度の一般会計借入金残高は約１１６億円となる見

込みであり、地方交付税で返済額が全額措置される臨時財政

対策債（約４８億円）を差し引くと、実質的な借入金残高は

６８億円程度となります。さらに、この６８億円の返済にも、

約４割の交付税措置が見込まれます。

９億１,１０４万円
６％

９億１,１０４万円
６％

借入金の返済
（公債費）
借入金の返済
（公債費）

３８７万円　　　

１,８００万円　　　

４４４万円　　　

４７０万円　　　

１,１９０万円　など

煙商業、商店街振興事業

煙祐徳門前町街づくり事業

煙企業誘致対策事業

煙観光客誘致対策事業

煙観光プロモーション事業

４億３９５万円
３％

４億３９５万円
３％

商工観光、企業誘致、
雇用対策

商工観光、企業誘致、
雇用対策

１億８,９５０万円　　　

８４９万円　　　

１億６,３４５万円　　　

５２２万円　　　

６,６０５万円　など

煙小学校大規模改造整備事業

煙小中学校情報教育施設整備事業

煙エイブル、市民図書館指定管理委託料

煙蟻尾山公園整備事業　　　　　

煙給食センター調理等委託事業

１３億２７０万円
９％

１３億２７０万円
９％

学校教育、生涯学習学校教育、生涯学習

１,３０７万円　　　

７９５万円　　　

４３万円　　　

９６１万円　　　

２億５,５７５万円　など

煙子育て総合相談センター事業　

煙休日こどもクリニック運営事業

煙健康チャレンジ事業　　　　　

煙有明海環境保全事業　　　　　

煙ごみ処理負担金（一部事務組合）

９億４,８４６万円
７％

９億４,８４６万円
７％

衛生、健康対策衛生、健康対策

９３万円　　　

８５９万円　　　

８,６７７万円　　　

２,０１０万円　　　

４０２万円　など

煙後継者育成対策事業

煙鳥獣被害総合対策事業　　　　

煙さが園芸農業育成対策事業　　

煙漁港海岸保全施設整備事業　　

煙販路開拓支援事業

９億６,０７４万円
７％

９億６,０７４万円
７％

農林水産業の振興農林水産業の振興

６億円　　　

２,１０１万円　　　

７,０８９万円　　　

１,５２５万円　　　

９００万円　など

煙ふるさと納税推進事業　　　

煙地域活性化推進事業　　　　

煙市民会館建設事業　　　　　

煙消防施設整備事業　　　　　

煙ハザードマップ作成事業

２６億５,０４３万円
１９％

２６億５,０４３万円
１９％

議会、総務、消防、
その他

議会、総務、消防、
その他

新市民会館（イメージ）新市民会館（イメージ）

３,９９５万円　　　

５,４４９万円　　　

１,６６１万円　　　

３億 ９３７万円　　　

８,６２６万円　など

煙市民交流プラザ事業

煙放課後児童クラブ施設整備事業

煙保育対策総合支援事業　　　　

煙保育所整備事業　　　　　　　

煙子どもの医療費助成事業

５４億３,９７８万円
３９％

５４億３,９７８万円
３９％

福祉事業の推進福祉事業の推進
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　平成３１年度の各会計の予算は、３月議会に提案され、いずれも議会の議決を受け、

各種事業がスタートしました。

　平成３１年度一般会計当初予算額は１３９億６ ,１００万円で、昨年度の６月補

正後予算（肉付予算）と比較して３億７,００８万円（△２.６％）の減となっています。

人件費や公債費などの固定的な経費（経常的経費）を極力圧縮し、将来への負担を

考慮しながら、第六次鹿島市総合計画にかかげる「みんなが住みやすく、暮らしや

すいまち」の実現に向け、「定住促進」「子育て支援」などを中心とした政策的事業

や｢市民会館建設事業｣「小学校大規模改造整備事業」などの投資的事業に取り組み、

地方創生に沿ったまちづくりのための事業を展開していきます。

　詳細は市ホームページで公開していますのでご覧ください。

平成３１年度

当初
予算

怯一般会計予算の状況（構成）

△3億7,008万円 （△2.6％）

公共下水道事業

会計区分

国民健康保険

後期高齢者医療

収益的収入

収益的支出
水道事業

資本的収入

資本的支出

特
別
会
計

企
業
会
計

一般会計
143億3,108万円【６月補正後】

2億3,100万円 （1.7％）137億3,000万円【当　初】
139億6,100万円

平成31年度予算額 平成30年度予算額

△2億5,608万円 （△15.0％）17億1,165万円14億5,557万円

△1億7,030万円 （△4.3％）39億7,613万円38億 583万円

1,213万円 （2.9％）4億1,287万円4億2,500万円

△369万円 （△0.6％）5億8,513万円5億8,144万円

△2,160万円 （△4.3％）4億9,935万円4億7,775万円

△311万円 （△0.9％）3億6,234万円3億5,923万円

△1億2,754万円 （△18.2％）7億 124万円5億7,370万円

増減額（率）

怯各会計の当初予算額

※表中の金額は、１万円未満を切り捨てています。

※水道事業の資本的収支の不足額については、収益的収支で生じる減価償却費や利益剰余金などで補填します。

　企画財政課財政係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

怯平成３１年度一般会計の主な目的別予算配分（予算額と構成比）

当初予算の概要をお知らせします当初予算の概要をお知らせします

１億４,８９２万円　　　

１億６,９５０万円　　　

１,９４０万円　　　

３,０００万円　　　

１,５６２万円　など

煙辺地道路整備事業（中川内・広平線）

煙社会資本整備総合交付金事業（道路・橋梁）

煙市営住宅改修事業

煙肥前浜宿街なみ環境整備事業

煙耐震化促進事業
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１０％
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６％

９億１,１０４万円
６％
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（公債費）

３８７万円　　　

１,８００万円　　　

４４４万円　　　
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　この選挙は、私たちの意見を県政や市政に反映させるための大切な選挙です。投票には忘れずに出かけましょう。

怯投票の案内

　時　　間　７時～ 20 時

　場　　所　入場券に記載された投票所

　　　　　　（市内 14 投票所）

怯期日前投票の案内

　投票日に仕事や旅行などで投票所へ行けない人

のために『期日前投票』制度があります。

　入場券の裏面に期日前投票宣誓書を印刷してい

ます。期日前投票を利用する人は、事前に記入し

ていただくと便利です。

　時　　間　８時 30 分～ 20時

　場　　所　市民会館１階

　※選挙期間の使用については許可を得ています

統一地方選挙　投票に行きましょう！統一地方選挙　投票に行きましょう！

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

　選挙管理委員会

　緯０９５４（６３）３４１８

詳しくは

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問い合わせください。

　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問い合わせください。

怯開票の案内

　開票作業は、のごみふれあい楽習館で行います。

　開始時間　20 時 40 分（予定）

怯開票速報の案内

　開票状況は、鹿島市ホームページで随時速報し

ますので、ご覧ください。

　開票速報　それぞれ 30 分毎の各候補者の得票

　　　　　　数を発表します。

　　　　　　焔県議会議員選挙　22 時～

　　　　　　焔市議会議員選挙　21 時 30 分～

４月７日（日）佐賀県議会議員選挙・４月 21 日（日）鹿島市議会議員選挙

鹿島市干潟交流館
　４月１３日（土）オープン！
鹿島市干潟交流館
　４月１３日（土）オープン！

　干潟特有の生き物と直接触れ合いながら有明海を学

ぶことができる鹿島市干潟交流館が、道の駅鹿島内に

オープンします。１階には干潟体験などで使用できる

シャワー室やフリースペース、２階にはミニ水族館や

学習室などがあります。

　干潟特有の生き物と直接触れ合いながら有明海を学

ぶことができる鹿島市干潟交流館が、道の駅鹿島内に

オープンします。１階には干潟体験などで使用できる

シャワー室やフリースペース、２階にはミニ水族館や

学習室などがあります。

と　き　４月 13 日（土）10 時 45 分～

ところ　鹿島市干潟交流館

内　容　テープカット、内覧会、

　　　　七浦地区保育園アトラクション

と　き　４月 13 日（土）10 時 45 分～

ところ　鹿島市干潟交流館

内　容　テープカット、内覧会、

　　　　七浦地区保育園アトラクション

煙煙煙煙煙　落　成　式　煙煙煙煙煙

　商工観光課観光振興係

　緯０９５４（６３）３４１２

詳しくは

開館時間　煙５月１日～ 10 月 31 日　９時～ 18 時

　　　　　煙 11 月１日～４月 30 日　９時～ 17時

休　館　日　12 月 29 日～１月３日

入　館　料　無料

利　用　料　煙シャワー利用料

　　　　　　　100 円 /１人１回

　　　　　煙学習室利用料

　　　　　　　無料（目的外使用の場合は有料）

開館時間　煙５月１日～ 10 月 31 日　９時～ 18 時

　　　　　煙 11 月１日～４月 30 日　９時～ 17時

休　館　日　12 月 29 日～１月３日

入　館　料　無料

利　用　料　煙シャワー利用料

　　　　　　　100 円 /１人１回

　　　　　煙学習室利用料

　　　　　　　無料（目的外使用の場合は有料）

シャワー兼更衣室シャワー兼更衣室ミニ水族館ミニ水族館

展望デッキ展望デッキ正面入口正面入口

鹿島市干潟交流館

４月13日（土）
オープン

さんさん

【禁止されている寄附の例】

　噛お歳暮やお中元、お年賀など

　噛卒業祝い、入学祝い、病院見舞など

　噛お祭りへの寄附やお酒などの差し入れ

　噛地域の運動会などへの飲食物の差し入れ

　噛家族や秘書などが代理で出席するときの結婚祝いや葬式の香典

　噛地域の集会や旅行、運動会などの行事への寸志や飲食物の差し入れ

【政治家が選挙区内にある者に対する禁止の例】

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

　噛あいさつを目的とする有料広告を出すこと

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』
　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。 -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
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怯開票速報の案内
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鹿島市干潟交流館
　４月１３日（土）オープン！
鹿島市干潟交流館
　４月１３日（土）オープン！

　干潟特有の生き物と直接触れ合いながら有明海を学

ぶことができる鹿島市干潟交流館が、道の駅鹿島内に

オープンします。１階には干潟体験などで使用できる

シャワー室やフリースペース、２階にはミニ水族館や

学習室などがあります。

　干潟特有の生き物と直接触れ合いながら有明海を学

ぶことができる鹿島市干潟交流館が、道の駅鹿島内に

オープンします。１階には干潟体験などで使用できる

シャワー室やフリースペース、２階にはミニ水族館や

学習室などがあります。

と　き　４月 13 日（土）10 時 45 分～

ところ　鹿島市干潟交流館

内　容　テープカット、内覧会、

　　　　七浦地区保育園アトラクション

と　き　４月 13 日（土）10 時 45 分～

ところ　鹿島市干潟交流館

内　容　テープカット、内覧会、

　　　　七浦地区保育園アトラクション

煙煙煙煙煙　落　成　式　煙煙煙煙煙

　商工観光課観光振興係

　緯０９５４（６３）３４１２

詳しくは

開館時間　煙５月１日～ 10 月 31 日　９時～ 18 時

　　　　　煙 11 月１日～４月 30 日　９時～ 17時

休　館　日　12 月 29 日～１月３日

入　館　料　無料

利　用　料　煙シャワー利用料

　　　　　　　100 円 /１人１回

　　　　　煙学習室利用料

　　　　　　　無料（目的外使用の場合は有料）
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シャワー兼更衣室シャワー兼更衣室ミニ水族館ミニ水族館

展望デッキ展望デッキ正面入口正面入口

鹿島市干潟交流館

４月13日（土）
オープン

さんさん

【禁止されている寄附の例】

　噛お歳暮やお中元、お年賀など

　噛卒業祝い、入学祝い、病院見舞など

　噛お祭りへの寄附やお酒などの差し入れ

　噛地域の運動会などへの飲食物の差し入れ

　噛家族や秘書などが代理で出席するときの結婚祝いや葬式の香典

　噛地域の集会や旅行、運動会などの行事への寸志や飲食物の差し入れ

【政治家が選挙区内にある者に対する禁止の例】

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

　噛あいさつを目的とする有料広告を出すこと

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』
　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。 -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
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情報掲示板ワイド情報掲示板ワイド

　武雄年金事務所　　緯０９５４（２３）０１２３
　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７

詳しくは

お
知
ら
せ

　平成３１年４月分から国民年金保険料が、現行の１６,３４０円から

７０円引き上げられ、１６,４１０円になります。

《保険料の納付は、『口座振替』が便利です》

脅毎月の口座振替も『早割』（当月保険料の当月末振り替え）を利用すると、

　月々５０円（年間６００円）割引されます

脅保険料の『前納』を『口座振替』にするとさらに割引されます（右表）

脅平成３１年度国民年金保険料額（年間）

　１９６,９２０円（１６,４１０円 ×１２カ月）

《口座振替の手続き》

　口座をお持ちの金融機関の窓口で手続きをしてください。

　手続きには、国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書、預（貯）金通帳、

預（貯）金通帳の届出印、年金手帳など（基礎年金番号が確認できるもの）

が必要です。なお、平成３１年度の１年前納・２年

前納口座振替申込は２月２８日で終了しています。

４月から国民年金保険料１６,４１０円（月額）に改定

国民年金保険料納付のお知らせ

口座振替

毎　月
（翌月末）

毎　月
（当月末）

６カ月前納

１年前納

２年前納

16,410円

193,420円
（3,500円割引）

16,410円

16,410円

97,660円
（800円割引）

380,880円
（14,520円割引）

16,360円
（50円割引）

97,340円
（1,120円割引）

192,790円
（4,130円割引）

379,640円
（15,760円割引）

クレジットカード
・現金納付

区　分

お
知
ら
せ

平成３１年度交通災害共済の加入申込を受け付けています

潤加入できる人

　鹿島市に住民登録をしている人

潤掛け金

　５００円／人（年額）　※加入は１人一口

　中途加入の掛金も１人５００円です。

潤共済期間

　共済期間は４月１日から翌年３月31日までです。

　４月１日以降に加入申し込みをされますと、翌日

　から共済対象となります。

潤加入申込

　市内の『ゆうちょ銀行・郵便局窓口』で申し込み

　できます。申込書も備えてあります。

潤交通災害の対象

　図のような走行中の

交通事故による人身事

故が対象となります。

潤その他

　災害見舞金の請求や

詳しいことは、気軽に

お問い合せください。

　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

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

補助対象　イノシシの被害を防止するためのワイヤー

　　　　　メッシュおよび電気牧柵一式

補助金額　対象経費の１／２以内（上限20万円）

※合計が上限に達するまで何回も申請できます

事業期間　2020年３月31日まで

対　　象　市税の滞納がない農家個人で、作物を出荷

　　　　　している農地

　農林水産課農政係　緯０９５４（６３）３４１３詳しくは

お
知
ら
せ

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

　生後９１日以上の犬を飼っている人は、狂犬病の予防注射（１年に１回）と犬の登録（一生に１回）を必ず行い

ましょう。また、犬が死亡・異動したときは、環境下水道課環境係までご連絡ください。

お
知
ら
せ

狂犬病予防集合注射・犬の登録のお知らせ

手　数　料（おつりが出ないようご協力ください）

　潤登録済の場合　３,１５０円

　　　　　　　　　（注射料金 2,600 円 +注射済証 550 円）

　潤新規の場合　　６,１５０円

　　　　　　　　　（上の料金+登録手数料 3,000 円）

　※新規登録の犬は飼い主の住所・氏名・犬の種類・

　　毛色・名前・生年月日・性別を確認します。

会場での注意点

　潤どの会場でも受けられます。また、ふんは必ず持ち帰りましょう。

　潤リードを短く持ち、他の犬と接触しないようにしてください。

　潤大型犬・特定犬は、車に乗せたまま注射します。

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

貝瀬公民館
中浅浦公民館
能古見ふれあい楽習館

9：30～10：00
10：30～11：00
11：10～11：40

4/18
（木）

古枝公民館
北鹿島公民館

9：30～10：20
11：00～11：30

4/17
（水）

飯田公民館
小宮道公民館
浜公民館

9：30～10：00
10：30～11：00
11：30～12：00

4/19
（金）

七浦公民館
浜公民館
市民会館

9：30～10：00
10：30～11：00
12：00～13：30

4/23
（火）

横田公民館
能古見ふれあい楽習館
北鹿島公民館

9：00～ 9：40
10：00～10：40
11：00～11：30

4/24
（水）

古枝公民館
市民会館

9：00～ 9：50
10：20～11：30

4/25
（木）

とき ところ 時間

狂犬病予防注射は義務です
　１９５６年以降、日本国内で人の狂犬病の発症は起こっていませんが、

海外では毎年狂犬病ウィルスで約５５ ,０００人の人が亡くなっています。

有効な治療法も無く、発症すればほぼ１００％の致死率となっています。

狂犬病の発生とまん延を防止するため、『飼い主の義務』として、狂犬病

予防注射を受けさせましょう。狂犬病の予防注射は、犬を守るためだけで

はなく、人の命を守るために法律として定められています。

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

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

の制度です。通知を希望する人は、事前に登録申し込みが必要です。

お
知
ら
せ

　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

『本人通知制度』を実施しています

受付場所　市役所１階市民課

通知する内容

　潤証明書を交付した年月日

　潤証明書の種別・枚数

　潤交付請求者（代理人・第三者）の区別

　※ただし、交付請求者の氏名、住所は通知しません

通知の対象となる証明書

　潤住民票の写し（除票・改製原住民票を含む）

　潤住民票記載事項証明書

　潤戸籍（除籍・改製原戸籍を含む）

　潤戸籍の附票（除附票・改製原附票を含む）

登録できる人　鹿島市に住民票または戸籍がある人

　　　　　　　（除籍された人など、鹿島市の戸籍に記載されている人を含む）

　　　　　　　※同一世帯・戸籍であっても個人単位の申し込み

登録に必要なもの

　潤事前登録申込書（市民課または市ホームページにあります）

　潤本人確認書類（運転免許証やパスポート、

　　　　　　　　　　マイナンバーカードなど）

　潤委任状（代理人の場合のみ）

　潤戸籍（未成年者の場合のみ）

　※未成年者は、親権者が申し込むことができますが、関係のわか

　　る戸籍が必要です（本籍が鹿島市の場合、省略可）
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　武雄年金事務所　　緯０９５４（２３）０１２３
　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７

詳しくは

お
知
ら
せ

　平成３１年４月分から国民年金保険料が、現行の１６,３４０円から

７０円引き上げられ、１６,４１０円になります。

《保険料の納付は、『口座振替』が便利です》

脅毎月の口座振替も『早割』（当月保険料の当月末振り替え）を利用すると、

　月々５０円（年間６００円）割引されます

脅保険料の『前納』を『口座振替』にするとさらに割引されます（右表）

脅平成３１年度国民年金保険料額（年間）

　１９６,９２０円（１６,４１０円 ×１２カ月）

《口座振替の手続き》

　口座をお持ちの金融機関の窓口で手続きをしてください。

　手続きには、国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書、預（貯）金通帳、

預（貯）金通帳の届出印、年金手帳など（基礎年金番号が確認できるもの）

が必要です。なお、平成３１年度の１年前納・２年

前納口座振替申込は２月２８日で終了しています。

４月から国民年金保険料１６,４１０円（月額）に改定

国民年金保険料納付のお知らせ

口座振替

毎　月
（翌月末）

毎　月
（当月末）

６カ月前納

１年前納

２年前納

16,410円

193,420円
（3,500円割引）

16,410円

16,410円

97,660円
（800円割引）

380,880円
（14,520円割引）

16,360円
（50円割引）

97,340円
（1,120円割引）

192,790円
（4,130円割引）

379,640円
（15,760円割引）

クレジットカード
・現金納付

区　分

お
知
ら
せ

平成３１年度交通災害共済の加入申込を受け付けています

潤加入できる人

　鹿島市に住民登録をしている人

潤掛け金

　５００円／人（年額）　※加入は１人一口

　中途加入の掛金も１人５００円です。

潤共済期間

　共済期間は４月１日から翌年３月31日までです。

　４月１日以降に加入申し込みをされますと、翌日

　から共済対象となります。

潤加入申込

　市内の『ゆうちょ銀行・郵便局窓口』で申し込み

　できます。申込書も備えてあります。

潤交通災害の対象

　図のような走行中の

交通事故による人身事

故が対象となります。

潤その他

　災害見舞金の請求や

詳しいことは、気軽に

お問い合せください。

　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

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

補助対象　イノシシの被害を防止するためのワイヤー

　　　　　メッシュおよび電気牧柵一式

補助金額　対象経費の１／２以内（上限20万円）

※合計が上限に達するまで何回も申請できます

事業期間　2020年３月31日まで

対　　象　市税の滞納がない農家個人で、作物を出荷

　　　　　している農地

　農林水産課農政係　緯０９５４（６３）３４１３詳しくは

お
知
ら
せ

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

　生後９１日以上の犬を飼っている人は、狂犬病の予防注射（１年に１回）と犬の登録（一生に１回）を必ず行い

ましょう。また、犬が死亡・異動したときは、環境下水道課環境係までご連絡ください。

お
知
ら
せ

狂犬病予防集合注射・犬の登録のお知らせ

手　数　料（おつりが出ないようご協力ください）

　潤登録済の場合　３,１５０円

　　　　　　　　　（注射料金 2,600 円 +注射済証 550 円）

　潤新規の場合　　６,１５０円

　　　　　　　　　（上の料金+登録手数料 3,000 円）

　※新規登録の犬は飼い主の住所・氏名・犬の種類・

　　毛色・名前・生年月日・性別を確認します。

会場での注意点

　潤どの会場でも受けられます。また、ふんは必ず持ち帰りましょう。

　潤リードを短く持ち、他の犬と接触しないようにしてください。

　潤大型犬・特定犬は、車に乗せたまま注射します。

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

貝瀬公民館
中浅浦公民館
能古見ふれあい楽習館

9：30～10：00
10：30～11：00
11：10～11：40

4/18
（木）

古枝公民館
北鹿島公民館

9：30～10：20
11：00～11：30

4/17
（水）

飯田公民館
小宮道公民館
浜公民館

9：30～10：00
10：30～11：00
11：30～12：00

4/19
（金）

七浦公民館
浜公民館
市民会館

9：30～10：00
10：30～11：00
12：00～13：30

4/23
（火）

横田公民館
能古見ふれあい楽習館
北鹿島公民館

9：00～ 9：40
10：00～10：40
11：00～11：30

4/24
（水）

古枝公民館
市民会館

9：00～ 9：50
10：20～11：30

4/25
（木）

とき ところ 時間

狂犬病予防注射は義務です
　１９５６年以降、日本国内で人の狂犬病の発症は起こっていませんが、

海外では毎年狂犬病ウィルスで約５５ ,０００人の人が亡くなっています。

有効な治療法も無く、発症すればほぼ１００％の致死率となっています。

狂犬病の発生とまん延を防止するため、『飼い主の義務』として、狂犬病

予防注射を受けさせましょう。狂犬病の予防注射は、犬を守るためだけで

はなく、人の命を守るために法律として定められています。

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

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

の制度です。通知を希望する人は、事前に登録申し込みが必要です。

お
知
ら
せ

　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

『本人通知制度』を実施しています

受付場所　市役所１階市民課

通知する内容

　潤証明書を交付した年月日

　潤証明書の種別・枚数

　潤交付請求者（代理人・第三者）の区別

　※ただし、交付請求者の氏名、住所は通知しません

通知の対象となる証明書

　潤住民票の写し（除票・改製原住民票を含む）

　潤住民票記載事項証明書

　潤戸籍（除籍・改製原戸籍を含む）

　潤戸籍の附票（除附票・改製原附票を含む）

登録できる人　鹿島市に住民票または戸籍がある人

　　　　　　　（除籍された人など、鹿島市の戸籍に記載されている人を含む）

　　　　　　　※同一世帯・戸籍であっても個人単位の申し込み

登録に必要なもの

　潤事前登録申込書（市民課または市ホームページにあります）

　潤本人確認書類（運転免許証やパスポート、

　　　　　　　　　　マイナンバーカードなど）

　潤委任状（代理人の場合のみ）

　潤戸籍（未成年者の場合のみ）

　※未成年者は、親権者が申し込むことができますが、関係のわか

　　る戸籍が必要です（本籍が鹿島市の場合、省略可）



１ １１０ Ｈ31（2019）.4.1　広報かしま 広報かしま　Ｈ31（2019）.4.1

情報掲示板ワイド情報掲示板ワイド

　税務課課税係

　緯０９５４（６３）２１１８

詳しくは

　税務課では、課税台帳の閲覧および縦覧帳簿の縦覧ができます。

お
知
ら
せ

固定資産に関する閲覧および縦覧ができます

恭固定資産課税台帳の閲覧

　対　象　者

　煙市内に土地または家屋を所有する納税義務者

　煙市内の土地または家屋の借地・借家人

　煙固定資産を処分する権利を有する一定の人

　方　　法　本人を確認できる証明書（免許証等・

　　　　　　法人は会社印が必要）、委任状、賃貸

　　　　　　借契約書、処分する権利を確認できる

　　　　　　ものなどを持参し、税務課窓口に申請

　　　　　　してください。

　栢対象となる人は固定資産課税台帳に関する記載

　　事項証明書を求めることもできます。

恭固定資産縦覧帳簿の縦覧

　市内に土地または家屋を所有している納税者、ま

た、委任を受けた代理人は、市内にある土地または

家屋の価格等を縦覧帳簿で確認できます。

　と　　き　４月１日～７月１日

　　　　　　８時 30 分～ 17時 15 分（土・日・祝日を除く）

　方　　法　本人を確認できる証明書（免許証など）

　　　　　　を持参し、税務課窓口に申請してくだ

　　　　　　さい。代理人は合わせて委任状が必要

　　　　　　です。

　『国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律』の公布に伴い、平成３１年４月分から次のよう

に改定されます。

お
知
ら
せ

児童扶養手当、特別児童扶養手当等の改定

本体額
全部支給 ４２,５００円

１０,０３０円～４２,４９０円

４２,９１０円

１０,１２０円～４２,９００円

児童扶養手当

一部支給

第２子
加算額

全部支給 １０,０４０円

５,０２０円～１０,０３０円

１０,１４０円

５,０７０円～１０,１３０円一部支給

手　当　名
改定前 改定後（平成31年４月分～）

手　当　額（　月　額　）

第３子以降
加算額

全部支給 ６,０２０円

３,０１０円～６,０１０円

６,０８０円

３,０４０円～６,０７０円一部支給

１級 ５１,７００円

３４,４３０円

５２,２００円

３４,７７０円２級

２６,９４０円

１４,６５０円

２７,２００円

１４,７９０円

１４,６５０円 １４,７９０円

特別児童扶養手当

特別障害者手当

障害児福祉手当

経過的福祉手当

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

　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

怯軽自動車の納期限について　　納付書の納付・口座振替日　５月 31 日（金）

　軽自動車税は４月１日現在登録している所有者（使用者）に課税されます。車両の所有者として届け出ている人

には、５月中旬に納税通知書を送付しますので、内容を確認して納期限内に納めてください。

怯身障者等の減免申請について　受付期間　４月１日（月）～５月 31 日（金）　受付場所　税務課窓口

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

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

忘れずに申請してください。

　※普通自動車税の減免（県税）を受けている場合は、軽自動車税の減免は受けられません。

お
知
ら
せ

軽自動車税の納期限と減免申請

　噛今年初めて申請する場合に必要なもの　※同居していない人からの申請は、申請者からの委任状が必要です。

身体障がい者本人が所有する軽自動車
納税義務者

家族

○ ○ ○ 納税義務者

運転する人○ ○ ○

身体障がい者が１８歳未満の場合または精神障がい者

の場合は同居する人が所有する軽自動車

納税義務者

家族

○ ○ ○ 納税義務者

運転する人○ ○ ○

障害者
手帳等

車検証 印鑑 免許証運転する人対　象　車

　噛昨年（平成30年度）に減免を受けた人

　　今年度も引き続き減免となりますので、手続きの必要はありません。

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

　地域の活性化を目的としたイベントや地域コミュニティの拠点となる施設の設備整備・改修などの事業に交付さ

れる『さが未来アシスト事業費補助金』について、平成３1年度中に実施可能な事業の募集を行いますので、ぜひ

ご活用ください。

募集要件

　地域住民を中心とした団体が取り組む、交付決定後

に開始し、２０２０年３月末までに完了する次の事業

煙区分Ａ（地域の行事、イベントなど）

　地域の活性化を目的とした事業で、自立運営を見込

んだ新たな取組みを立ち上げようとするもの、または

既存事業でも新たな要素を加えるなどして自立運営を

見込んだ拡充を行うもの

【補助率等】補助対象事業費の９割（上限250万円）

煙区分Ｂ（公民館の改修工事や設備整備など）

　主に集落公民館の機能向上のための改修や設備整備

の小規模ハード事業

【補助率等】補助対象事業費の７割（上限250万円）

申請方法

　市役所３階企画財政課または市ホームページにある

計画書に必要事項を記入のうえ、企画財政課まで提出

してください。

申請締切　４月１９日（金）期限厳守

栢平成２８年から３カ年実施されてきた『さが未来ス

　イッチ交付金』の後継事業です。地域の人口減少な

　どの要件がありますので、ご不明な点はお問い合わ

　せください。

　　　　　　　　企画財政課企画係

　　　　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

申込・問合せ先

お
知
ら
せ

『さが未来アシスト事業費補助金』のお知らせ
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　税務課課税係

　緯０９５４（６３）２１１８

詳しくは

　税務課では、課税台帳の閲覧および縦覧帳簿の縦覧ができます。

お
知
ら
せ

固定資産に関する閲覧および縦覧ができます

恭固定資産課税台帳の閲覧

　対　象　者

　煙市内に土地または家屋を所有する納税義務者

　煙市内の土地または家屋の借地・借家人

　煙固定資産を処分する権利を有する一定の人

　方　　法　本人を確認できる証明書（免許証等・

　　　　　　法人は会社印が必要）、委任状、賃貸

　　　　　　借契約書、処分する権利を確認できる

　　　　　　ものなどを持参し、税務課窓口に申請

　　　　　　してください。

　栢対象となる人は固定資産課税台帳に関する記載

　　事項証明書を求めることもできます。

恭固定資産縦覧帳簿の縦覧

　市内に土地または家屋を所有している納税者、ま

た、委任を受けた代理人は、市内にある土地または

家屋の価格等を縦覧帳簿で確認できます。

　と　　き　４月１日～７月１日

　　　　　　８時 30 分～ 17時 15 分（土・日・祝日を除く）

　方　　法　本人を確認できる証明書（免許証など）

　　　　　　を持参し、税務課窓口に申請してくだ

　　　　　　さい。代理人は合わせて委任状が必要

　　　　　　です。

　『国民年金法等の一部を改正する法律等の一部を改正する法律』の公布に伴い、平成３１年４月分から次のよう

に改定されます。

お
知
ら
せ

児童扶養手当、特別児童扶養手当等の改定

本体額
全部支給 ４２,５００円

１０,０３０円～４２,４９０円

４２,９１０円

１０,１２０円～４２,９００円

児童扶養手当

一部支給

第２子
加算額

全部支給 １０,０４０円

５,０２０円～１０,０３０円

１０,１４０円

５,０７０円～１０,１３０円一部支給

手　当　名
改定前 改定後（平成31年４月分～）

手　当　額（　月　額　）

第３子以降
加算額

全部支給 ６,０２０円

３,０１０円～６,０１０円

６,０８０円

３,０４０円～６,０７０円一部支給

１級 ５１,７００円

３４,４３０円

５２,２００円

３４,７７０円２級

２６,９４０円

１４,６５０円

２７,２００円

１４,７９０円

１４,６５０円 １４,７９０円

特別児童扶養手当

特別障害者手当

障害児福祉手当

経過的福祉手当

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

　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

怯軽自動車の納期限について　　納付書の納付・口座振替日　５月 31 日（金）

　軽自動車税は４月１日現在登録している所有者（使用者）に課税されます。車両の所有者として届け出ている人

には、５月中旬に納税通知書を送付しますので、内容を確認して納期限内に納めてください。

怯身障者等の減免申請について　受付期間　４月１日（月）～５月 31 日（金）　受付場所　税務課窓口

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

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

忘れずに申請してください。

　※普通自動車税の減免（県税）を受けている場合は、軽自動車税の減免は受けられません。

お
知
ら
せ

軽自動車税の納期限と減免申請

　噛今年初めて申請する場合に必要なもの　※同居していない人からの申請は、申請者からの委任状が必要です。

身体障がい者本人が所有する軽自動車
納税義務者

家族

○ ○ ○ 納税義務者

運転する人○ ○ ○

身体障がい者が１８歳未満の場合または精神障がい者

の場合は同居する人が所有する軽自動車

納税義務者

家族

○ ○ ○ 納税義務者

運転する人○ ○ ○

障害者
手帳等

車検証 印鑑 免許証運転する人対　象　車

　噛昨年（平成30年度）に減免を受けた人

　　今年度も引き続き減免となりますので、手続きの必要はありません。

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

　地域の活性化を目的としたイベントや地域コミュニティの拠点となる施設の設備整備・改修などの事業に交付さ

れる『さが未来アシスト事業費補助金』について、平成３1年度中に実施可能な事業の募集を行いますので、ぜひ

ご活用ください。

募集要件

　地域住民を中心とした団体が取り組む、交付決定後

に開始し、２０２０年３月末までに完了する次の事業

煙区分Ａ（地域の行事、イベントなど）

　地域の活性化を目的とした事業で、自立運営を見込

んだ新たな取組みを立ち上げようとするもの、または

既存事業でも新たな要素を加えるなどして自立運営を

見込んだ拡充を行うもの

【補助率等】補助対象事業費の９割（上限250万円）

煙区分Ｂ（公民館の改修工事や設備整備など）

　主に集落公民館の機能向上のための改修や設備整備

の小規模ハード事業

【補助率等】補助対象事業費の７割（上限250万円）

申請方法

　市役所３階企画財政課または市ホームページにある

計画書に必要事項を記入のうえ、企画財政課まで提出

してください。

申請締切　４月１９日（金）期限厳守

栢平成２８年から３カ年実施されてきた『さが未来ス

　イッチ交付金』の後継事業です。地域の人口減少な

　どの要件がありますので、ご不明な点はお問い合わ

　せください。

　　　　　　　　企画財政課企画係

　　　　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

申込・問合せ先

お
知
ら
せ

『さが未来アシスト事業費補助金』のお知らせ
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　市内で製造される商品の販路拡大や特産品

開発にかかる経費の一部を補助します。

怯鹿島市特産品開発支援事業費補助金

　地域資源を活用した新しい特産品開発に係る経費

の一部を補助します。

対象期間　１年間を限度とする

対象経費　商品開発に係る試作費、機器購入費など

補助上限　50 万円（条件あり）

申請受付　１次締切４月 26 日（金）

お
知
ら
せ

特産品開発や販路拡大の取り組みを支援します

怯鹿島市地域資源活用販路拡大支援事業補助金

　市内で製造される商品の販路拡大のため、商談会

や催事等に出展する経費の一部を補助します。

対象経費　小間料、交通費、宿泊費、輸送費など

補助上限　20 万円（条件あり）

申請受付　随時（出展等の２週間前まで）

　　　　　※予算がなくなり次第、受付終了

　産業支援課　緯０９５４（６３）３４１１詳しくは

対　象　者　市内に住所または事業所がある企業、団体、個人

補助金額　補助対象経費合計額の２分の１以内

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

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

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

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

お
知
ら
せ

農地中間管理事業を利用しませんか

　佐賀県農業公社　　　　緯０９５２（２０）１５９０　　農林水産課農政係　緯０９５４（６３）３４１３

　鹿島・太良担当事務所　緯０９５４（６９）１６００　　農業委員会事務局　緯０９５４（６３）３４１７

詳しくは

経営規模を拡大したい

農地の団地化を進めたい

集落営農組織などの強化をしたい　など

受
け
手

県・市町・ＪＡ　など

貸し付け借り受け

佐賀県農業公社（農地中間管理機構）

出
し
手

高齢で農業を続けられない

信頼できる人に農地を預けたい　など

連携

協力

興農地中間管理事業のしくみ興

　国保と後期高齢者医療保険の被保険者は、はり・きゅう施術の受診料

の助成を受けることができます。助成を受けるには『はり・きゅう助成

受診券』が必要です。後期高齢者を対象とした『はり・きゅう助成受診券』

（オレンジ）は有効期限が３月３１日のため、４月１日以降は新しい受

診券（水色）が必要です。なお、国保の『はり・きゅう助成受診券』は

有効期限がありません。

　施　術　所　鹿島市・嬉野市・太良町に所在する施術所のうち

　　　　　　市が指定した所（26カ所）

　助　成　額　900円／１回

　申請窓口　市役所１階保険健康課

お
知
ら
せ

　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

国民健康保険

申請に必要なもの　国民健康保険証

助成回数　制限なし

交付条件　国保税の滞納がないこと

後期高齢者医療保険

申請に必要なもの　後期高齢者医療保険証

助成回数　年間36回

※年度途中に後期高齢者医療に加入した

　場合の助成回数は『加入した月から当該

　年度末（３月）までの月数×３回』

交付条件　後期高齢者医療保険料の　

　　　　　滞納がないこと

国保・後期高齢者医療
『はり・きゅう助成受診券』をご利用ください

　春は引越し・就職・退職など異動の多い時期です。

　それに伴い、新たに国保へ加入したり、国保から

その他の保険（社会保険等）に変更になった場合は、

変更になった日から２週間以内に市に届出をする必

要があります。自動的に切り替わることはありませ

んので、健康保険の変更があったご家庭は届け出済

みかどうかの確認をお願いします。

　届　出　先　市民課窓口

お
知
ら
せ

健康保険の切替手続きはお済みですか？

　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

届け出に必要なもの

潤国保に加入するとき

　職場の健康保険をやめたとき、扶養からはずれたとき

　覚職場の健康保険を喪失した証明書（離職票など）

潤国保をやめるとき

　職場の健康保険に加入したとき、扶養に入ったとき

　覚国民健康保険証と職場の健康保険証

※健康保険証が交付されるまでに２週間以上かかる場合もありますが、

　その場合も交付を受けたらすぐ届け出るようにしてください。

栢いずれの届け出も、マイナンバー（個人番号）が確認できる書類お

　よび本人確認のできる書類（運転免許証等）が必要です。

届け出が遅れると国民健康保険税が課税されたままになり、本来

支払う必要がない保険税を支払っていただくことになります。

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　不適切なエサやりなどが原因で増加している

野良猫の糞尿にお困りの人へ、県内各地でも行

われている『猫よけ器』を貸し出しています。

　貸出内容　原則１世帯１台まで

　貸出期間　20 日以内（１年度に１回限り）

お
知
ら
せ

～猫の糞尿などの被害にお困りの人へ～

猫よけ器を貸し出します

野良猫対策について

　現在、野良猫に関しては、原則捕獲できな

いのが現状です。県内では、地域住民が主体

となり、猫の適正管理を目的とした『地域猫

活動』が徐々に浸透しつつありますが、鹿島

市では室内飼いの推進など、猫の適正管理に

対する意識向上を図るため、市報やチラシ等

で啓発を行っています。今後は、地域猫活動

の取組みも検討していきます。

　４月から市内全域で有害鳥獣（イノシシなど）の駆除が行われます。これは近年の農業

被害の増加と里地近辺への出没を受けて行われるものです。万が一の事故を防止するため、

山菜採りやハイキングなどで野山に入るときは、次の点に注意してください。

興色で自分の居場所をアピールしましょう　薄暗い場所や遠くからでもすぐに見分けがつく服装をしましょう。

興音で自分の居場所をアピールしましょう　ラジオを携帯したり、大きめの声で会話するなどしましょう。

興罠には触れないようにしましょう　　　　もし触れて作動したら大変危険です。決して触れないでください。

　農林水産課農政係

　緯０９５４（６３）３４１３

詳しくは野山へ入る人はご注意を！
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　市内で製造される商品の販路拡大や特産品

開発にかかる経費の一部を補助します。

怯鹿島市特産品開発支援事業費補助金

　地域資源を活用した新しい特産品開発に係る経費

の一部を補助します。

対象期間　１年間を限度とする

対象経費　商品開発に係る試作費、機器購入費など

補助上限　50 万円（条件あり）

申請受付　１次締切４月 26 日（金）

お
知
ら
せ

特産品開発や販路拡大の取り組みを支援します

怯鹿島市地域資源活用販路拡大支援事業補助金

　市内で製造される商品の販路拡大のため、商談会

や催事等に出展する経費の一部を補助します。

対象経費　小間料、交通費、宿泊費、輸送費など

補助上限　20 万円（条件あり）

申請受付　随時（出展等の２週間前まで）

　　　　　※予算がなくなり次第、受付終了

　産業支援課　緯０９５４（６３）３４１１詳しくは

対　象　者　市内に住所または事業所がある企業、団体、個人

補助金額　補助対象経費合計額の２分の１以内

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

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

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

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

お
知
ら
せ

農地中間管理事業を利用しませんか

　佐賀県農業公社　　　　緯０９５２（２０）１５９０　　農林水産課農政係　緯０９５４（６３）３４１３

　鹿島・太良担当事務所　緯０９５４（６９）１６００　　農業委員会事務局　緯０９５４（６３）３４１７

詳しくは

経営規模を拡大したい

農地の団地化を進めたい

集落営農組織などの強化をしたい　など

受
け
手

県・市町・ＪＡ　など

貸し付け借り受け

佐賀県農業公社（農地中間管理機構）

出
し
手

高齢で農業を続けられない

信頼できる人に農地を預けたい　など

連携

協力

興農地中間管理事業のしくみ興

　国保と後期高齢者医療保険の被保険者は、はり・きゅう施術の受診料

の助成を受けることができます。助成を受けるには『はり・きゅう助成

受診券』が必要です。後期高齢者を対象とした『はり・きゅう助成受診券』

（オレンジ）は有効期限が３月３１日のため、４月１日以降は新しい受

診券（水色）が必要です。なお、国保の『はり・きゅう助成受診券』は

有効期限がありません。

　施　術　所　鹿島市・嬉野市・太良町に所在する施術所のうち

　　　　　　市が指定した所（26カ所）

　助　成　額　900円／１回

　申請窓口　市役所１階保険健康課

お
知
ら
せ

　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

国民健康保険

申請に必要なもの　国民健康保険証

助成回数　制限なし

交付条件　国保税の滞納がないこと

後期高齢者医療保険

申請に必要なもの　後期高齢者医療保険証

助成回数　年間36回

※年度途中に後期高齢者医療に加入した

　場合の助成回数は『加入した月から当該

　年度末（３月）までの月数×３回』

交付条件　後期高齢者医療保険料の　

　　　　　滞納がないこと

国保・後期高齢者医療
『はり・きゅう助成受診券』をご利用ください

　春は引越し・就職・退職など異動の多い時期です。

　それに伴い、新たに国保へ加入したり、国保から

その他の保険（社会保険等）に変更になった場合は、

変更になった日から２週間以内に市に届出をする必

要があります。自動的に切り替わることはありませ

んので、健康保険の変更があったご家庭は届け出済

みかどうかの確認をお願いします。

　届　出　先　市民課窓口

お
知
ら
せ

健康保険の切替手続きはお済みですか？

　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

届け出に必要なもの

潤国保に加入するとき

　職場の健康保険をやめたとき、扶養からはずれたとき

　覚職場の健康保険を喪失した証明書（離職票など）

潤国保をやめるとき

　職場の健康保険に加入したとき、扶養に入ったとき

　覚国民健康保険証と職場の健康保険証

※健康保険証が交付されるまでに２週間以上かかる場合もありますが、

　その場合も交付を受けたらすぐ届け出るようにしてください。

栢いずれの届け出も、マイナンバー（個人番号）が確認できる書類お

　よび本人確認のできる書類（運転免許証等）が必要です。

届け出が遅れると国民健康保険税が課税されたままになり、本来

支払う必要がない保険税を支払っていただくことになります。

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　不適切なエサやりなどが原因で増加している

野良猫の糞尿にお困りの人へ、県内各地でも行

われている『猫よけ器』を貸し出しています。

　貸出内容　原則１世帯１台まで

　貸出期間　20 日以内（１年度に１回限り）

お
知
ら
せ

～猫の糞尿などの被害にお困りの人へ～

猫よけ器を貸し出します

野良猫対策について

　現在、野良猫に関しては、原則捕獲できな

いのが現状です。県内では、地域住民が主体

となり、猫の適正管理を目的とした『地域猫

活動』が徐々に浸透しつつありますが、鹿島

市では室内飼いの推進など、猫の適正管理に

対する意識向上を図るため、市報やチラシ等

で啓発を行っています。今後は、地域猫活動

の取組みも検討していきます。

　４月から市内全域で有害鳥獣（イノシシなど）の駆除が行われます。これは近年の農業

被害の増加と里地近辺への出没を受けて行われるものです。万が一の事故を防止するため、

山菜採りやハイキングなどで野山に入るときは、次の点に注意してください。

興色で自分の居場所をアピールしましょう　薄暗い場所や遠くからでもすぐに見分けがつく服装をしましょう。

興音で自分の居場所をアピールしましょう　ラジオを携帯したり、大きめの声で会話するなどしましょう。

興罠には触れないようにしましょう　　　　もし触れて作動したら大変危険です。決して触れないでください。

　農林水産課農政係

　緯０９５４（６３）３４１３

詳しくは野山へ入る人はご注意を！
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1 2 3
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日 月 火 水 木 金 土

2 3 4 5 6 7

9 10 11 12 13 148

16 17 18 19 20 2115

23 24 25 26 27 2822

29 30

９月

1

恭利用可能日カレンダー（２０１９年） 恭種類、定員、料金など

　コテージ　煙２階建　和洋室 20 畳

　　　　　　　定員 10 人　金額 12,430 円

　　　　　　煙平屋建　洋室 13 畳

　　　　　　　定員 10 人　金額 12,430 円

　バンガロー　煙４畳半

　　　　　　　定員６人　金額 2,200 円

　　　　　　煙６畳半

　　　　　　　定員７人　金額 2,560 円

　　　　　　煙２階建　８畳 +８畳

　　　　　　　定員 20 人　金額 7,350 円

　持込テント　煙現地管理人指示

　　　　　　　金額 360 円

お
知
ら
せ

奥平谷キャンプ場オープンは４月２７日から

　今年も新緑の季節に奥平谷キャンプ場がオープンします！

　大自然の雄大さに触れながら、キャンプはもちろんのこと、バーベ

キューや山登り、川遊びもできます。

　あなたのスタイルにあった自然の楽しみ方を満喫してみませんか。

恭利用期間と申込方法

申込開始日　４月１日（月）８時 30 分～

申　込　方　法　電話または市役所２階商工観光課へお越しください。

宿泊可能日　下記カレンダーの　　　（薄い緑）の日を予定しています。

　商工観光課観光振興係　緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

　下水道認可区域以外で家庭用浄化槽を設置する人を対象に補助制度があります。

お
知
ら
せ

家庭用浄化槽の設置補助金について

対　象　者　

①市税に滞納がないこと

②着工前に申請書を提出し、2020年３月31日までに工

　事が完了すること

③工事完了後１カ月以内に実績報告書を提出し、市役所

　職員による検査を2020年３月31日までに受けること

④市が定める浄化槽工事基準に適した工事を行うこと

※市外の人で申請をする場合は、実績報告までに転入手

　続きをしてください

補助金額　５人槽　332,000円

　　　　　７人槽　414,000円

　　　　　10人槽　548,000円

※浄化槽の設置届や大きさ（設置人槽）は、杵藤保健福祉

　事務所へ確認ください。　緯０９５４（２３）３５０６

　また、申請に必要な書類一覧や工事基準、下水道区域

　の確認などは、環境下水道課へお問い合わせください。

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

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

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

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

お
知
ら
せ

フードバンク・制服（学用品）バンクへのご協力を！

怯食品の例

　毅米、保存食品（缶詰・乾麺など）、非常食

　毅インスタント食品、レトルト食品

　毅農作物(じゃがいも・南瓜など長期保存ができるもの）

※賞味期限内、常温で保存可能、未開封などの確認を

　お願いします

怯制服・学用品の例

　各保育園・小中高校学生服、体操服、

　白ポロシャツ、自転車、自転車用ヘルメットなど

※しみや汚れなどがなく、きれいなものに限ります

　鹿島市社会福祉協議会

　緯０９５４（６２）２４４７

詳しくは

企画財政課企画係

緯０９５４（６３）２１０１

申込・問合せ先

お
知
ら
せ

鹿島市青年活力啓発事業募集

若者の地域づくりを応援します！
対象者（企業は対象外）

　５人以上の団体またはグループで、その過半数が

１６歳～４９歳の人で構成されていること

対象となる事業内容

①産地活性化（産業振興）

　農林漁業のＰＲ活動、新商品の開発など

②住みやすい地域づくり

　地域美化活動、校区内の安全ＭＡＰ作成など

③移住・交流・定住促進【重点事業】

　婚活事業、移住イベントなど

④上記以外で目的に合っていると判断できるもの

対象となる経費

　活動経費（消耗品費、印刷費、通信運搬費、使用料、

旅費、謝礼など）　※食糧費、賃金、日当は対象外

補助率　補助対象事業費の９割まで（団体負担１割以上）

補助限度額　50 万円（重点事業は 100 万円）

事業の期間　交付決定後（５月中旬以降）に開始し、

　　　　　　2020 年３月 31日までに完了できる事業

申請期間　４月８日（月）～ 26 日（金）

子どもたちの自主性と
豊かな心を育む体験合宿事業

子どもたちの自主性と
豊かな心を育む体験合宿事業

　市内の小学５・６年生を対象
に、子どもたちの創造性を育成
することを目的に体験合宿事業
を行いました。１泊２日の合宿
の中で、アスパラの収穫体験や
牧場体験、花農家の見学の後、
最後には参加者全員で巨大な花
絵を製作しました。体験活動の
中から、地域の魅力を再発見し、
また子どもたちの愛郷心と互い
に助け合う豊かな心を育む機会
になりました。

　市内の児童向けにミニチェア
作り体験を行いました。地元大
工を講師に、ノコギリ引き体験
やカナヅチを使った釘打ち体験
など、初めて経験した子どもも
多く、参加者からは「楽しかっ
た」「もう一度参加したい」と
の声がありました。田澤記念館
館長から地域の偉人である田澤
義鋪先生についての講話がある
など、ふるさとを知り、地域へ
の関心と誇りをもってもらう良
い機会となりました。

田澤記念館での
木工教室事業
田澤記念館での
木工教室事業

日本酒ソムリエ育成計画
・佐賀の酒文化

～酒と食と器の交わり～

日本酒ソムリエ育成計画
・佐賀の酒文化

～酒と食と器の交わり～

　日本酒 × 食 × 器の美味しい
組み合わせについての研修・勉
強会を通して、日本酒と有明海
の幸や農産物などの鹿島の食、
佐賀が誇る陶磁器（器）の文化
を組み合わせた、より鹿島らし
い日本酒のＰＲについて検討し、
酒蔵ツーリズム・門前春まつり
では、観光客に日本酒のＰＲを
行いました。
　鹿島産のフルーツを使った日
本酒カクテルなどの新しい飲み
方の提案や酒器の形状による味
わいの違いなどを楽しんでいた
だきました。

平成３０年度青年活力啓発事業の紹介
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1

恭利用可能日カレンダー（２０１９年） 恭種類、定員、料金など

　コテージ　煙２階建　和洋室 20 畳

　　　　　　　定員 10 人　金額 12,430 円

　　　　　　煙平屋建　洋室 13 畳

　　　　　　　定員 10 人　金額 12,430 円

　バンガロー　煙４畳半

　　　　　　　定員６人　金額 2,200 円

　　　　　　煙６畳半

　　　　　　　定員７人　金額 2,560 円

　　　　　　煙２階建　８畳 +８畳

　　　　　　　定員 20 人　金額 7,350 円

　持込テント　煙現地管理人指示

　　　　　　　金額 360 円

お
知
ら
せ

奥平谷キャンプ場オープンは４月２７日から

　今年も新緑の季節に奥平谷キャンプ場がオープンします！

　大自然の雄大さに触れながら、キャンプはもちろんのこと、バーベ

キューや山登り、川遊びもできます。

　あなたのスタイルにあった自然の楽しみ方を満喫してみませんか。

恭利用期間と申込方法

申込開始日　４月１日（月）８時 30 分～

申　込　方　法　電話または市役所２階商工観光課へお越しください。

宿泊可能日　下記カレンダーの　　　（薄い緑）の日を予定しています。

　商工観光課観光振興係　緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

　下水道認可区域以外で家庭用浄化槽を設置する人を対象に補助制度があります。

お
知
ら
せ

家庭用浄化槽の設置補助金について

対　象　者　

①市税に滞納がないこと

②着工前に申請書を提出し、2020年３月31日までに工

　事が完了すること

③工事完了後１カ月以内に実績報告書を提出し、市役所

　職員による検査を2020年３月31日までに受けること

④市が定める浄化槽工事基準に適した工事を行うこと

※市外の人で申請をする場合は、実績報告までに転入手

　続きをしてください

補助金額　５人槽　332,000円

　　　　　７人槽　414,000円

　　　　　10人槽　548,000円

※浄化槽の設置届や大きさ（設置人槽）は、杵藤保健福祉

　事務所へ確認ください。　緯０９５４（２３）３５０６

　また、申請に必要な書類一覧や工事基準、下水道区域

　の確認などは、環境下水道課へお問い合わせください。

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

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

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

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

お
知
ら
せ

フードバンク・制服（学用品）バンクへのご協力を！

怯食品の例

　毅米、保存食品（缶詰・乾麺など）、非常食

　毅インスタント食品、レトルト食品

　毅農作物(じゃがいも・南瓜など長期保存ができるもの）

※賞味期限内、常温で保存可能、未開封などの確認を

　お願いします

怯制服・学用品の例

　各保育園・小中高校学生服、体操服、

　白ポロシャツ、自転車、自転車用ヘルメットなど

※しみや汚れなどがなく、きれいなものに限ります

　鹿島市社会福祉協議会

　緯０９５４（６２）２４４７

詳しくは

企画財政課企画係

緯０９５４（６３）２１０１

申込・問合せ先

お
知
ら
せ

鹿島市青年活力啓発事業募集

若者の地域づくりを応援します！
対象者（企業は対象外）

　５人以上の団体またはグループで、その過半数が

１６歳～４９歳の人で構成されていること

対象となる事業内容

①産地活性化（産業振興）

　農林漁業のＰＲ活動、新商品の開発など

②住みやすい地域づくり

　地域美化活動、校区内の安全ＭＡＰ作成など

③移住・交流・定住促進【重点事業】

　婚活事業、移住イベントなど

④上記以外で目的に合っていると判断できるもの

対象となる経費

　活動経費（消耗品費、印刷費、通信運搬費、使用料、

旅費、謝礼など）　※食糧費、賃金、日当は対象外

補助率　補助対象事業費の９割まで（団体負担１割以上）

補助限度額　50 万円（重点事業は 100 万円）

事業の期間　交付決定後（５月中旬以降）に開始し、

　　　　　　2020 年３月 31日までに完了できる事業

申請期間　４月８日（月）～ 26 日（金）

子どもたちの自主性と
豊かな心を育む体験合宿事業

子どもたちの自主性と
豊かな心を育む体験合宿事業

　市内の小学５・６年生を対象
に、子どもたちの創造性を育成
することを目的に体験合宿事業
を行いました。１泊２日の合宿
の中で、アスパラの収穫体験や
牧場体験、花農家の見学の後、
最後には参加者全員で巨大な花
絵を製作しました。体験活動の
中から、地域の魅力を再発見し、
また子どもたちの愛郷心と互い
に助け合う豊かな心を育む機会
になりました。

　市内の児童向けにミニチェア
作り体験を行いました。地元大
工を講師に、ノコギリ引き体験
やカナヅチを使った釘打ち体験
など、初めて経験した子どもも
多く、参加者からは「楽しかっ
た」「もう一度参加したい」と
の声がありました。田澤記念館
館長から地域の偉人である田澤
義鋪先生についての講話がある
など、ふるさとを知り、地域へ
の関心と誇りをもってもらう良
い機会となりました。

田澤記念館での
木工教室事業
田澤記念館での
木工教室事業

日本酒ソムリエ育成計画
・佐賀の酒文化

～酒と食と器の交わり～

日本酒ソムリエ育成計画
・佐賀の酒文化

～酒と食と器の交わり～

　日本酒 × 食 × 器の美味しい
組み合わせについての研修・勉
強会を通して、日本酒と有明海
の幸や農産物などの鹿島の食、
佐賀が誇る陶磁器（器）の文化
を組み合わせた、より鹿島らし
い日本酒のＰＲについて検討し、
酒蔵ツーリズム・門前春まつり
では、観光客に日本酒のＰＲを
行いました。
　鹿島産のフルーツを使った日
本酒カクテルなどの新しい飲み
方の提案や酒器の形状による味
わいの違いなどを楽しんでいた
だきました。

平成３０年度青年活力啓発事業の紹介
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４月
April

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

6・13・20・27 日（土）、
7・14・21・28 日（日）、
29 日（祝）、30 日（火）

休館日はありません

2・9・16・23・30 日（火）、
29 日（祝）

1・8・15・22 日（月）、
25 日（木）

市民交流プラザ
（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

市民図書館

2・9・16・23 日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

1・8・15・22 日（月）、
30 日（火）

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

6 日（土）
7 日（日）

13 日（土）
14 日（日）
20 日（土）
21 日（日）
27 日（土）
28 日（日）
29 日（祝）
30 日（火）

佐賀庭苑　　　　　　緯（６２）８８１６
植松建設　　　　　　緯（６２）３５２６
家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
鹿島設備工業所　　　緯（６３）３２２８
大隈設備工業　　　　緯（６２）１３０２
マツモト　　　　　　緯（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　緯（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
池田設備左官工務店　緯０９０（８４０５）６２９８ 郭広報かしまはパソコン、スマホからも

　見ることができます
URL　http://www.city.saga-kashima.lg.jp

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12月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成29年9月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成27年9月生まれ）

24 日（水）

25 日（木）

18 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）

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

日 在宅当番医 所在地
うれしのふくだクリニック　緯０９５４（４２）１２１１
中村医院　　　　　緯０９５４（６３）９２３４
森医院　　　　　　緯０９５４（４３）０７２５
田代医院　　　　　緯０９５４（６７）２１２０
稗田産婦人科　　　緯０９５４（６３）３３０９

9日
2日

16日
23日
30日

嬉野市
鹿島市
嬉野市
太良町
鹿島市

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 3・10・17・24 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 26 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 2 月生まれ

赤ちゃん相談 17 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） 9 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・試食等
対　象　5・6 か月児の保護者

幼児食教室 23 日（火） 10時～10時30分
内　容　調理実習・試食等
対　象　1 歳 6 か月～就学前の児と保護者（要予約）

成人健康相談 3 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 25 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 4 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16ページをご覧ください

日 在宅当番医 当番薬局
西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０7 日（日） 前山薬局
中村医院　緯（６３）９２３４14 日（日） オダ薬局
犬塚病院　緯（６３）２５３８21 日（日） アルバ薬局
森田医院　緯（６３）３９５６28 日（日） 西牟田薬局
織田病院　緯（６３）３２７５29 日（祝） 溝上薬局スカイロード店
納富病院　緯（６３）１１１７30 日（火） アルナ薬局鹿島店

平成３１年２月２８日現在

鹿島市
－

－ 3 人能古見

－浜

－－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

29,260

13,846

3,477

2,985

2,789

3,384

2,779

13,813

15,447

10,757

5,425

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

43 人 11 世帯－

－ 17 人 8 世帯

1,160 世帯 2 世帯

1,015 世帯

1,206 世帯

1,012 世帯

939 世帯

1 人

6 人

7 人

9 人

9 人

34 人

4 世帯

1 世帯

1 世帯

1 世帯

－

－

－

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

怯ひろばの集い

８日（月）

『WA になってあそぼう day♪』

22 日（月）

『こどもの日を祝おう 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

1・8・15・22 日（月）

１０連休中の社会体育施設について
　４月 27 日（土）から５月６日（振休）は、５月１日（祝）を除き

開館します。予約の際は、お気をつけください。

　・市民体育館　・市民武道館　・北鹿島体育館　・林業体育館
　・のごみふれあい楽習館　・臥竜ヶ岡体育館　・七浦海浜スポーツ公園体育館

小児時間外診療・在宅当番医小児時間外診療・在宅当番医

子どもの健診、子育て・相談・教室子どもの健診、子育て・相談・教室
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日曜・祝日および１月１日～３日
（９時～１７時）

鹿島市休日こどもクリニック

（高津原）

緯０９５４（６３）１８３８

毎日
（１９時～２１時）

武雄地区休日急患センター

（武雄市武雄町大字昭和300）

緯０９５４（２２）５５９９

水曜日（１月１日～３日を除く）
（１９時～２１時）

鹿島時間外こどもクリニック

（高津原：鹿島市休日こどもクリニック内）

緯０９５４（６３）１８３８

※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

6・13・20・27 日（土）、
7・14・21・28 日（日）、
29 日（祝）、30 日（火）

休館日はありません

2・9・16・23・30 日（火）、
29 日（祝）

1・8・15・22 日（月）、
25 日（木）

市民交流プラザ
（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

市民図書館

2・9・16・23 日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

1・8・15・22 日（月）、
30 日（火）

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

6 日（土）
7 日（日）

13 日（土）
14 日（日）
20 日（土）
21 日（日）
27 日（土）
28 日（日）
29 日（祝）
30 日（火）

佐賀庭苑　　　　　　緯（６２）８８１６
植松建設　　　　　　緯（６２）３５２６
家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
鹿島設備工業所　　　緯（６３）３２２８
大隈設備工業　　　　緯（６２）１３０２
マツモト　　　　　　緯（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　緯（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
池田設備左官工務店　緯０９０（８４０５）６２９８ 郭広報かしまはパソコン、スマホからも

　見ることができます
URL　http://www.city.saga-kashima.lg.jp

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12月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成29年9月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成27年9月生まれ）

24 日（水）

25 日（木）

18 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）

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

日 在宅当番医 所在地
うれしのふくだクリニック　緯０９５４（４２）１２１１
中村医院　　　　　緯０９５４（６３）９２３４
森医院　　　　　　緯０９５４（４３）０７２５
田代医院　　　　　緯０９５４（６７）２１２０
稗田産婦人科　　　緯０９５４（６３）３３０９

9日
2日

16日
23日
30日

嬉野市
鹿島市
嬉野市
太良町
鹿島市

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 3・10・17・24 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 26 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 2 月生まれ

赤ちゃん相談 17 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） 9 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・試食等
対　象　5・6 か月児の保護者

幼児食教室 23 日（火） 10時～10時30分
内　容　調理実習・試食等
対　象　1 歳 6 か月～就学前の児と保護者（要予約）

成人健康相談 3 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 25 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 4 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16ページをご覧ください

日 在宅当番医 当番薬局
西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０7 日（日） 前山薬局
中村医院　緯（６３）９２３４14 日（日） オダ薬局
犬塚病院　緯（６３）２５３８21 日（日） アルバ薬局
森田医院　緯（６３）３９５６28 日（日） 西牟田薬局
織田病院　緯（６３）３２７５29 日（祝） 溝上薬局スカイロード店
納富病院　緯（６３）１１１７30 日（火） アルナ薬局鹿島店

平成３１年２月２８日現在

鹿島市
－

－ 3 人能古見

－浜

－－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

29,260

13,846

3,477

2,985

2,789

3,384

2,779

13,813

15,447

10,757

5,425

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

43 人 11 世帯－

－ 17 人 8 世帯

1,160 世帯 2 世帯

1,015 世帯

1,206 世帯

1,012 世帯

939 世帯

1 人

6 人

7 人

9 人

9 人

34 人

4 世帯

1 世帯

1 世帯

1 世帯

－

－

－

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

怯ひろばの集い

８日（月）

『WA になってあそぼう day♪』

22 日（月）

『こどもの日を祝おう 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

1・8・15・22 日（月）

１０連休中の社会体育施設について
　４月 27 日（土）から５月６日（振休）は、５月１日（祝）を除き

開館します。予約の際は、お気をつけください。

　・市民体育館　・市民武道館　・北鹿島体育館　・林業体育館
　・のごみふれあい楽習館　・臥竜ヶ岡体育館　・七浦海浜スポーツ公園体育館

小児時間外診療・在宅当番医小児時間外診療・在宅当番医

子どもの健診、子育て・相談・教室子どもの健診、子育て・相談・教室
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温暖化対策・人権の輪こんなときこのひとこと、学校だより

Shawn:

Catherine:

This test is very hard. I’m not sure I can 
pass the test.
Don’t worry too much about it! I can 
help you study so hang in there!

（ショーン）

（キャサリン）

このテストとても大変だよ。合格する

なんて思えないよ。

あまり心配し過ぎないで！勉強手伝う

から頑張ってね！

Jansen:

Albert:

I’m so tired from running. I don’t think 
I can reach the finish line.
You can do it! We’re almost there so 
hang in there!

（ジャンセン）

（アルバート）

走ってすごく疲れたよ。ゴールにたど

り着けないと思う…。

できるさ！僕たちもうすぐそこだよ頑

張って！

学 校 だ よ り

七浦小学校

No.263

親子郷土料理大会

　６年生が、２月１７日、七浦海浜

スポーツ公園 B＆G 体育館で保護者、

地域の方々に見守られながら『おろ

しばた汁』と『ロング巻寿司』をつ

くりました。３ｃｍずつ重ねて並べ

られた『巻きす』の上には、七浦産

の海苔が３８メートル直線道路のよ

うに伸びています。黒い海苔の上に、

真っ白な『すし飯』がのったら、さ

あ七浦っ子の出番です。バンダナに

エプロン姿で気合いの入った６年生

たちが、すきまなく、そして海苔か

らはみ出さないように優しい手つき

で広げていきます。

　次に、七婦連の方々が心を込めて

準備してくださった卵焼き・キュウ

リ・かにかまの具材を並べます。隣

の人が置いた分にちょっとずつ重ね

ないといけないので、自分勝手には

できません。

　最後に、６年担任古賀範子先生の

「いち・にの・さん」のかけ声に息

を合わせ、とうとう巻き上げること

ができました。しかし、持ち上げる

まではまだまだ油断ができません。

ずっしりと重い巻き寿司を両手に持

ち、それが空中に浮き上がった瞬間、

皆の顔は右左右と動き、しばらくの

間の後、はじける歓声とあふれる笑

顔で体育館が満たされました。

　完成した巻き寿司は、自分たちで

つくった『おろしばた汁』と一緒に

美味しくいただきました。親子のふ

れあいを深め、故郷七浦を想う心が

豊かに育った一日になりました。寓郷土の味を伝承する七浦っ子

今月のキーフレーズ

“hang in there”

この表現は、「頑張れ」という意味で使われます。

No.160

スティーブン先生

四Filipino Words四
（フィリピンの言葉）

　　ドクトル　　　　　　　　　　　　　　　　アボガド　　　　　　　　　　　　　　　　　　ボムベロ　　　　　　　　　　　　　　　　　グロ

Doktor：医者　　Abogado：弁護士　　Bombero：消防士　　Guro：教師

エコドライブで温暖化対策！エコドライブで温暖化対策！

今すぐやろう温暖化対策

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　エコドライブは、簡単に省エネができて二酸化炭素

の排出量も抑えることができます。交通事故の抑止に

もつながります。できることから始めましょう。

アクセルを離して早めの減速アクセルを離して早めの減速その３

　信号が変わりそうなときなど、停止することが分かっ

たら早めにアクセルから足を離しましょう。エンジンブ

レーキが作動し、約２％の燃費向上になります。

車間距離にゆとりをもって車間距離にゆとりをもってその2

　速度の変化が少ない方がより燃費の向上につながりま

す。車間距離が短くなるとムダな加速や減速が多くなり、

燃費が悪化します。 タイヤの空気圧は大丈夫？タイヤの空気圧は大丈夫？その4

　意外と見落としがちなタイヤの空気圧。空気圧が適正

値より不足すると、市街地で２％・郊外で４％程度の燃

費が悪化します。

××
相手をよく見て良さを知ることからはじめよう

～『ワンダー君は太陽』に学ぶ～
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

　米映画『ワンダー君は太陽』（Ｒ・

Ｊ・パラシオ原作）をごらんにな

りましたか？これは、見た目差別

を扱った映画です。

　主人公オギー少年は、生まれつ

き顔に障がいがあり何度もの手術

のため、学校には行かず母親と学

習をしていました。外出するとき

は、常に宇宙服のヘルメットをか

ぶり顔が人目にさらされないよう

にしていました。小学校５年生で

初めて学校に通うことになりまし

た。初日から学校中の子どもたち

からじろじろと好奇の目で見られ、

からかわれ、避けられ、ひどいい

じめを受けます。人と違う、なん

だか怖い、他の人も○○している

から自分も○○してみよう・・・。

相手のことをよく知らないで、見

た目だけで判断してしまうことは、

偏見を生み、差別を助長すること

につながります。

　私たちは、普段生活の中で自分

の物差しで判断し、相手を傷つけ

ていることに気づかないことがあ

ります。あなたのそばに、あなた

の言葉や言動で嫌な思いをしてい

る人はいないでしょうか。

　「人権って何？」難しく考えな

いで、自分がされたらどう感じる

か想像することではないかと思い

ます。もしも、相手が痛みを感じ

るような言動なら慎むべきです。

オギーにも彼の良さを理解して認

めてくれる友だちができ、学校生

活が楽しくなります。オギーの担

任の先生は、「人をいたわれ。相

手を知りたかったらやることは一

つ、よく見ること」と教えます。

　さあ新しい元号の発表とともに

希望にあふれた新年度がスタート

しました。新しい学びや仕事との

出会いの月に加えて、新たな人間

関係を築く月でもあります。相手

をよく見て相手の良さを知ること

からスタートするのもいいですね。

平成３０年度小中学校『人権標語』特選・準特選の作品を紹介します

おはようは　たのしくすごす　だいいっぽ　　　よしだ　あやの（鹿島小１年）

海こえた　あの子も見てるよ　同じ空　　　　　森田　あおい（能古見小４年）

気付くんだ　失ってから　大切と　　　　　　　石橋　あかり（東部中１年）

※学年は平成 30年度

人権標語
紹　介
人権標語
紹　介

ふんわりアクセルで発進ふんわりアクセルで発進その１

　発進するときは、穏やかにアクセルを踏むようにする

と１０％程度の燃費が改善します。

　（最初の５秒で時速２０ｋｍ程度が目安です）
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I can reach the finish line.
You can do it! We’re almost there so 
hang in there!

（ジャンセン）

（アルバート）

走ってすごく疲れたよ。ゴールにたど

り着けないと思う…。

できるさ！僕たちもうすぐそこだよ頑

張って！

学 校 だ よ り

七浦小学校

No.263

親子郷土料理大会

　６年生が、２月１７日、七浦海浜

スポーツ公園 B＆G 体育館で保護者、

地域の方々に見守られながら『おろ

しばた汁』と『ロング巻寿司』をつ

くりました。３ｃｍずつ重ねて並べ

られた『巻きす』の上には、七浦産

の海苔が３８メートル直線道路のよ

うに伸びています。黒い海苔の上に、

真っ白な『すし飯』がのったら、さ

あ七浦っ子の出番です。バンダナに

エプロン姿で気合いの入った６年生

たちが、すきまなく、そして海苔か

らはみ出さないように優しい手つき

で広げていきます。

　次に、七婦連の方々が心を込めて

準備してくださった卵焼き・キュウ

リ・かにかまの具材を並べます。隣

の人が置いた分にちょっとずつ重ね

ないといけないので、自分勝手には
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　完成した巻き寿司は、自分たちで
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れあいを深め、故郷七浦を想う心が
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　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　エコドライブは、簡単に省エネができて二酸化炭素

の排出量も抑えることができます。交通事故の抑止に

もつながります。できることから始めましょう。

アクセルを離して早めの減速アクセルを離して早めの減速その３

　信号が変わりそうなときなど、停止することが分かっ

たら早めにアクセルから足を離しましょう。エンジンブ

レーキが作動し、約２％の燃費向上になります。

車間距離にゆとりをもって車間距離にゆとりをもってその2

　速度の変化が少ない方がより燃費の向上につながりま

す。車間距離が短くなるとムダな加速や減速が多くなり、

燃費が悪化します。 タイヤの空気圧は大丈夫？タイヤの空気圧は大丈夫？その4

　意外と見落としがちなタイヤの空気圧。空気圧が適正
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××
相手をよく見て良さを知ることからはじめよう

～『ワンダー君は太陽』に学ぶ～
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

　米映画『ワンダー君は太陽』（Ｒ・

Ｊ・パラシオ原作）をごらんにな

りましたか？これは、見た目差別
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※学年は平成 30年度

人権標語
紹　介
人権標語
紹　介

ふんわりアクセルで発進ふんわりアクセルで発進その１
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　２月１８日、明朗幼稚園で交流会を行いました。

　園児と選手たちは鬼ごっこやリレーをしたり、思

いっきり遊んで楽しい時間を交流しながら過ごして

いました。

スポーツ資源を活かしたまちづくりスポーツ資源を活かしたまちづくり

多数の大学が
　鹿島で強化合宿！
多数の大学が
　鹿島で強化合宿！
恭スポーツ教室、交流会、練習風景恭スポーツ教室、交流会、練習風景
　今年も３月までに６団体１４３人が鹿島で合宿を行い、

蟻尾山公園を中心に強化練習を行う一方、陸上教室など

で子どもたちと交流を行いました。

　今年も３月までに６団体１４３人が鹿島で合宿を行い、

蟻尾山公園を中心に強化練習を行う一方、陸上教室など

で子どもたちと交流を行いました。

　鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会事務局

　（生涯学習課スポーツ係内）

　緯０９５４（６３）２１２５

　鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会事務局

　（生涯学習課スポーツ係内）

　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは

恭合宿の実績　（平成 30 年度）恭合宿の実績　（平成 30 年度）

煙青山学院大学陸上競技部・・４月３日～８日の６日間　[11 人 ]

煙東京国際大学駅伝部・・・・１月 22 日～ 29日の８日間　[17 人 ]

煙明治大学競走部・・・・・・２月 16 日～ 22日の７日間　[43 人 ]

煙順天堂大学陸上競技部・・・２月 23 日～ 27日の５日間　[35 人 ]

煙大東文化大学陸上競技部・・３月 11 日～ 18日の８日間　[17 人 ]

煙東洋大学陸上競技部・・・・３月 14 日～ 20日の７日間　[20 人 ]

煙青山学院大学陸上競技部・・４月３日～８日の６日間　[11 人 ]

煙東京国際大学駅伝部・・・・１月 22 日～ 29日の８日間　[17 人 ]

煙明治大学競走部・・・・・・２月 16 日～ 22日の７日間　[43 人 ]

煙順天堂大学陸上競技部・・・２月 23 日～ 27日の５日間　[35 人 ]

煙大東文化大学陸上競技部・・３月 11 日～ 18日の８日間　[17 人 ]

煙東洋大学陸上競技部・・・・３月 14 日～ 20日の７日間　[20 人 ]

　３月１７日、市陸上競技場で県内外の小中高生な

どを対象にスポーツ教室を行いました。

　全国で活躍する選手からの指導に、参加者はとて

も嬉しそうでした。

東洋大学東洋大学

スポーツ教室スポーツ教室

　３月１２日、鹿島小学校の５年生を対象に陸上教

室を行いました。参加した児童は、鬼ごっこやリ

レーをしながら、実際の箱根駅伝ランナーの速さや

体力を実感したようでした。

大東文化大学大東文化大学

陸上教室陸上教室

　２月２６日、古枝小学校の５・６年生を対象に陸

上教室を行いました。選手たちは児童に走り方など

を指導したり、一緒にリレーをしながら走ることの

楽しさを教えていました。

順天堂大学順天堂大学

陸上教室陸上教室

　東京国際大学駅伝部の皆さんが、今回初めて鹿島

で強化合宿を行いました。

　合宿中は、体幹トレーニングやジョグなど、来年

度に向けた練習が行われていました。

東京国際大学東京国際大学

練習風景練習風景

　ハーフマラソンでは、合宿

を行った順天堂大学の橋本龍

一選手が見事１位に輝きまし

た。

　橋本選手は、「今回のレース

は、イタリアで開催される学

生のユニバーシアードに向け

ていい練習になった。１０ km

過ぎの沿道からの応援もあり

がたかった。鹿島は人も空気も温かい」と話し、鹿島合宿については、

「クロスカントリーコースなど、かなりハードな練習でもできる環

境が整っているし、ごはんがおいしいので毎年、毎月でも訪れたい

くらいです」と笑顔でした。

　ハーフマラソンでは、合宿

を行った順天堂大学の橋本龍

一選手が見事１位に輝きまし

た。

　橋本選手は、「今回のレース

は、イタリアで開催される学

生のユニバーシアードに向け

ていい練習になった。１０ km

過ぎの沿道からの応援もあり

がたかった。鹿島は人も空気も温かい」と話し、鹿島合宿については、

「クロスカントリーコースなど、かなりハードな練習でもできる環

境が整っているし、ごはんがおいしいので毎年、毎月でも訪れたい

くらいです」と笑顔でした。

恭公認鹿島祐徳ロードレース大会への参加恭公認鹿島祐徳ロードレース大会への参加
　公認鹿島祐徳ロードレースには、今年も合宿をされた大学生が

多数出走されました。

　温かいご声援、励ましをありがとうございました。

　公認鹿島祐徳ロードレースには、今年も合宿をされた大学生が

多数出走されました。

　温かいご声援、励ましをありがとうございました。

恭たくさんの
　　激励金・激励品
　　　　をいただきました

恭たくさんの
　　激励金・激励品
　　　　をいただきました
　今回の大学合宿に対して、企業や団体の皆

さまから、たくさんの激励金・激励品をいた

だきました。

　誠にありがとうございました。

激　励　金　（順不同）

煙社会医療法人祐愛会織田病院　様

煙ケアコートゆうあい　様

煙矢野酒造株式会社　様

煙鹿島印刷株式会社　様

煙佐賀西信用組合　様

煙ハスワスポーツ　様

煙株式会社栗山組　様

煙一般社団法人鹿島市観光協会　様

煙有限会社鹿島清掃社　様

煙祐徳薬品工業株式会社　様

煙おか行政書士・社会保険労務士事務所　様

煙株式会社ひぜん　様

煙森鉄工株式会社　様

煙大和塗装株式会社　様

煙高木建設株式会社　様

煙株式会社鹿島スズキプラザ 21　様

煙有限会社さわやか門前　様

煙祐徳バス株式会社　様

煙東亜工機株式会社　様

煙鹿島機械工業株式会社　様

煙盛永建設株式会社　様

煙株式会社ダック　様

煙有限会社吉武建設　様

煙有限会社江頭建設　様

煙中尾建設株式会社　様

煙藤津産業株式会社　様

煙杉谷鍼灸整骨院　様

煙鹿島市保健鍼灸師会　様

煙中島建設株式会社　様

煙祐徳自動車株式会社　様

煙ダスキン鹿島　様

煙松尾建設株式会社　様

激　励　品　（順不同）

煙佐賀県農業協同組合　様

煙株式会社ジェイエイビバレッジ佐賀　様

煙佐賀県有明海漁業協同組合　様

煙鹿島市ラムサール条約推進協議会　様

煙有限会社ジーンスレッド　様

煙丸政精肉店　様

明治大学明治大学

交流会交流会
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文化・スポーツの結果

TopicsTopics まちの話題

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

います！　※学年の表記は平成30年度です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

文化・スポーツの結果文化・スポーツの結果

皐平成30年佐賀県スポーツ賞表彰

　【ボウリング競技】

　優秀賞　中島　望結（東部中３年）

皐第39回九州カップ水泳競技大会

　開　催　日　２月２日（福岡県福岡市立総合西市民プール）

　【50ｍ平泳ぎ】２位　【100ｍ平泳ぎ】３位

　　　　　　　　　　森田　敏正（西部中２年）

皐第16回北九州レスリングフェスティバル

　開　催　日　２月10日（福岡県北九州学術研究都市体育館）

　【小学５・６年男子の部 42kg 級Ａ】

　　優勝　松原　拓郎（北鹿島小６年）

　　３位　松尾　環那（浜小６年）

　【小学１・２年の部 31kg 級】

　　３位　松尾　駿冴（浜小２年）

皐千綿龍頭館少年剣道クラブ創立50周年記念大会

　開　催　日　２月10日（長崎県東彼杵町彼杵児童体育館）

　【小学生低学年の部（団体）】

　　優勝　臥龍徳心館

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）

　【男子４年生以下の部（ダブルス）】

　　３位　川浪　孝太郎・松尾　航希（明倫小４年）

皐平成30年度佐賀県小学生ソフトテニス大会

　開　催　日　１月 26 日（唐津市松浦河畔公園庭球場）

　【女子の部（団体）】

　　３位　鹿島ジュニアＡ

皐第78回全国教育美術展

　　特選　大町　玲奈（七浦小６年）

皐ＮＨＫ全国短歌・俳句コンクール

　【俳句　ジュニアの部】

　　入選　増田　陽介（古枝小３年）

　【短歌　ジュニアの部】

　　入選　松本　葵唯（古枝小１年）

　　　　　大畑　詩奈乃（古枝小５年）

皐第44回九州アンサンブルコンテスト

　開　催　日　２月９日（鹿児島県鹿児島市民文化ホール）

　【クラリネット五重奏】

　　金賞　西部中学校吹奏楽部

　※県大会で金賞を受賞し、九州大会に出場

皐佐賀県ユニバーサルデザイン作品コンテスト

　【アイデア作品の部】

　優秀賞　平山　つばき（鹿島小３年）

皐税に関する絵はがきコンクール

　佐賀県連会長賞　小森　萌々華（鹿島小６年）

皐五色百人一首佐賀県大会

　　優勝　中島　柊（明倫小６年）

　　２位　藤家　和香（明倫小６年）

　　　　　松本　あさ（明倫小６年）

園児のそば打ち体験

　２月７日、海童保育園でそば打ち体験が行われました。

これは農村環境保全に取り組む多良岳オレンジ海道を活か

す会（鹿島市・太良町・JAさがみどり地区）が企画したも

のです。

　子どもたちが、そばの播種から刈取りまでの作業を体験

し、そこで収穫したそばを使って『塩田津ソバの会』の皆

さんを講師として招き、保護者と一緒にそばを打ちました。

　子どもたちは自分で打ったそばの味を堪能して大満足で、

体験を通して農や食に対しての楽しさを学ぶことができま

した。

田澤義鋪モニュメント除幕式

　２月２５日、田澤義鋪モニュメントの除幕式を行いまし

た。モニュメントは、県が肥前さが幕末維新博覧会を記念

して、佐賀市内に設置された佐賀ゆかりの偉人２５体の内、

出身地などに設置するため新たに制作されたものです。

　田澤義鋪は、地方農村の青年たちに教育や自己修練の場

を与える活動など、青年教育に多大に尽力された鹿島市の

偉人です。

　モニュメントは、多くの人の目に触れてもらえるように、

肥前鹿島駅前のスカイロード商店街入口に設置しました。

また、商店街の店舗や通りでは、田澤義鋪の精神や功績が

パネルで紹介されています。
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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

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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エイブルからのお知らせなど

潤エイブル倶楽部会員、入会要項

　市内外問わず、老若男女どなたでも

いつでも入会できます！

会費　１年コース　１,０００円

　　　３年コース　３,０００円

　　　（高校生以下各半額）

特典　「えいぶる事業」のチケット代金

　　　の割引や先行予約、「えいぶる講

　　　座」の受講などができます。

　　　３年コースは、入会・更新時に

　　　５００円のクーポン券を贈呈。

鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
緯０９５４（６３）２１３８
姉０９５４（６３）３４２４
http://kashima-able.com/

詳しくは

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

恭１日図書館職員体験募集　募集期間　４月９日（火）～ 19 日（金）

　と　　き　４月 27 日（土）　応募方法：応募用紙または電話　

　対　　象　午前の部（９時～ 11 時 30 分）　小学４～６年生（６人）

　　　　　　午後の部（13 時 30 分～ 16 時）　小学１～３年生（６人）

恭子ども図書館サポーター募集　募集期間　４月９日（火）～ 21 日（日）

　活動期間　11 カ月（５月～）　応募方法：応募用紙または電話

　対　　象　市内の小学４年生（５人程度）

　内　　容　子ども向けイベントの準備や手伝いなど（全７～８回の活動）

恭『としょかんえんにち』で遊ぼう！

　ゴールデンウィーク中の図書館には、縁日遊びができるコーナー

が登場！輪投げなどで遊んで、すてきな景品をゲットしよう！

　と　　き　４月 27 日（土）～５月６日（振休）

恭『パパたちとたのしもうよおはなし会』においでよ！

　パパやおじいちゃんたちによる読み語りを一緒に楽しもう！

　と　　き　５月４日（祝）14 時～　図書館おはなしのへや

市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

　４月から６月にかけて鹿島市内の寺院

が所有されている涅槃図を展示します。

　涅槃図は仏教の開祖釈迦の入滅を沙羅

双樹の下、弟子や動物たちが囲み、嘆き

悲しんでいる様子が描かれたものです。

　前期は、興善院が所蔵されている岩永

京吉さん作の涅槃図を展示します。

　図の中の菩薩や動物たちのスケッチも

残されており、展示予定です。芸術とし

ての涅槃図をお楽しみください。

　【前期】４月２日（火）～５月 19 日（日）

　【後期】５月 21 日（火）～６月 30日（日）

四ギャラリートーク四
　４月 28（日）10時～　エイブル３階研修室

　講師　石川　宗晴さん（岩永京吉美術館館長）

　　　　　　　　　ねはんず

鹿島の涅槃図
～受け継がれてきた文化遺産～

床の間
コーナー

に行ってみよう
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鹿島市総合計画

鹿島市の公共交通

マイナンバー制度

市議会のしくみ

個人情報の保護

情報公開

マイナンバーカードの作り方

国民年金

鹿島市の税金

介護保険

高齢者の健康・元気づくり（口の健康・軽運動・音楽サロン）

国民健康保険

生活習慣病予防(国保特定健診・保健指導)

認知症（サポーター養成講座）

後期高齢者医療制度
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市民交流プラザの利用方法

人とペットの適正な関係（動物愛護法）

ラムサール条約（世界を旅する渡り鳥）

リサイクルのすすめ（分別収集と資源化）

地球温暖化対策（わたしたちにできること）

下水道（汚水処理・雨水対策）

『海の森事業』と『山の日』

農地の転用

６次産業（加工品開発）

鹿島の観光

気をつけよう！悪質商法

鹿島市の都市計画

伝統的町並み保存

上水道

いかそう選挙権
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ここが要点！鹿島の教育

保護者や地域とともにある学校づくり

子どもを活かす（さまざまな教育活動）

身の回りの人権

図書館の魅力

ふるさとの歴史と文化財

くらしの移り変わり（民俗資料館）

生涯スポーツの楽しみ方

老いを生きる（生き生きと楽しく）

リズム体操（音楽に合わせ老化防止）

国際交流（県内在住の方と）

環境保全（有明海をきれいな海に）

交通事故防止

火災防止

生涯学習まちづくり出前講座《メニュー》

　この出前講座は、皆さんの疑問や知りたいこと

をメニューの中から選んでいただき、皆さんの下

に職員（外部講師含む）が出向いて、お話をする

ものです。どんどんご利用ください。

愚講師料は？

　講師料は無料です。ただし、講座に必要な材料など

　を申込団体で準備していただく場合があります。

愚申込方法は？

　開催しようとする日の１カ月前までに、市生涯学習

　課にある申込書に記入して提出してください。

　なお、申込み後、申込団体と講師（職員）の調整を

　させていただく場合があります。

　※申込書は市ホームページにもあります

愚申し込みができるのは？

　市内に在住・勤務・在学している１０人以上で構成

　された団体・グループです。

　ただし、特定の政治・宗教・営利を目的とした催し

　については、講師（職員）を派遣できない場合があ

　ります。

愚出前講座の内容は？

　出前講座メニューの中から選んでください。

　メニューにないものは相談してください。

愚開催時間と場所は？

　平日（月～金曜）９時から１７時までの間で２時間

　以内です。場所は市内に限ります。

　（公民館、集会所など）

愚会場の手配は？

　会場の手配や準備、会員への連絡などは申込団体で

　お願いします。

◇生涯学習◇◇生涯学習◇

まちづくり
　　出前講座
まちづくり
　　出前講座

生涯学習課社会教育・文化係

緯０９５４（６３）２１２５

姉０９５４（６３）２３１３

詳しくは

　エイブル祭りは今回で１７回目。今年は５月１１日～１９日の９日間にわ

たって、市民の皆さんの日ごろの成果が発表されます。

第１７回　エイブル祭り第１回
えいぶる事業

と　　き　５月 11 日（土）～ 19日（日）　　と　こ　ろ　エイブル全館

　興オープニングセレモニー［11日］エイブルホール　全席自由

　興舞台発表［11・12・18・19日］楽器演奏、合唱、ダンスなど

　興作品展示［11～19日］生け花、書道、絵画、写真、水墨画、絵手紙、陶芸、模型など

　興ワークショップ（予定）［11・18 日］　興図書館『本をゆずる市』［11 ～ 15 日］

　興おもちゃ病院、エイブルカレー、かき氷など［12日］

　興エイブルマルシェ［19 日］　※雨天中止

※５月 13 日（月）は図書館も含め９時～ 17 時まで全館開館します

恭第３回えいぶる事業『フラメンコe n鹿島』恭
　と　き　７月７日（日）　開演 17 時　※４月 21 日（日）チケット発売！

定員になり次第締め切りますので、早めにお申し込みください。えいぶる講座　募集中講座

ところ 受講料定員 開講期間講　座　名 講　師

25 人
エイブル３階
研修室Ａ

永池　守
（エイブル館長）

４月 11 日～９月 26 日
[ 木曜日　全 12 回 ]
13 時 30 分～ 15 時

500 円／１回書道教室　～初級編～

ゼロから始める
　大人のための脳トレ英会話

20 人 田中　勝子さん
６月 13日～ 11月 28 日
[ 木曜日　全 12 回 ]
19 時～ 20 時 30 分

エイブル３階
研修室Ａ

500 円／１回
（テキスト代 1,400 円程度）
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エイブルからのお知らせなど

潤エイブル倶楽部会員、入会要項

　市内外問わず、老若男女どなたでも

いつでも入会できます！

会費　１年コース　１,０００円

　　　３年コース　３,０００円

　　　（高校生以下各半額）

特典　「えいぶる事業」のチケット代金

　　　の割引や先行予約、「えいぶる講

　　　座」の受講などができます。

　　　３年コースは、入会・更新時に

　　　５００円のクーポン券を贈呈。

鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
緯０９５４（６３）２１３８
姉０９５４（６３）３４２４
http://kashima-able.com/

詳しくは

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

恭１日図書館職員体験募集　募集期間　４月９日（火）～ 19 日（金）

　と　　き　４月 27 日（土）　応募方法：応募用紙または電話　

　対　　象　午前の部（９時～ 11 時 30 分）　小学４～６年生（６人）

　　　　　　午後の部（13 時 30 分～ 16 時）　小学１～３年生（６人）

恭子ども図書館サポーター募集　募集期間　４月９日（火）～ 21 日（日）

　活動期間　11 カ月（５月～）　応募方法：応募用紙または電話

　対　　象　市内の小学４年生（５人程度）

　内　　容　子ども向けイベントの準備や手伝いなど（全７～８回の活動）

恭『としょかんえんにち』で遊ぼう！

　ゴールデンウィーク中の図書館には、縁日遊びができるコーナー

が登場！輪投げなどで遊んで、すてきな景品をゲットしよう！

　と　　き　４月 27 日（土）～５月６日（振休）

恭『パパたちとたのしもうよおはなし会』においでよ！

　パパやおじいちゃんたちによる読み語りを一緒に楽しもう！

　と　　き　５月４日（祝）14 時～　図書館おはなしのへや

市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

　４月から６月にかけて鹿島市内の寺院

が所有されている涅槃図を展示します。

　涅槃図は仏教の開祖釈迦の入滅を沙羅

双樹の下、弟子や動物たちが囲み、嘆き

悲しんでいる様子が描かれたものです。

　前期は、興善院が所蔵されている岩永

京吉さん作の涅槃図を展示します。

　図の中の菩薩や動物たちのスケッチも

残されており、展示予定です。芸術とし

ての涅槃図をお楽しみください。

　【前期】４月２日（火）～５月 19 日（日）

　【後期】５月 21 日（火）～６月 30日（日）

四ギャラリートーク四
　４月 28（日）10時～　エイブル３階研修室

　講師　石川　宗晴さん（岩永京吉美術館館長）

　　　　　　　　　ねはんず

鹿島の涅槃図
～受け継がれてきた文化遺産～

床の間
コーナー

に行ってみよう
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ここが要点！鹿島の教育

保護者や地域とともにある学校づくり

子どもを活かす（さまざまな教育活動）

身の回りの人権

図書館の魅力

ふるさとの歴史と文化財

くらしの移り変わり（民俗資料館）

生涯スポーツの楽しみ方

老いを生きる（生き生きと楽しく）

リズム体操（音楽に合わせ老化防止）

国際交流（県内在住の方と）

環境保全（有明海をきれいな海に）

交通事故防止

火災防止

生涯学習まちづくり出前講座《メニュー》

　この出前講座は、皆さんの疑問や知りたいこと

をメニューの中から選んでいただき、皆さんの下

に職員（外部講師含む）が出向いて、お話をする

ものです。どんどんご利用ください。

愚講師料は？

　講師料は無料です。ただし、講座に必要な材料など

　を申込団体で準備していただく場合があります。

愚申込方法は？

　開催しようとする日の１カ月前までに、市生涯学習

　課にある申込書に記入して提出してください。

　なお、申込み後、申込団体と講師（職員）の調整を

　させていただく場合があります。

　※申込書は市ホームページにもあります

愚申し込みができるのは？

　市内に在住・勤務・在学している１０人以上で構成

　された団体・グループです。

　ただし、特定の政治・宗教・営利を目的とした催し

　については、講師（職員）を派遣できない場合があ

　ります。

愚出前講座の内容は？

　出前講座メニューの中から選んでください。

　メニューにないものは相談してください。

愚開催時間と場所は？

　平日（月～金曜）９時から１７時までの間で２時間

　以内です。場所は市内に限ります。

　（公民館、集会所など）

愚会場の手配は？

　会場の手配や準備、会員への連絡などは申込団体で

　お願いします。

◇生涯学習◇◇生涯学習◇

まちづくり
　　出前講座
まちづくり
　　出前講座

生涯学習課社会教育・文化係

緯０９５４（６３）２１２５

姉０９５４（６３）２３１３

詳しくは

　エイブル祭りは今回で１７回目。今年は５月１１日～１９日の９日間にわ

たって、市民の皆さんの日ごろの成果が発表されます。

第１７回　エイブル祭り第１回
えいぶる事業

と　　き　５月 11 日（土）～ 19日（日）　　と　こ　ろ　エイブル全館

　興オープニングセレモニー［11日］エイブルホール　全席自由

　興舞台発表［11・12・18・19日］楽器演奏、合唱、ダンスなど

　興作品展示［11～19日］生け花、書道、絵画、写真、水墨画、絵手紙、陶芸、模型など

　興ワークショップ（予定）［11・18 日］　興図書館『本をゆずる市』［11 ～ 15 日］

　興おもちゃ病院、エイブルカレー、かき氷など［12日］

　興エイブルマルシェ［19 日］　※雨天中止

※５月 13 日（月）は図書館も含め９時～ 17 時まで全館開館します

恭第３回えいぶる事業『フラメンコe n鹿島』恭
　と　き　７月７日（日）　開演 17 時　※４月 21 日（日）チケット発売！

定員になり次第締め切りますので、早めにお申し込みください。えいぶる講座　募集中講座

ところ 受講料定員 開講期間講　座　名 講　師

25 人
エイブル３階
研修室Ａ

永池　守
（エイブル館長）

４月 11 日～９月 26 日
[ 木曜日　全 12 回 ]
13 時 30 分～ 15 時

500 円／１回書道教室　～初級編～

ゼロから始める
　大人のための脳トレ英会話

20 人 田中　勝子さん
６月 13日～ 11月 28 日
[ 木曜日　全 12 回 ]
19 時～ 20 時 30 分

エイブル３階
研修室Ａ

500 円／１回
（テキスト代 1,400 円程度）
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　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

保健センター（エイブル１階）

緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

不妊治療費の一部を助成します不妊治療費の一部を助成します
対　象　者　申請日に夫婦のいずれかが鹿島市に１年
　　　　　以上住所を有し、佐賀県不妊治療費支援
　　　　　事業の助成を受けている人

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

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

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

申請期限　治療を終了した日の属する年度内
　　　　　※佐賀県不妊治療費支援事業の申請を済ませ、

　　　　　　承認決定通知を受けてから市に申請してくだ

　　　　　　さい。

予防接種予防接種 高齢者の肺炎球菌感染症
　　　　予防接種のお知らせ
高齢者の肺炎球菌感染症
　　　　予防接種のお知らせ

　今年度以降も５年間、引き続き定期接種として助

成します。県内の医療機関での個別接種です。直接

医療機関へ申し込みください。

対　象　者　①今年度中に、65・70・75・80・85・

　　　　　　90・95・100 歳以上になる人

　　　　　②60～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器

　　　　　　などに重い障がいのある人

※①の対象者には４月末にお知らせのはがきを郵送予定

接種期間　１年間（2020 年３月 31 日まで）

自己負担　2,500 円（医療機関窓口でお支払いください）

注意事項　過去に２３価肺炎球菌ワクチンの接種を

　　　　　受けたことがある人は対象外です。

栢生活保護世帯の人は無料

お知らせお知らせ 県内の医療機関で
　子宮がん検診を受診できます
県内の医療機関で
　子宮がん検診を受診できます

　県内３２登録医療機関で受診できます。希望する

人は『子宮がん検診受診票』を発行しますので、保

健センターまでご連絡ください。

対　象　者　20 歳以上（毎年受診可能）

自己負担　子宮頸がん検診　2,100 円

　　　　　子宮体がん検診　3,200 円

　　　　　※子宮体がん検診は医師が必要と認めた人

市内医療機関　稗田産婦人科クリニック

　　　　　ホロス光武クリニック

　　　　　※県内その他の登録医療機関名簿は『子宮が

　　　　　　ん検診受診票』発行の際にお渡しします

栢後期高齢医療被保険者、市民税非課税世帯、

　生活保護世帯の人は無料

人間ドック・脳ドック健診の
　　　　費用を一部助成します
人間ドック・脳ドック健診の
　　　　費用を一部助成します

　市では、国民健康保険加入者の健康維持、病気の

早期発見・早期治療などのために、ドック健診の費

用を一部助成します。

対　象　者　次の条件をすべて満たす人

　煙昭和 20 年４月１日～平成元年３月 31日生まれの人

　煙平成 31 年４月１日現在、鹿島市国民健康保険に加入

　　している人

　煙国保税の滞納がない人

　煙脳疾患の既往・治療歴がない人（脳ドック希望者のみ）

受付期間

　４月１日から４月 15 日（土・日除く）までに市保

健センターへ電話でお申し込みください。

※審査後助成の可否を後日連絡します

助　成　額　20,000円

定　　員　220人

受診医療機関　胸織田病院（市内）　胸志田病院（市内）

　　　　　胸犬塚病院（市内）

　　　　　胸うれしのふくだクリニック（嬉野市）

　　　　　胸新武雄病院（武雄市）

　　　　　胸樋口病院（嬉野市）

優先順位

　対象者かどうか審査後、定員を超える応募があっ

た場合、『年齢』『ドック助成歴』『過去の疾病歴』

などで助成対象者を決定します。

注意事項

　人間ドック・脳ドック健診費用の助成を受ける人

は、同一年度に特定健診を受けることはできません。

また、ドック健診の結果、『特定保健指導』の対象

となった人は、保健指導を受けてもらいます。

　特定健診を受ければ、生活習慣病を早期に発見でき、予防ができます。

　生活習慣病は自覚症状がなく気づきにくい病気で、健診を受けなければ進行し

ているかがわかりません。今年度も特定健診を受けて、自分のからだの状態を知

り、生活を見直し、健康を守りましょう。

興鹿島市国保の特定健診興
　対　象　者　平成31年度中に40歳～74歳になる国保加入者

　　　　　　※現在、生活習慣病で治療中の人も受診できます。

　受診方法　県内実施医療機関での個別健診、または保健センターでの集団健診

　健診期間　５月７日（火）～ 2020 年１月 31 日（金）

　自己負担　1,000 円

　持　参　品　『受診券』『受診票』『国保保険証』

　　　　　　※対象の人には４月下旬に受診券と受診票を送ります。

特定健診を受けましょう

平成３１年度

特定
健診

受けよう！特定健診受けよう！特定健診

75歳以上の後期高齢者健診および今年度75歳を迎える人（昭和19年４月

～昭和20年３月生まれ）の健診は、健診時期が10月～１月になります。

対象の人には、健診時期が近づきましたら案内します。

　鹿島市保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

　鹿島市の特定健診を受けていない人の一人当たりの医療

費は、健診を受けている人より年間33,203円も高い状況で

した。特定健診を受けて、生活習慣病の重症化を予防する

ことは、大きな医療費の削減になります。

恭鹿島市特定健診受診の有無と生活習慣病治療費の比較
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　早期に病気を発見し、生活習慣を見直したり、治療を開

始すれば重症化を防ぐことができ、医療費が少なくてすみ

ます。一人ひとりの意識が変われば医療費の削減につなが

ります。そのためにも健診を受けましょう。

恭こんなにかかっている！鹿島市国保の総医療費
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平成２９年度　鹿島市受診率

３９.３％（県内１７位）
佐賀県平均受診率４１.３％

平成 31 年度

健診受診率目標値 45％
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　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

保健センター（エイブル１階）

緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

不妊治療費の一部を助成します不妊治療費の一部を助成します
対　象　者　申請日に夫婦のいずれかが鹿島市に１年
　　　　　以上住所を有し、佐賀県不妊治療費支援
　　　　　事業の助成を受けている人

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

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

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

申請期限　治療を終了した日の属する年度内
　　　　　※佐賀県不妊治療費支援事業の申請を済ませ、

　　　　　　承認決定通知を受けてから市に申請してくだ

　　　　　　さい。

予防接種予防接種 高齢者の肺炎球菌感染症
　　　　予防接種のお知らせ
高齢者の肺炎球菌感染症
　　　　予防接種のお知らせ

　今年度以降も５年間、引き続き定期接種として助

成します。県内の医療機関での個別接種です。直接

医療機関へ申し込みください。

対　象　者　①今年度中に、65・70・75・80・85・

　　　　　　90・95・100 歳以上になる人

　　　　　②60～64歳で、心臓・腎臓・呼吸器

　　　　　　などに重い障がいのある人

※①の対象者には４月末にお知らせのはがきを郵送予定

接種期間　１年間（2020 年３月 31 日まで）

自己負担　2,500 円（医療機関窓口でお支払いください）

注意事項　過去に２３価肺炎球菌ワクチンの接種を

　　　　　受けたことがある人は対象外です。

栢生活保護世帯の人は無料

お知らせお知らせ 県内の医療機関で
　子宮がん検診を受診できます
県内の医療機関で
　子宮がん検診を受診できます

　県内３２登録医療機関で受診できます。希望する

人は『子宮がん検診受診票』を発行しますので、保

健センターまでご連絡ください。

対　象　者　20 歳以上（毎年受診可能）

自己負担　子宮頸がん検診　2,100 円

　　　　　子宮体がん検診　3,200 円

　　　　　※子宮体がん検診は医師が必要と認めた人

市内医療機関　稗田産婦人科クリニック

　　　　　ホロス光武クリニック

　　　　　※県内その他の登録医療機関名簿は『子宮が

　　　　　　ん検診受診票』発行の際にお渡しします

栢後期高齢医療被保険者、市民税非課税世帯、

　生活保護世帯の人は無料

人間ドック・脳ドック健診の
　　　　費用を一部助成します
人間ドック・脳ドック健診の
　　　　費用を一部助成します

　市では、国民健康保険加入者の健康維持、病気の

早期発見・早期治療などのために、ドック健診の費

用を一部助成します。

対　象　者　次の条件をすべて満たす人

　煙昭和 20 年４月１日～平成元年３月 31日生まれの人

　煙平成 31 年４月１日現在、鹿島市国民健康保険に加入

　　している人

　煙国保税の滞納がない人

　煙脳疾患の既往・治療歴がない人（脳ドック希望者のみ）

受付期間

　４月１日から４月 15 日（土・日除く）までに市保

健センターへ電話でお申し込みください。

※審査後助成の可否を後日連絡します

助　成　額　20,000円

定　　員　220人

受診医療機関　胸織田病院（市内）　胸志田病院（市内）

　　　　　胸犬塚病院（市内）

　　　　　胸うれしのふくだクリニック（嬉野市）

　　　　　胸新武雄病院（武雄市）

　　　　　胸樋口病院（嬉野市）

優先順位

　対象者かどうか審査後、定員を超える応募があっ

た場合、『年齢』『ドック助成歴』『過去の疾病歴』

などで助成対象者を決定します。

注意事項

　人間ドック・脳ドック健診費用の助成を受ける人

は、同一年度に特定健診を受けることはできません。

また、ドック健診の結果、『特定保健指導』の対象

となった人は、保健指導を受けてもらいます。

　特定健診を受ければ、生活習慣病を早期に発見でき、予防ができます。

　生活習慣病は自覚症状がなく気づきにくい病気で、健診を受けなければ進行し

ているかがわかりません。今年度も特定健診を受けて、自分のからだの状態を知

り、生活を見直し、健康を守りましょう。

興鹿島市国保の特定健診興
　対　象　者　平成31年度中に40歳～74歳になる国保加入者

　　　　　　※現在、生活習慣病で治療中の人も受診できます。

　受診方法　県内実施医療機関での個別健診、または保健センターでの集団健診

　健診期間　５月７日（火）～ 2020 年１月 31 日（金）

　自己負担　1,000 円

　持　参　品　『受診券』『受診票』『国保保険証』

　　　　　　※対象の人には４月下旬に受診券と受診票を送ります。

特定健診を受けましょう

平成３１年度

特定
健診

受けよう！特定健診受けよう！特定健診

75歳以上の後期高齢者健診および今年度75歳を迎える人（昭和19年４月

～昭和20年３月生まれ）の健診は、健診時期が10月～１月になります。

対象の人には、健診時期が近づきましたら案内します。

　鹿島市保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

　鹿島市の特定健診を受けていない人の一人当たりの医療

費は、健診を受けている人より年間33,203円も高い状況で

した。特定健診を受けて、生活習慣病の重症化を予防する

ことは、大きな医療費の削減になります。

恭鹿島市特定健診受診の有無と生活習慣病治療費の比較
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　早期に病気を発見し、生活習慣を見直したり、治療を開

始すれば重症化を防ぐことができ、医療費が少なくてすみ

ます。一人ひとりの意識が変われば医療費の削減につなが

ります。そのためにも健診を受けましょう。

恭こんなにかかっている！鹿島市国保の総医療費

恭鹿島市国保の特定健診受診率（地区別）

平成２９年度　鹿島市受診率

３９.３％（県内１７位）
佐賀県平均受診率４１.３％

平成 31 年度

健診受診率目標値 45％
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お知らせ

　市民課の業務のうち、次のものは

10連休の期間も行っています。

期　間　４月 27 日（土）

　　　　　　～５月６日（振休）

場　所　市役所守衛室

恭出生届

　［持参品］出生届出書、印鑑、母子手帳

恭婚姻・離婚届

　［持参品］婚姻・離婚届出書、印鑑、

　　　　　　身分証明書（運転免許証、

　　　　　　マイナンバーカードなど）

恭死亡届

　［持参品］死亡届出書、印鑑、

　　　　　火葬料 7,000 円（杵藤広域圏内）

恭証明書の予約交付

　［予約方法］

　　４月 26 日（金）17 時までに、市民課

　　に電話で申し込んでください。

　［証明書の種類］

　　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

　［交付時間］８時 30 分～ 20時

詳しくは　市民課

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７

　農業・漁業の担い手として親元で

就業する人を対象に助成金を支給し

ます。まず、ご相談ください。

対　　象　平成30年４月１日以降に就業

　　　　　した18歳以上50歳未満の人

助　成　額　最大 150 万円（３年間）

詳しくは　農林水産課

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

園芸用設備の費用を
補助します

　

　補助を希望される人は、着工前に

申請してください。

申請期限　2020 年３月 31 日（火）

補助金額　設置する太陽電池の最大出力（kW）

　　　　　に２万円を乗じた額（上限６万円）

対象工事の要件　

①市内の既存または新築の住宅である、ま

　た、屋根などへの設置に適したもので、

　低圧配電線と逆潮流有りで連結している

②太陽電池の最大出力が10kW未満

③補助対象経費が１kW当り65万円以下

④設置工事は県内業者が行うこと

申請に必要な書類　

①住民票（世帯全員記載）の写し

②市税滞納のない証明

③工事見積書（図面などを含む）の写し

④施工前の写真

⑤その他市長が必要と認める書類（該当者のみ）

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

恭家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

チップ（EM 入り）はいかがですか

　剪定した枝葉をチップ化し、ＥＭ

菌を混ぜて発酵させました。この堆

肥を使いやすい『袋詰め』やトラッ

ク『バラ積み』で販売しています。

恭各種作業の注文をお受けします

　『農作業』『庭木の剪定』『家事』など、

お気軽にご相談ください。

恭刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソー

などの刃物研ぎをお受けします。

と　　き　４月 18日（木）８時 30分～

　　　　　当日ご都合がつかない人は、

　　　　　前日までにセンターへ

恭会員を募集しています

対　　象　60歳以上または来年３月

　　　　　までに60歳になる人

説　明　会　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

　今年も“鹿島おどり”を開催しま

す。ぜひお越しください。

怯第 56回鹿島おどり

と　　き　８月２日（金）・３日（土）19 時～

噛歌手オーディションを行います

　ステージ上で歌ってみませんか？

　課題曲　鹿島一声浮立、鹿島小唄、

　　　　　鹿島節のいずれか１曲で可

※オーディションは５月を予定

怯かしま夜市

と　　き　８月３日（土）17 時～ 21 時

　出店希望の個人・業者を募集します。

※定数になり次第締め切る場合があります

詳しくは　鹿島おどり事務局

　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

講習会・教室

　鹿島史談会では、郷土の歴史につ

いて、毎月、会員や外部講師による

発表や見学などを行っています。ど

なたでも参加できます。一緒にふる

さとの歴史を楽しみましょう。

時　　間　13時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　田澤記念館

資　料　代　200 円

焔４月 10 日（水）　※総会後、講演

時　間　14 時～ 15 時 30 分

演　題　『改元をめぐるトリビア』

講　師　　口　久俊さん（鹿島市長）

焔５月８日（水）

演　題　『原忠人が原家の先祖

　　　　　について知っていること』

講　師　原　忠人さん（城内）

焔６月６日（木）

現地研修　『城の上の金毘羅さんと

　　　　　　　臥竜ヶ岡公園を歩く』

行き先　鹿島市浜町

集　合　市役所前

出　発　13 時 30 分

定　員　22 人

参加費　400 円（車代・資料代）

詳しくは　鹿島史談会事務局　杉谷

　　　　　緯０９５４（６３）２４８７

　『立つ』『歩く』などの動きをコン

トロールする骨、関節、筋肉などの

運動器の動きが低下することをロコ

モティブシンドローム（運動器症候

群）、略して『ロコモ』と言います。

放っておくと日常生活に支障をきた

してしまうこともあります。予防の

ために運動しませんか？

と　　き　４月５日～６月 28 日　

　　　　　毎週金曜日　※５月３日を除く

　　　　　10 時～ 11時 30 分

と　こ　ろ　のごみふれあい楽習館

　　　　　※４月５・19 日は市民体育館

対　　象　おおむね40歳以上

参　加　費　無料

内　　容　ストレッチ、リズムダンスなど

持　参　品　体育館シューズ、タオル、

　　　　　飲み物、動ける服装　など

申込・問合せ先　

　地域包括支援センター

　緯０９５４（６３）２１６０

　認知症の人もそうでない人も、介

護をしている人もしていない人も、

気軽に立ち寄ってほっとひといき楽

しくお茶でもしませんか。

と　　き　４月 17 日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル２階和室

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

　健康づくりに（特に風邪に弱い

人）、免疫力と自然治癒力を高める

気功をやってみませんか。

と　　き　毎週火曜日

　　　　　13時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　かたらい３階

参　加　費　無料

詳しくは　鹿島気功教室同好会

　山口　緯０９０（１９２７）０６７８

　平山　緯０９５４（６２）６５７３

鹿島史談会
鹿島の歴史講座のご案内

10連休の
市民課業務について

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

平成３１年２月分の市長交際費を公表します

祝　儀 ２月７日 5,000円 鹿島機械金属工業新年祝賀会・溶接技術競技会表彰式

20,150円（平成 30 年度累計　361,008 円）合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

２月17日 8,000円 林田政春氏叙勲受章祝賀会
２月22日 7,150円 赤門饅頭（田澤義鋪モニュメント除幕式来賓おみやげ）接　遇

会　費

　県では『さが園芸生産８８８億円

推進事業』として園芸用設備などの

補助を予定しています。ハウス建設

や機械導入を検討されている人は、

お早めに農林水産課またはお近くの

ＪＡまでご連絡ください。

詳しくは　農林水産課

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

　　　　　ＪＡさがみどり地区園芸部

　　　　　緯０９５４（６２）２１４５

　県内の各市町で第２３回さわやか

スポーツ・レクリエーション祭が開

催されます。

　競技の申し込みや会場などは、市

生涯学習課スポーツ係までお問い合

わせください。

　無料体験は申し込み不要です。

と　　き　５月 26 日（日）

と　こ　ろ　佐賀市・多久市・小城町

※競技ごとに会場が異なります

申込期限　４月 26 日（金）

申込・問合せ先　

　生涯学習課スポーツ係

　緯０９５４（６３）２１２５

　中心商店街、門前商店街と浜宿酒

蔵通り一帯の活性化を目的に、空き

店舗などに新規出店される人に対し

て、改装費用の一部を補助します。

補　助　額　補助対象経費の 1/2 以内

　　　　　（限度額あり）

募集期限　４月 26 日（金）

応募・問合せ先　　　

　鹿島商工会議所

　緯０９５４（６３）３２３１

　勤労者の皆さん、会議や勉強会に

勤労者福祉センターを利用しません

か？大駐車場、全室冷暖房完備です。

所　在　地　大字高津原3354番地（高津原）

設　　備　中会議室（約 45 人）

　　　　　小会議室（約 30 人）

　　　　　和室（12 畳）

利用料金　市内勤労者は全額免除

※市外の人の料金はお問い合わせください

詳しくは　勤労者福祉センター

　　　　　緯０９５４（６３）７４７６

ロコモ予防運動教室

空き店舗などを活用した
新規出店を支援します

親元就業者を支援します

平成３１年２月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

※（　　）内は前年比　　栢守ろう交通ルール　高めよう交通マナー　

怯その他・・・４月から新年度となり、運転に不慣れな初心運転者や道路

に不慣れな児童が多くなる時期です。初心者マークと黄色いランドセルカ

バーを見かけたら、思いやり運転を心がけましょう。

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

849 件（－220）
40 件（－027）
25 件（－013）

1,109 人（－331）
58 人（－029）
40 人（－016）

5人（＋01）
1人（＋01）
1人（＋01）

3,083 件（－462）
206 件（－014）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

114 件（－009）

農作業、畑作業お受けします
鹿島市シルバー人材センター

勤労福祉センターを
利用しませんか

太陽光発電設置補助金
のお知らせ

さわやかスポーツ
レクレーション祭開催

鹿島おどり実行委員会
からのお知らせ

気功教室　参加者募集

オレンジカフェ
～認知症カフェ＆介護者のつどい～

水道の開始・中止には事前に

　水道課窓口での手続きが必要です

問合先　水道課　緯（６２）３７１８

情報掲示板 愚 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

　市民課の業務のうち、次のものは

10連休の期間も行っています。

期　間　４月 27 日（土）

　　　　　　～５月６日（振休）

場　所　市役所守衛室

恭出生届

　［持参品］出生届出書、印鑑、母子手帳

恭婚姻・離婚届

　［持参品］婚姻・離婚届出書、印鑑、

　　　　　　身分証明書（運転免許証、

　　　　　　マイナンバーカードなど）

恭死亡届

　［持参品］死亡届出書、印鑑、

　　　　　火葬料 7,000 円（杵藤広域圏内）

恭証明書の予約交付

　［予約方法］

　　４月 26 日（金）17 時までに、市民課

　　に電話で申し込んでください。

　［証明書の種類］

　　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

　［交付時間］８時 30 分～ 20時

詳しくは　市民課

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７

　農業・漁業の担い手として親元で

就業する人を対象に助成金を支給し

ます。まず、ご相談ください。

対　　象　平成30年４月１日以降に就業

　　　　　した18歳以上50歳未満の人

助　成　額　最大 150 万円（３年間）

詳しくは　農林水産課

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

園芸用設備の費用を
補助します

　

　補助を希望される人は、着工前に

申請してください。

申請期限　2020 年３月 31 日（火）

補助金額　設置する太陽電池の最大出力（kW）

　　　　　に２万円を乗じた額（上限６万円）

対象工事の要件　

①市内の既存または新築の住宅である、ま

　た、屋根などへの設置に適したもので、

　低圧配電線と逆潮流有りで連結している

②太陽電池の最大出力が10kW未満

③補助対象経費が１kW当り65万円以下

④設置工事は県内業者が行うこと

申請に必要な書類　

①住民票（世帯全員記載）の写し

②市税滞納のない証明

③工事見積書（図面などを含む）の写し

④施工前の写真

⑤その他市長が必要と認める書類（該当者のみ）

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

恭家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

チップ（EM 入り）はいかがですか

　剪定した枝葉をチップ化し、ＥＭ

菌を混ぜて発酵させました。この堆

肥を使いやすい『袋詰め』やトラッ

ク『バラ積み』で販売しています。

恭各種作業の注文をお受けします

　『農作業』『庭木の剪定』『家事』など、

お気軽にご相談ください。

恭刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソー

などの刃物研ぎをお受けします。

と　　き　４月 18日（木）８時 30分～

　　　　　当日ご都合がつかない人は、

　　　　　前日までにセンターへ

恭会員を募集しています

対　　象　60歳以上または来年３月

　　　　　までに60歳になる人

説　明　会　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

　今年も“鹿島おどり”を開催しま

す。ぜひお越しください。

怯第 56回鹿島おどり

と　　き　８月２日（金）・３日（土）19 時～

噛歌手オーディションを行います

　ステージ上で歌ってみませんか？

　課題曲　鹿島一声浮立、鹿島小唄、

　　　　　鹿島節のいずれか１曲で可

※オーディションは５月を予定

怯かしま夜市

と　　き　８月３日（土）17 時～ 21 時

　出店希望の個人・業者を募集します。

※定数になり次第締め切る場合があります

詳しくは　鹿島おどり事務局

　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

講習会・教室

　鹿島史談会では、郷土の歴史につ

いて、毎月、会員や外部講師による

発表や見学などを行っています。ど

なたでも参加できます。一緒にふる

さとの歴史を楽しみましょう。

時　　間　13時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　田澤記念館

資　料　代　200 円

焔４月 10 日（水）　※総会後、講演

時　間　14 時～ 15 時 30 分

演　題　『改元をめぐるトリビア』

講　師　　口　久俊さん（鹿島市長）

焔５月８日（水）

演　題　『原忠人が原家の先祖

　　　　　について知っていること』

講　師　原　忠人さん（城内）

焔６月６日（木）

現地研修　『城の上の金毘羅さんと

　　　　　　　臥竜ヶ岡公園を歩く』

行き先　鹿島市浜町

集　合　市役所前

出　発　13 時 30 分

定　員　22 人

参加費　400 円（車代・資料代）

詳しくは　鹿島史談会事務局　杉谷

　　　　　緯０９５４（６３）２４８７

　『立つ』『歩く』などの動きをコン

トロールする骨、関節、筋肉などの

運動器の動きが低下することをロコ

モティブシンドローム（運動器症候

群）、略して『ロコモ』と言います。

放っておくと日常生活に支障をきた

してしまうこともあります。予防の

ために運動しませんか？

と　　き　４月５日～６月 28 日　

　　　　　毎週金曜日　※５月３日を除く

　　　　　10 時～ 11時 30 分

と　こ　ろ　のごみふれあい楽習館

　　　　　※４月５・19 日は市民体育館

対　　象　おおむね40歳以上

参　加　費　無料

内　　容　ストレッチ、リズムダンスなど

持　参　品　体育館シューズ、タオル、

　　　　　飲み物、動ける服装　など

申込・問合せ先　

　地域包括支援センター

　緯０９５４（６３）２１６０

　認知症の人もそうでない人も、介

護をしている人もしていない人も、

気軽に立ち寄ってほっとひといき楽

しくお茶でもしませんか。

と　　き　４月 17 日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル２階和室

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

　健康づくりに（特に風邪に弱い

人）、免疫力と自然治癒力を高める

気功をやってみませんか。

と　　き　毎週火曜日

　　　　　13時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　かたらい３階

参　加　費　無料

詳しくは　鹿島気功教室同好会

　山口　緯０９０（１９２７）０６７８

　平山　緯０９５４（６２）６５７３

鹿島史談会
鹿島の歴史講座のご案内

10連休の
市民課業務について

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

平成３１年２月分の市長交際費を公表します

祝　儀 ２月７日 5,000円 鹿島機械金属工業新年祝賀会・溶接技術競技会表彰式

20,150円（平成 30 年度累計　361,008 円）合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

２月17日 8,000円 林田政春氏叙勲受章祝賀会
２月22日 7,150円 赤門饅頭（田澤義鋪モニュメント除幕式来賓おみやげ）接　遇

会　費

　県では『さが園芸生産８８８億円

推進事業』として園芸用設備などの

補助を予定しています。ハウス建設

や機械導入を検討されている人は、

お早めに農林水産課またはお近くの

ＪＡまでご連絡ください。

詳しくは　農林水産課

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

　　　　　ＪＡさがみどり地区園芸部

　　　　　緯０９５４（６２）２１４５

　県内の各市町で第２３回さわやか

スポーツ・レクリエーション祭が開

催されます。

　競技の申し込みや会場などは、市

生涯学習課スポーツ係までお問い合

わせください。

　無料体験は申し込み不要です。

と　　き　５月 26 日（日）

と　こ　ろ　佐賀市・多久市・小城町

※競技ごとに会場が異なります

申込期限　４月 26 日（金）

申込・問合せ先　

　生涯学習課スポーツ係

　緯０９５４（６３）２１２５

　中心商店街、門前商店街と浜宿酒

蔵通り一帯の活性化を目的に、空き

店舗などに新規出店される人に対し

て、改装費用の一部を補助します。

補　助　額　補助対象経費の 1/2 以内

　　　　　（限度額あり）

募集期限　４月 26 日（金）

応募・問合せ先　　　

　鹿島商工会議所

　緯０９５４（６３）３２３１

　勤労者の皆さん、会議や勉強会に

勤労者福祉センターを利用しません

か？大駐車場、全室冷暖房完備です。

所　在　地　大字高津原3354番地（高津原）

設　　備　中会議室（約 45 人）

　　　　　小会議室（約 30 人）

　　　　　和室（12 畳）

利用料金　市内勤労者は全額免除

※市外の人の料金はお問い合わせください

詳しくは　勤労者福祉センター

　　　　　緯０９５４（６３）７４７６

ロコモ予防運動教室

空き店舗などを活用した
新規出店を支援します

親元就業者を支援します

平成３１年２月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

※（　　）内は前年比　　栢守ろう交通ルール　高めよう交通マナー　

怯その他・・・４月から新年度となり、運転に不慣れな初心運転者や道路

に不慣れな児童が多くなる時期です。初心者マークと黄色いランドセルカ

バーを見かけたら、思いやり運転を心がけましょう。

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

849 件（－220）
40 件（－027）
25 件（－013）

1,109 人（－331）
58 人（－029）
40 人（－016）

5人（＋01）
1人（＋01）
1人（＋01）

3,083 件（－462）
206 件（－014）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

114 件（－009）

農作業、畑作業お受けします
鹿島市シルバー人材センター

勤労福祉センターを
利用しませんか

太陽光発電設置補助金
のお知らせ

さわやかスポーツ
レクレーション祭開催

鹿島おどり実行委員会
からのお知らせ

気功教室　参加者募集

オレンジカフェ
～認知症カフェ＆介護者のつどい～

水道の開始・中止には事前に

　水道課窓口での手続きが必要です

問合先　水道課　緯（６２）３７１８

情報掲示板 愚 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

　借り入れやローン返済の債務整理

など、相談員が面談に応じます。

と　　き　４月 17 日（水）

　　　　　５月 15 日（水）

　　　　　13 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　佐賀財務事務所（佐賀市）

申込期限　相談会前週の水曜日まで

申込・問合せ先（月～金９時～ 17 時）

　福岡財務支局多重債務相談窓口

　緯０９２（４１１）７２９１

　お気軽にご相談ください。

《専用ダイヤル》

　緯０９５２（２９）０６３５

恭相続・遺言・登記・借金問題など

　佐賀県司法書士会

　毎週月・木曜日 18 時～ 20 時

恭成年後見・任意後見など

　リーガルサポート佐賀支部

　毎週火曜日 18 時～ 19 時 30 分

詳しくは　佐賀県司法書士会

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　４月 21 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）

　11 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

　25 日（木）市役所５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

　11日（木）13時開始（15時30分まで）

　※無料法律相談と同時開催

　総務課 緯（６３）２１１１

狂厚生年金・国民年金相談

　２日（火）市役所５階第６会議室

　16 日（火）新世紀センター２階会議室１

　10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

　要予約　市民課緯（６３）２１１７

狂人権相談

　市民交流プラザかたらい３階会議室

　４日（木）10 時～ 15 時

狂消費生活相談

　新世紀センター２階会議室２

　毎週月・金曜日

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

　※４月１日のみ市役所３階図書室

狂介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

狂こころの健康相談（臨床心理士対応）

新世紀センター２階会議室２

　17 日（水）９時 30 分～ 12 時

　要予約　福祉課緯（６３）２１１９

狂土地・建物に関する無料相談所

市役所５階第６会議室

　23 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

狂住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　13 日（土）10 時～ 12 時

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

　19 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

　

　趣味づくり健康づくり教室では、

毎年エイブル祭りに参加し、稽古の

成果を発表しています。

と　　き　６月 12 日（水）から

毎月第２・第４水曜日 10 時～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　かたらい３階

対　　象　市内在住60歳以上の人

定　　員　15 人

講　　師　藤間松娘（武藤恭子）さん

受　講　料　無料

期　　間　２年間

募集締切　５月 31 日（金）

※定員になり次第締め切ります

詳しくは　社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

　ピアノやギターの生演奏に合わせ

て、青春の歌をみんなで一緒に歌っ

て若さを取り戻しませんか。

と　　き　４月 15 日（月）14 時～ 16 時

と　こ　ろ　かたらい４階多目的室

曲　　目　学生時代、おぼろ月夜、希望、

　　　　　初恋、山小舎の灯、旅人よ、

　　　　　ふれあい、さらば青春　ほか

参　加　費　無料

詳しくは　歌声喫茶かしま　平田

　　　　　緯０９５４（６２）５６４６

募　集

　鹿島市ジュニアリーダーズクラブ

は、中学生・高校生を中心に活動す

る青少年ボランティアグループです。

地域のお兄さんお姉さんとして、

『鹿島市青少年育成市民会議』事業

の催しや子ども会などのお世話や指

導をしています。

　みんなで楽しく活動して、思い出

をたくさん作りませんか？初めてで

も大歓迎！いつでも入会できますの

で、皆さんも一緒にジュニアリー

ダーとして活動しましょう。

入会資格　中学１年生～高校３年生

詳しくは　生涯学習課社会教育・文化係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

　読まなくなった本を『本をゆずる

市』に出してみませんか。

本の条件　汚れや書き込みなどがない本

※雑誌、カタログ、ＣＤ、ビデオ、ＤＶＤ、　

　カセットなどは受け付けません

受付期間　４月26日（金）～５月10日（金）

※５月７日（火）のみ休館日

時　間　９時30分～18時（土・日は16時まで）

対　象　図書館まで持参できる市民

お断り　

　煙本の内容や状態によっては受付でき

　　ない場合があります

　煙本の返却は対応できません

　煙郵送や宅配では受け付けできません

詳しくは　市民図書館

　　　　　緯０９５４（６３）４３４３

対　象　者　求職者

訓練期間　６月４日（火）～６カ月

受　講　料　無料（別途テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期限　４月 26 日（金）

※施設見学や模擬体験もできます

詳しくは　ポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

採用・試験

　詳細は下記に連絡し、願書をお取

り寄せください。

怯一般幹部候補生

　受験資格　22 歳以上 26 歳未満

　受　　付　５月１日（祝）まで

　一次試験　５月11（土）・12日（日）

怯自衛官候補生

　受験資格　18 歳以上 33 歳未満

　受　　付　年間を通して行っています

　一次試験　受付時にお知らせします

詳しくは　自衛隊武雄地域事務所

　　　　　緯０９５４（２３）８３０４

イベント

　新しくできた干潟交流館の案内や

むつごろうのお世話など、水族館の

館長さんをしてみませんか。

と　　き　５月５日（祝）

　　　　　９時～ 12 時

対　　象　市内小学生

定　　員　若干名

申込・問合せ先　

　ラムサール条約推進室

　緯０９５４（６３）３４１６

　県内や全国的にも名高い産地、福

岡県田主丸町、久留米市などから植

木・盆栽・園芸資材が集まります。

　ぜひ、お越しください。

と　　き　４月20日（土）～５月６日（振休）

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社大駐車場

詳しくは　鹿島市観光案内所

　　　　　緯０９５４（６０）５１４５

　第２回『幸せゆずり会』を開催し

ます。当日は、癒しのコンサートや

ハンドマッサージ（別料金）もあり

ます。ぜひお越しください。

と　　き　４月 21 日（日）13 時～ 14 時

と　こ　ろ　高津原コミュニティーセンターかんらん

参　加　費　100円

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

狂消防団辞令交付式

　消防団新入団員・班長以上訓練

　６日（土）９時～林業体育館

狂旭ヶ岡公園桜まつり

　～７日（日）旭ヶ岡公園

狂平成31年度始業式（市内小中学校）

　８日（月）

狂平成31年度入学式（市内小中学校）

　11 日（木）

『本をゆずる市』に
出す本を募集します

平成３１年度
自衛官採用試験

その他の相談

その他のイベント

鹿島市ジュニアリーダー
大募集！

平成31年６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

溶 接 施 行 科

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科

１５

１２

１５

『幸せゆずり会』
子ども用品おゆずりします

春の祐徳植木市

多重債務の
無料出張相談会

司法書士による
電話無料法律相談

歌声喫茶かしま

日本舞踊教室生徒募集

干潟交流館こどもの日イベント

１日水族館館長さん

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

　市では、妊娠期から子育て期までのさまざまな悩みや質問にお答えする総合相談センターを開設します。

　必要に応じて支援プランの策定や地域の保健、医療、福祉に関する機関との連携・連絡調整を行い、母子

保健と子育て支援の一体的な提供を行います。

興鹿島市子育て総合相談センターを開設します興

設置場所　鹿島市保健センター（エイブル１階）

時　　間　８時 30 分～ 17 時 15 分

対　　象　妊産婦、乳幼児とその保護者

狂産前・産後サポート

　母子健康手帳アプリでの情報発信

　助産師による産前・産後の訪問

　子どもの発育・発達に関する相談

狂産後ケア

　母親の身体的ケア

　母親の心理的ケア

　適切な授乳ができるためのケア

　育児の手技についての具体的な指導や相談　など
　鹿島市子育て総合相談センター

　緯０９５４（６８）０３００

詳しくは

教育委員会

児童相談所医療機関

子育て支援センター

保健センター

すこやか教室

支援

支援支援保健所 母子保健推進員

民生児童委員協議会

福祉課

相談
相談

鹿島市子育て総合相談センター

継続的把握
相談・情報提供・助言

支援プランの策定

継続的把握
相談・情報提供・助言

支援プランの策定

連携連携

支援
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相　談

　借り入れやローン返済の債務整理

など、相談員が面談に応じます。

と　　き　４月 17 日（水）

　　　　　５月 15 日（水）

　　　　　13 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　佐賀財務事務所（佐賀市）

申込期限　相談会前週の水曜日まで

申込・問合せ先（月～金９時～ 17 時）

　福岡財務支局多重債務相談窓口

　緯０９２（４１１）７２９１

　お気軽にご相談ください。

《専用ダイヤル》

　緯０９５２（２９）０６３５

恭相続・遺言・登記・借金問題など

　佐賀県司法書士会

　毎週月・木曜日 18 時～ 20 時

恭成年後見・任意後見など

　リーガルサポート佐賀支部

　毎週火曜日 18 時～ 19 時 30 分

詳しくは　佐賀県司法書士会

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　４月 21 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）

　11 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

　25 日（木）市役所５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

　11日（木）13時開始（15時30分まで）

　※無料法律相談と同時開催

　総務課 緯（６３）２１１１

狂厚生年金・国民年金相談

　２日（火）市役所５階第６会議室

　16 日（火）新世紀センター２階会議室１

　10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

　要予約　市民課緯（６３）２１１７

狂人権相談

　市民交流プラザかたらい３階会議室

　４日（木）10 時～ 15 時

狂消費生活相談

　新世紀センター２階会議室２

　毎週月・金曜日

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

　※４月１日のみ市役所３階図書室

狂介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

狂こころの健康相談（臨床心理士対応）

新世紀センター２階会議室２

　17 日（水）９時 30 分～ 12 時

　要予約　福祉課緯（６３）２１１９

狂土地・建物に関する無料相談所

市役所５階第６会議室

　23 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

狂住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　13 日（土）10 時～ 12 時

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

　19 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

　

　趣味づくり健康づくり教室では、

毎年エイブル祭りに参加し、稽古の

成果を発表しています。

と　　き　６月 12 日（水）から

毎月第２・第４水曜日 10 時～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　かたらい３階

対　　象　市内在住60歳以上の人

定　　員　15 人

講　　師　藤間松娘（武藤恭子）さん

受　講　料　無料

期　　間　２年間

募集締切　５月 31 日（金）

※定員になり次第締め切ります

詳しくは　社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

　ピアノやギターの生演奏に合わせ

て、青春の歌をみんなで一緒に歌っ

て若さを取り戻しませんか。

と　　き　４月 15 日（月）14 時～ 16 時

と　こ　ろ　かたらい４階多目的室

曲　　目　学生時代、おぼろ月夜、希望、

　　　　　初恋、山小舎の灯、旅人よ、

　　　　　ふれあい、さらば青春　ほか

参　加　費　無料

詳しくは　歌声喫茶かしま　平田

　　　　　緯０９５４（６２）５６４６

募　集

　鹿島市ジュニアリーダーズクラブ

は、中学生・高校生を中心に活動す

る青少年ボランティアグループです。

地域のお兄さんお姉さんとして、

『鹿島市青少年育成市民会議』事業

の催しや子ども会などのお世話や指

導をしています。

　みんなで楽しく活動して、思い出

をたくさん作りませんか？初めてで

も大歓迎！いつでも入会できますの

で、皆さんも一緒にジュニアリー

ダーとして活動しましょう。

入会資格　中学１年生～高校３年生

詳しくは　生涯学習課社会教育・文化係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

　読まなくなった本を『本をゆずる

市』に出してみませんか。

本の条件　汚れや書き込みなどがない本

※雑誌、カタログ、ＣＤ、ビデオ、ＤＶＤ、　

　カセットなどは受け付けません

受付期間　４月26日（金）～５月10日（金）

※５月７日（火）のみ休館日

時　間　９時30分～18時（土・日は16時まで）

対　象　図書館まで持参できる市民

お断り　

　煙本の内容や状態によっては受付でき

　　ない場合があります

　煙本の返却は対応できません

　煙郵送や宅配では受け付けできません

詳しくは　市民図書館

　　　　　緯０９５４（６３）４３４３

対　象　者　求職者

訓練期間　６月４日（火）～６カ月

受　講　料　無料（別途テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期限　４月 26 日（金）

※施設見学や模擬体験もできます

詳しくは　ポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

採用・試験

　詳細は下記に連絡し、願書をお取

り寄せください。

怯一般幹部候補生

　受験資格　22 歳以上 26 歳未満

　受　　付　５月１日（祝）まで

　一次試験　５月11（土）・12日（日）

怯自衛官候補生

　受験資格　18 歳以上 33 歳未満

　受　　付　年間を通して行っています

　一次試験　受付時にお知らせします

詳しくは　自衛隊武雄地域事務所

　　　　　緯０９５４（２３）８３０４

イベント

　新しくできた干潟交流館の案内や

むつごろうのお世話など、水族館の

館長さんをしてみませんか。

と　　き　５月５日（祝）

　　　　　９時～ 12 時

対　　象　市内小学生

定　　員　若干名

申込・問合せ先　

　ラムサール条約推進室

　緯０９５４（６３）３４１６

　県内や全国的にも名高い産地、福

岡県田主丸町、久留米市などから植

木・盆栽・園芸資材が集まります。

　ぜひ、お越しください。

と　　き　４月20日（土）～５月６日（振休）

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社大駐車場

詳しくは　鹿島市観光案内所

　　　　　緯０９５４（６０）５１４５

　第２回『幸せゆずり会』を開催し

ます。当日は、癒しのコンサートや

ハンドマッサージ（別料金）もあり

ます。ぜひお越しください。

と　　き　４月 21 日（日）13 時～ 14 時

と　こ　ろ　高津原コミュニティーセンターかんらん

参　加　費　100円

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

狂消防団辞令交付式

　消防団新入団員・班長以上訓練

　６日（土）９時～林業体育館

狂旭ヶ岡公園桜まつり

　～７日（日）旭ヶ岡公園

狂平成31年度始業式（市内小中学校）

　８日（月）

狂平成31年度入学式（市内小中学校）

　11 日（木）

『本をゆずる市』に
出す本を募集します

平成３１年度
自衛官採用試験

その他の相談

その他のイベント

鹿島市ジュニアリーダー
大募集！

平成31年６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

溶 接 施 行 科

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科

１５

１２

１５

『幸せゆずり会』
子ども用品おゆずりします

春の祐徳植木市

多重債務の
無料出張相談会

司法書士による
電話無料法律相談

歌声喫茶かしま

日本舞踊教室生徒募集

干潟交流館こどもの日イベント

１日水族館館長さん

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

　市では、妊娠期から子育て期までのさまざまな悩みや質問にお答えする総合相談センターを開設します。

　必要に応じて支援プランの策定や地域の保健、医療、福祉に関する機関との連携・連絡調整を行い、母子

保健と子育て支援の一体的な提供を行います。

興鹿島市子育て総合相談センターを開設します興

設置場所　鹿島市保健センター（エイブル１階）

時　　間　８時 30 分～ 17 時 15 分

対　　象　妊産婦、乳幼児とその保護者

狂産前・産後サポート

　母子健康手帳アプリでの情報発信

　助産師による産前・産後の訪問

　子どもの発育・発達に関する相談

狂産後ケア

　母親の身体的ケア

　母親の心理的ケア

　適切な授乳ができるためのケア

　育児の手技についての具体的な指導や相談　など
　鹿島市子育て総合相談センター

　緯０９５４（６８）０３００

詳しくは

教育委員会

児童相談所医療機関

子育て支援センター

保健センター

すこやか教室

支援

支援支援保健所 母子保健推進員

民生児童委員協議会

福祉課

相談
相談

鹿島市子育て総合相談センター

継続的把握
相談・情報提供・助言

支援プランの策定

継続的把握
相談・情報提供・助言

支援プランの策定

連携連携

支援
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　２月２４日、祐徳稲荷神社参道をスタート・ゴールとする公認鹿島祐徳ロードレースが開催されました。

　ランナーは、新設の５ｋｍマラソンや変更されたハーフマラソンコースの起伏をものともせずに走り抜き、沿道

からは子どもからお年寄りまで幅広い声援が送られていました。また、箱根駅伝で往路優勝を果たした東洋大学を

はじめ、県内外から多数の有力選手が力強く早春の肥前路を駆け抜ける中、ハーフマラソンでは、箱根駅伝でも活

躍した順天堂大学の橋本龍一選手が１時間４分４０秒で見事優勝に輝きました。

　橋本選手は、「前半からアップダウンがあり休むところがなかったが、７ｋｍ過ぎから自分が集団を引くしかない

と思って先頭に出た。昨年の１０ｋｍマラソンに続き１位になれたのでほっとしている」と振り返っていました。

ハーフマラソンで優勝のゴールテープを切る橋本龍一選手ハーフマラソンで優勝のゴールテープを切る橋本龍一選手

力走！公認鹿島祐徳ロードレース力走！公認鹿島祐徳ロードレース
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