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成 人 の 誓 い成 人 の 誓 い

　１月１２日、平成１１年度に生まれた新成人２８６人が参加しての『第６６回（令和２年）鹿島市成人式』

が生涯学習センターエイブルで行われ、凛々しいスーツ姿や艶やかな振り袖姿の新成人が、久しぶりに会う友

人や家族と写真撮影や会話を楽しんでいました。

　式典では新成人代表の田﨑貴大さんが市民憲章宣言を行い、岡亜佐美さんが「いつまでもこの感謝の気持ち

を忘れずに、これからは一人ひとりが成人としての自覚を持って、社会的責任と義務を果たすとともに、それ

ぞれの夢に向かって、力強く歩んでいくことを誓います。」と決意の言葉を述べました。

原　昴平さん（西部中出身）原　昴平さん（西部中出身）

　これからは大人として自覚を

持って行動していきたいと思いま

す。また、仕事も技術職として働

いていて、後輩も入ってきたので

気持ちを引き締めて頑張りたいと

思います。

　お父さん、お母さん、生んでく

れてありがとう。

田中　菜々穂さん（西部中出身）田中　菜々穂さん（西部中出身）

　成人を迎えたという実感がまだ

あまりないですが、これからは大

人として、しっかり頑張っていき

たいです。また、子どもが好きな

ので教育に関する仕事がしたいと

思っています。

　お父さん、お母さん、今まで育

ててくれてありがとう。
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小池　真太郎さん（東部中出身）小池　真太郎さん（東部中出身）

　成人を迎えて、大人としての責

任感というものを感じています。

将来は福祉の仕事に就きたいと

思っています。

　また、両親にはこれまで迷惑ば

かりかけてきたので、これから少

しずつ恩返しできればと思ってい

ます。

栗　七海さん（東部中出身）栗　七海さん（東部中出身）

　実感はまだないですが、これか

らは責任ある行動でしっかりとし

た大人になりたいと思います。

　まだ学生として勉強中ですが、

将来は国際的な仕事ができればと

思っています。無事に成人を迎え

ることができたのは、お父さん、

お母さんのおかげです。これから

親孝行がんばります！

田﨑　貴大さん
（市民憲章宣言）
田﨑　貴大さん
（市民憲章宣言）

岡　亜佐美さん
（決意の言葉）
岡　亜佐美さん
（決意の言葉）

楠田　光希さん　　小川　瑞葵さん
（記念品贈呈）

楠田　光希さん　　小川　瑞葵さん
（記念品贈呈） （当時の先生方からのメッセージ）（当時の先生方からのメッセージ）
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小中学生人権作文・標語・
　　ポスターコンクール
－　特選作品の紹介　－
　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

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

令和元年度令和元年度

　じんけんのいみがわからないので、

しらべてみました。

　じんけんとは、みんながうまれな

がらもつこと、にんげんらしくいき

ることと書いていました。

　わたしの、お母さんはけっこんす

るまえにふくししせつのしょくいん

でした。わたしもいちどだけ、お母

さんのしょくばにいきました。わか

い人からおとしよりの人まで、から

だのちょうしがわるい人やことばが

話せない人がたくさんすんでいるそ

うです。わたしたちがいくと、大き

なこえで「ウォー」と言われたので

おどろきました。あとでお母さんに

聞いたら、子どもがきたからよろこ

んでいることをしりました。

　わたしたちのまわりにはたくさん

のしょうがいをもっている人がいま

す。「しょうがいがあるから、とく

べつではないし、お父さんやお母さ

んも、としをとったら、話せなくな

るし、いつじこやびょうきになって

からだがふじゆうになるかわからな

いからみんなおなじなんだよ」と話

していました。

　お母さんがかなしんでいるじけん

がありました。三年前、しせつの

しょくいんだった人がしょうがいが

ある人をはものでさしてころしまし

た。さした人は「しょうがいがある

人はお金がかかる、いきているひつ

ようがないからころした」と話して

いたそうです。おなじように生まれ

たのに、ころされるのはいやだし、

かなしい気もちになりました。

　お母さんやおばあちゃんは耳の聞

こえないお友だちがいます。

「お母さんは、少ししかしゅわで話

せないけどゆっくり話したり紙にか

いたりしたらつたわるよ」

と言います。

　わたしのゆめは、たくさんの人の

おけしょうやかみをきれいにするこ

とです。しゅわをべんきょうして、

話せるようになりたいです。

じんけんについて

中村　春陽
（浜小２年）

　わたしのかぞくは、みんなやさし

くてたのしいです。おとうさん、お

かあさん、おばあちゃん、おじい

ちゃん、おとうとがいます。みんな

でごはんをたべているときはおしゃ

べりをして、とてもたのしいです。

やすみのとき、みんなあそんでくれ

ます。

　おかあさんは、ぎゅうってしてく

れます。わたしのためにごはんをつ

くってくれます。とってもいいにお

いがたくさんします。わたしのおよ

うふくもかってくれます。

　おとうさんは、だんすのようふく

をかってくれます。ごはんをたべて

いるとき、おもしろいことをはなし

てくれます。ものまねをまいにちし

てくれて、たのしいです。

　おとうとのひかるくんは、とって

もかわいいです。このまえうまれた

ばかりのまだあかちゃんで、ぜんし

んちいさくてかわいいです。みるく

をあげるときうれしそうにどんどん

のんでいました。

　わたしのおばあちゃんは、とって

もやさしいです。がっこうのじゅん

びをてつだってくれます。

　おじいちゃんは、おかしをかって

くれます。つまらないときはあそん

でくれてたのしいです。

　おとうさん、おそくまでおしごと

ありがとう。おかあさん、あそんで

くれてありがとう。おとうともうま

れてきてくれてありがとう。おばあ

ちゃん、ねるときわたしのせなかを

かいてくれてありがとう。おじい

ちゃん、まいにちおかしをくれてあ

りがとう。わたしはそんなかぞくが

いてしあわせです。これからもよろ

しくね。

だいすきだよ　わたしのかぞく

山口　陽葵
（七浦小１年）

□人権作文

　市では、毎年１２月４日～１０日の『人権週間』にお

ける啓発活動の取り組みとして、市内小中学生を対象に、

人権作文・標語・ポスターの募集を行っています。

　今年も人権や心の大切さなどを表現した作品がたくさ

ん寄せられました。それぞれの優秀作品を紹介します。

　作品をもとに、ご家庭でも家族一緒に人権について話

し合いの場をもっていただければと思います。

　人権・同和対策課　☎０９５４（６３）２１２６詳しくは

特選作品の紹介　◇　人権作文
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　テレビのニュースを見ていたら、

目のふじゆうな人がほどうを歩いて

いて、前から来た男の人とぶつかり

ました。すると、その男の人が、

「どこ見よっとか。」

と言われていました。わざとぶつ

かったわけでもないのに、なぜこん

なことを言うのかとかなしくなりま

した。その後も、けられたそうです。

もし、わたしが、その場所で見てい

たら、ゆう気を出して、

「そんなことをしたらいけない

よ。」

「助け合っていきましょう。」

と言ってあげたいと思いました。目

のふじゆうな人に、こんなことをす

る人になりたくないです。だれにで

もおもいやりのあるやさしい人にな

りたいと強く思いました。

　また、さいきん、いじめというこ

とばをよく聞いているような気がし

ます。なぜ、いじめがおこるので

しょうか。人をいじめて、何が楽し

いのでしょう。

　わたしは、毎日楽しく学校に通っ

ています。でも、いつ自分がいじめ

にあうかと思うと、心がドキドキし

ます。もし、いじめられたら友達や

先生、家ぞくの人に話せるかなと心

ぱいになります。でも、ゆう気を

もって、いやだと伝えようと思いま

す。わたしのまわりには、やさしい

友達がいっぱいいるから伝えること

ができると思いました。

　友達がいじめに合っていたら、ど

うにかして、助けてあげたいです。

生きている人を助けたいです。いじ

めにあって、自さつしたという

ニュースを見たことがあります。自

さつした人は何にもわるいことをし

ていないのに、しんでしまうなんて、

おかしいです。

　一人では、やれないことも、助け

合うとできることがいっぱいありま

す。いろいろな人がいて、その人と

人が助け合うと楽しいことが広がる

と思います。いろいろな人とのつな

がりを大切にすることは、人けんを

守ることになると思います。こまっ

ている人がいたら知らないふりをし

ないで、声をかけていきたいです。

わたしが思うじんけん

松尾　夢唯奈
（浜小３年）

　ぼくは、この作文を書くまで、

しょうがいをもつ人のことを知りま

せんでした。小学校六年生になって

はじめて、しょうがいをもつ人を見

ました。ぼくは、びっくりしました。

「なんで、おちつきがないんだろ

う。」「なんで上手く話せないんだ

ろう。」そう思いました。周りの人

も、その人を変な目で見ていました。

　それからぼくは、しょうがいをも

つ人について調べました。「しょう

がい」とは、物事の成立や進行の

じゃまをするもののことだと知りま

した。しょうがいには、いろいろな

種類がありました。知的しょうがい

や発達しょうがいなどがあり、人そ

れぞれちがいます。このことを知り、

ぼくはしょうがいをもつ人を変な目

で見てしまったことを後悔していま

す。

　ぼくは、健康に生まれた。今まで

大きな病気にかかったことがありま

せん。だから、しょうがいをもつ人

やその家族の気持ちもわかりません。

でも一つだけ、ぼくにも見ていてわ

かることがありました。それは、知

らない人からの目線です。しょうが

いをもつ人を、きたない物を見るよ

うな冷たい目や変な目で見ている人

がいました。その時ぼくは「なんで

あんな目で見るんだろう。ぼくたち

と同じ人間なのに。」と思いました。

しょうがいをもっていても、必死に

がんばろうとしている人がいるのに、

世の中の人はその人たちの何を知っ

てあんな目で見ているのだろうと思

いました。確かに行動するのにも、

少しだけ、時間がかかります。言葉

だって伝わらないときもあります。

でも、きたなくなんてありません。

変でもありません。成長の仕方や速

さは、人それぞれでちがいますが、

同じ人間です。同じようにお母さん

のおなかの中にいました。だからみ

んな同じ人間です。

　ぼくは、しょうがいをもつ人に出

会って、いろいろなことを学ぶこと

ができ、知ることができました。

しょうがいをもつ人もぼくたちと同

じ一人の人間です。だからぼくは、

もし次にしょうがいをもつ人をみか

けたら、冷たい目や変な目で見るの

ではなく、優しい目で見るようにし

ていきます。そして、困っていたら

助けたいと思います。また、変な目

で見るような人がいたら、ぼくは

しょうがいをもつ人も、必死にがん

ばろうとしているし、ぼくたちと同

じ人間なんだと教えてあげたいです。

しょうがいをもつ人が少しでも笑顔

で過ごせるような世の中になってほ

しいです。

人はみな同じ

山口　愛琉
（北鹿島小６年）

特選作品の紹介　◇　人権作文
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　私がおばあちゃんの家に行った時、

障害者手帳を初めて見ました。そこ

には、おばあちゃんの写真がはって

あり、私はこの時、見てはいけない

物を見てしまったような気がしまし

たが、おばあちゃんは、自分が障が

い者だということを教えてくれまし

た。

　私のおばあちゃんは、車の運転が

できません。それは、片方の目の視

力がないからです。もう片方の目も

視力が悪いですが、一人で暮らして

います。

「何も見えんと。」

と聞くと、

「見えんとよ。」

と、おばあちゃんは言います。私も

視力が悪いけど、眼科に行って目薬

をもらって治りょうをしてもらって

います。でも、おばあちゃんの目は、

いくら目薬をさしても、手術をして

も治らないそうです。おばあちゃん

は、生まれた時から見えていないか

ら、不自由と思った事がないと話し

てくれました。確かにおばあちゃん

は、買い物も一人で行けるし、料理

も上手でおいしいです。身の回りの

事は全部自分で出来ています。私は、

障害者手帳を見た時、心の中で勝手

に見なければよかった、かわいそう

だと思っていました。でも、そうい

う考え方が間ちがっているんだと気

付きました。もしも、私が今、片方

の目の視力を失ったらと考えると、

とてもこわくなりました。でも、お

ばあちゃんにとって、片方の目の視

力が無い事が、ふ通の事なんだと思

いました。

　私の生活の周りにも、バリアフ

リーになっている場所がたくさんあ

ります。そのほかにも、点字ブロッ

クや信号機が青になると音が鳴った

り、電車やバスやちゅう車場には優

先席など、障害者の人達が散歩をし

たり、買い物をしたり、ふ通に生活

ができるようになってきています。

でも、私達の心はバリアフリーに

なっているかなと、考えました。私

は、小学一年生の時、遊具から落ち

て足をこっ折していました。その時、

学校で車イスで生活をしていて先生

が車イスをおしてくれたり、階段な

ど段差がある所では、おんぶをして

くれました。

　でも、一つ気になった事がありま

した。それは視線です。いつもより、

ジロジロと見られている様な気がし

ました。今思うと、私も車イスに

乗っている人や、自分と比べて少し

でもちがうと、その人をジロジロと

見ていた様な気がします。もしかし

たら、その行動がその人を傷つけて

いるかもと思いました。私は、友達

が困っていたら助ける様にもし、車

イスに乗っていても、目が見えな

かったり、耳が聞こえない人でも、

相手の気持ちを考えた行動がとれる

人になりたいです。そして、障害者

の人をよく理解し平等な社会にしよ

うという思いやりが、心のバリアフ

リーにつながると私は思いました。

心のバリアフリー

岡　美憂
（浜小６年）

　人の上には、何があると思います

か。屋根ですか。大きく育った木の

枝ですか。いいえ、空です。屋根が

無い人だっています。木が育たない

ところに住む人もいます。ですが、

みんな同じ空の下で生きています。

人の上には空だけが広がっているは

ずでした。

　しかし、戦争のときはちがいまし

た。争いたくない、戦争をしたくな

い人はたくさんいたでしょう。なの

に、むりやり戦争につれていかれま

す。そして、死んでしまいます。ぼ

くは、このことを長崎の修学旅行に

行ったときに知りました。えらい人

の命令でその当時の人々は苦しめら

れたと思います。ですが、今は平和

です。それは何より嬉しいことです。

もう、争いなんてありません。えら

い人の苦しい命令もありません。今

はとても幸せな時代です。

　ですが、学校では毎日のように悪

口が飛びだしてきます。そして、言

われている側はただ言われるばかり。

何も言い返そうとしません。中には

言い返した人もいました。でも、そ

の人は力でねじふせられました。同

じ空の下で生きる同じ人間なのに、

どうしてそういうことをするのだろ

うと不思議に思いました。そうです、

今でも人の上に人がいます。子供で

も人の上に人がいます。同じ仲間な

のに相手を下に見ています。なぜ仲

間を下に見るのかというと、自分の

欠点をかくそうとするからです。そ

の人が自分と同じ欠点をもっていて

も、

「あいつ、○○だからおかしいよ

ね。」

と言われるのが心配だから、言われ

るより先にその人をこうげきして、

その人を自分より下にします。これ

で自分が悪口を言われる心配はあり

ません。そうやって、「差別」とい

うのが生まれます。

　だれにだって欠点はあります。で

も、生まれもった体のちがい、例え

ば、はだの色がちがうとか、うでが

片方無いとか、そんな人とちがって

いる点は、欠点ではなく、個性なの

ではないでしょうか。足がおそくて

も、背が低くても、それは「個性」

で、人として欠けていることにはな

らないと思います。欠点は、その人

の心の優しさが欠けていることなの

ではないでしょうか。いじめや差別

や戦争は、そんな欠けた心が生み出

しています。

　いじめや差別や戦争を無くすには、

欠けた心を埋める必要があります。

まずは、自分にも欠点があることを

認めることが大切です。そして、周

りの人の個性を認めることも大切で

す。そんな風に、たがいを認め合う

ことができるようになれば、世界は

欠けたところの無い丸い心でいっぱ

いになるでしょう。

　人の上には、何があると思います

か。広い空です。そして、人の下に

は、丸い地球があります。

『天は人の上に人を造らず、人の下

に人を造らず』

　世界が丸い心で包まれることを願

います。

人の上には空がある

佐々木　健伍
（明倫小６年）

特選作品の紹介　◇　人権作文
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　私が、なぜこのような作文を書こ

うと思ったのか。それは、四年に一

度開催される、世界のスポーツの祭

典「オリンピック二〇二〇」が、私

たちの住む日本で開かれるからだ。

　そもそもオリンピックには、夏季

オリンピックと冬季オリンピックが

あり、今回、日本で開かれるのは夏

季オリンピックである。さらに、夏

季オリンピックは、いわゆる健常者

が出場する「オリンピック」と、体

のどこかしらにハンディキャップを

持つ方々が出場する「パラリンピッ

ク」という二つのオリンピックに分

けられる。

　今回は、パラリンピックに出場す

る選手、オリンピックに観戦に訪れ

る方々の立場に立って、今の日本の

現状、オリンピックに向けて、など

考えていきたいと思う。

　まずは、試合会場やホテルなどの

施設についてである。今、日本全体

として、バリアフリーへの取り組み

が活発になってきていると考える。

なぜバリアフリーの建物が増えてき

ているかと言うと、車イスの方でも

気軽に利用できるようにするためで

ある。以前は、そこまでの配慮がさ

れておらず、車イスの方が利用でき

なかったり、利用しづらかったりし

ていた。誰もが利用しやすいものへ

と変えるにはバリアフリーは大切な

ことだと思う。

　次は公共機関である。これはオリ

ンピックの時だけに限らず言えるこ

とではあるが、体の不自由な方々、

お年寄り、妊娠中の方、子供連れの

方々への心配りをしようということ

である。優先席というものは先ほど

述べたような方々のために設けられ

た席である。最近は、健常者が座っ

ていてゆずらないような場面も見か

けられる。オリンピック開催期間中

は、人も急激に増え、手助けを求め

る人が増えることは確かだと思う。

そんなときに、相手のことを思い、

行動に移すことが大切になる。

　最後は、街中で見ないことはない

であろう標識や看板である。オリン

ピックには世界各国から大勢の人達

が集まってくる。世界中から集まっ

てくるので、言葉が通じないのはあ

たり前である。それでも理解しても

らわなければならないルールなどは

ある。だから、誰が見ても分かるよ

うな標識への変更、いくつかの言語

表記の追加などが現在行われている

ところだ。日本語、という言葉で伝

えることは難しいかもしれないが、

日本に来てくれた人々が雰囲気など

で日本のよさを理解してくれたらそ

れがとても嬉しいのである。

　いよいよ東京オリンピック二〇二

〇が一年後へと迫ってきた。今回は

三つの例を挙げたが、他にもたくさ

んのことが考え直されている。世界

中のたくさんの人々が国という壁を

越えて、障害という害を越えて、ス

ポーツを通して、絆を深められる場

が日本となることを願う。そして、

たくさんの人の笑顔の輪が日本中に

広がりますように･･･。

「壁」をなくすために

髙田　陽菜
（東部中３年）

　私がなぜ、この題について書こう

と思ったのかというと、今私達が

「あたりまえ」だと思っていること

はあたりまえではないということに

気づいたからです。

　私は、小学校から今まで約九年間

で、世界のことについて、たくさん

おしえられてきました。戦争や平和、

平等や不平等、差別などについて学

んできました。そのなかでも、私が

一番、ショックを受けたのは、教科

書にのせられていた一枚の写真でし

た。その写真にはケニアの子どもた

ちが、コップのような小さな容器で

配られた給食を笑顔で食べていると

ころがうつされていました。とても

胸が苦しかったです。私たちは、毎

日あたり前のように朝昼夜、一日に

三回ご飯を食べています。でもそれ

は、あたりまえではありませんでし

た。世界には、一日に一回もご飯を

食べられない人達がたくさんいるの

です。なのに、今ご飯を食べること

ができている人達は、平気で食べ残

しをしたり、食べ物をそまつにして

います。それを、何も食べることの

できない人達が目にしたら、どう思

うでしょうか。

　他にも、今、私達はあたりまえに

学校に行って、勉強をしています。

ですが、学校に行きたくても行けな

い人達がいます。ケガをしたら、か

ぜをひいたら、病院に行くのも私達

にとってはあたりまえです。ですが、

病気にかかっても、病院がなくて、

苦しみながら生きたり、日本では治

る病気で亡くなってしまう人達もい

ます。

　私は、一枚の写真からたくさんの

ことを学ぶことができました。たく

さんのことを考えさせられ、おしえ

てもらいました。そのおかげで食べ

物を残さないようになりました。

　今、幸せに生活できている人に伝

えたいことがあります。それは、学

校や病院に行けることや身のまわり

に十分な食べ物があり、毎日ご飯を

食べられること、幸せに生活ができ

ていることを、「あたりまえ」だと

思わないでください。世界には、楽

しく元気に生活できない人がいるこ

とを知っていてください。

　私は、世界中の人達が幸せで、元

気にすごせる環境になってほしいと

思います。そのためにも、募金活動

に協力したり、自分にできることを

やっていこうと思います。

「あたりまえ」ではない

松尾　麻衣
（西部中３年）

特選作品の紹介　◇　人権作文
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□人権ポスター

特選作品の紹介　◇　人権ポスター・標語

　
松
本
　
丹
湖
　（
東
部
中
２
年
）

好
き
な
ほ
う
で
い
い
じ
ゃ
ん

男のマークと女のマークを合わせて、

男が女みたいでも女が男みたいでも

いいという考えを表しました。この

考えがひろがったらいいと思います。

コメント

　
松
尾
　
花
恋
　（
東
部
中
３
年
）

個
性
が
輝
く
世
界
に

鳥の羽や全体的にカラフルにしたり、

白人と黒人の手を描いて人と人がつな

がっていて一人一人の個性が輝く世界

を描いた。

コメント

　
小
栁
　
凛
　（
東
部
中
３
年
）

気
づ
い
て
あ
げ
よ
う

いじめている人だけじゃなく、見過

ごしている人もいじめている人の中

に入ってしまうので、一人でも減っ

てほしいと思いこの絵を描きました。

コメント

だいじょうぶ　うれしいことばの　ばんそうこう

井上　楓椛（七浦小１年）

花の町　かしまの空に　わらいがお

森本　彩楓（鹿島小２年）

□人権標語

守ろうよ　自分とみんなの　じんけんを

鳥里　一浩（北鹿島小３年）

気づこうよ　消せない一言　その重さ

岩下　瑛祐（能古見小６年）

そこがいい　君だけにある　自分色

神代　美拓（明倫小６年）

知ってるよ　君のちいさな　思いやり

松尾　柊摩（七浦小６年）

比べるな　それも一つの　色だから

小野原　祐弥（東部中１年）

ＳＮＳ　自分の言葉に　責任を

杉原　郁哉（西部中２年）

あの日みた　友の笑顔を　バネにして

中村　凜音（東部中３年）

　
中
村
　
美
乃
莉
　（
鹿
島
小
６
年
）

差
別
の
な
い
世
界
に

空白をできるだけなくすために植物で

あたたかみがあるように描きました。

コメント

　
市
原
　
稚
子
　（
鹿
島
小
６
年
）

人
と
人
と
の
つ
な
が
り
、助
け
合
い

どんな人でも助け合えたら笑顔でい

られる人が増えていくと思う。手を

差し伸べる勇気を。

コメント

　
田
川
　
杏
梨
　（
鹿
島
小
５
年
）

支
え
て
く
れ
る
家
族

うれしい時、悲しい時いつも家族が

そばにいて支えてくれるところを表

現しました。

コメント
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文化・スポーツの結果

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

います！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

文化・スポーツの結果文化・スポーツの結果

◇第36回宮崎康治杯九州少年少女レスリング選手権大会

　開　催　日　12月７日～８日（長崎県島原復興アリーナ）

　【中学女子46kg級】　優勝　松尾　環那（佐賀清和中１年）

　【小学１・２年 28kg 級】　２位　末次　健人（鹿島小１年）

　【小学１・２年 26kg 級】　２位　清水　菜央（能古見小２年）

　【小学３・４年 42kg 級】　２位　松尾　駿冴（浜小３年）

　【幼年年長 20kg 級】　３位　松尾　綾乃（若草保育園）

◇第14回佐賀県冬季水泳競技大会

　開　催　日　12月15日（SAGAサンライズパーク水泳場）

　11・12 歳女子　【50ｍ自由形・50ｍバタフライ】

　　２位　島　七海（鹿島小５年）

　11・12 歳女子　【4×50ｍメドレーリレー】　

　　優勝　島　七海（鹿島小５年）　野中　さゆり（鹿島小６年）

　11・12 歳女子　【4×50ｍフリーリレー】　

　　２位　島　七海（鹿島小５年）　野中　さゆり（鹿島小６年）

◇第 21 回佐賀県プロ野球県人会

　　ドリーム旗争奪中学生軟式野球大会

　開　催　日　11月２日～16日（みどりの森県営球場　ほか）

　　３位　西部中学校野球部

◇ファミリーマートありがとうの手紙コンテスト２０１９

　最優秀賞　石本　航雅（鹿島小１年）

◇第35回クミアイプロパン絵のコンクール全国審査

　　二席　藤武　笑瑠（鹿島小２年）

◇佐賀県児童・生徒木工工作コンクール

　ＦＭ佐賀賞　小森　愛結（明倫小３年）

◇第39回全国中学生人権作文コンテスト佐賀県大会

　奨励賞　藤家　和香（西部中１年）

◇わが家のエコ自慢コンテスト２０１９

　準特選　大江　健心（明倫小３年）

　　入選　古賀　優莉奈（鹿島小４年）

◇第20回ものづくり作品展

　　特選　藤家　渚颯（西部中２年）

　生涯学習課スポーツ係

　☎０９５４（６３）２１２５

詳しくは

❖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

　浜町の酒蔵通りなどで毎年３月に開催されるイベント

『鹿島酒蔵ツーリズム』を企画する鹿島酒蔵ツーリズム推

進協議会が、『ふるさとづくり大賞』の最優秀賞（内閣総

理大臣賞・総務大臣表彰）に輝き、１月２４日に東京都の

都市センターホテルで行われた授賞式で表彰されました。

鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会

ふるさとづくり大賞　最優秀賞！

　ふるさとづくり大賞は、豊かで活力ある地域づ

くりに貢献した団体、個人を表彰するもので、今

回の受賞は、『鹿島酒蔵ツーリズム』ＰＲイベント

を核に、通年型の酒蔵ツーリズムの発展を目指し、

関係者や自治体だけではなく、地域住民、企業な

どを巻き込んだ取り組みを展開したとして、全国

の類似した活動の第一歩となったことが評価され

たものです。

　協議会会長の峰松宏文さんは、「この受賞を終点

とせず、再スタートと考え、より発展するように

精進していきたい」と話されました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

授賞式に出席した協議会会長の峰松宏文さん（左）と

　　　　　　鹿島市観光協会代表理事の中村雄一郎さん（右）

授賞式に出席した協議会会長の峰松宏文さん（左）と

　　　　　　鹿島市観光協会代表理事の中村雄一郎さん（右）
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　合宿期間中は、陸上競技場やクロスカントリーコース、中木庭ダム周辺などを拠点として練習が行われ、各大学

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

のご声援をよろしくお願いします。
　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）　☎０９５４（６３）２１２５

詳しくは

昨年の合宿風景昨年の合宿風景

箱根駅伝強豪チーム鹿島強化合宿箱根駅伝強豪チーム鹿島強化合宿

※合宿の情報は、鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会の

　フェイスブックなどのＳＮＳでご覧になれます。 鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会 検索

大学の合宿日日程（予定）大学の合宿日日程（予定）

大学名 期　間 人員 合宿実績

順天堂大学 ２月８日～２月 13 日 [６日間 ] 30 人 平成 24 年度から８年連続

大東文化大学 ２月１日～２月９日 [９日間 ] 30 人 平成 23 年度から９年連続

東洋大学 ３月 11 日～３月 17日 [７日間 ] 20 人 平成 27 年度から５年連続

明治大学 ２月 16 日～２月 22日 [７日間 ] 45 人 平成 23 年度から９年連続

日本大学 ２月 18 日～２月 24日 [７日間 ] 15 人 平成 30 年度から２年連続

『希望の道を、つなごう。』をコンセプトに、３月２６日の福島県ス

タートから７月２４日の東京都ゴールまで、１２１日間をかけてオリ

ンピックの聖火が４７都道府県を回ります。鹿島市では、祐徳稲荷神

社から大村方工場団地までの約２kmを１０人のランナーが繋ぎます。

✿鹿島市での聖火リレー

　と　　き　５月 10 日（日）10時 54 分～ 11 時 20 分

　コ　ー　ス　祐徳稲荷神社太鼓橋前

　　　　　　　～大村方工場団地入口

　交通規制　リレーコースおよび周辺道路

　　　　　　※詳しくは後日お知らせします

東京 2020 オリンピック聖火リレー東京 2020 オリンピック聖火リレー

　生涯学習課スポーツ係

　☎０９５４（６３）２１２５

詳しくは

◆５月 10 日（日）◆
　太良町　⇨　鹿島市　⇨　嬉野市　⇨　

　白石町　⇨　武雄市　⇨　有田町　⇨　

　伊万里市　⇨　玄海町　⇨　唐津市

◆５月 11 日（月）◆
　基山町　⇨　鳥栖市　⇨　みやき町　⇨
　上峰町　⇨　吉野ヶ里町・神埼市　⇨
　小城市　⇨　多久市　⇨　

　大町町・江北町　⇨　佐賀市

聖火リレー（佐賀県内全２０市町）

日本大学　練習風景日本大学　練習風景

□スポーツ合宿
　　誘致制度とは

　市内の恵まれたスポーツ
資源を活かして、

　①スポーツの振興
　②青少年の健全育成
　③交流人口の拡大
　④地域経済の活性化

　を図ることを目的として
平成２３年度に創設したも
のです。

順天堂大学　陸上教室（古枝小）順天堂大学　陸上教室（古枝小）

東洋大・大東文化大　合同練習東洋大・大東文化大　合同練習 東洋大学　スポーツ教室東洋大学　スポーツ教室
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□公認とは

　日本陸上競技連盟（以下『日本陸

連』から認定を受けたコースや記録

のことで、鹿島祐徳ロードレースは

５ｋｍとハーフマラソンのコースお

よび記録が公認を受けています。

　ここで出た記録などは日本陸連に

残されることになります。ただし、

記録として残すためには、日本陸連

に個人登録をした人に限られます。

と　　き　２月２３日（日）

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参道

　　　　　（スタート・ゴール）

スタート時間

　２ｋｍ　小学生・ジョギング　９時 30 分

　３ｋｍ　中学生　　　　10 時 10 分

　ハーフマラソン　　　11 時 00 分

　　【２１．０９７５ｋｍ（公認）】

　５ｋｍ（公認）　　　　11 時 15 分

と　　き　２月２３日（日）

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参道

　　　　　（スタート・ゴール）

スタート時間

　２ｋｍ　小学生・ジョギング　９時 30 分

　３ｋｍ　中学生　　　　10 時 10 分

　ハーフマラソン　　　11 時 00 分

　　【２１．０９７５ｋｍ（公認）】

　５ｋｍ（公認）　　　　11 時 15 分

　２月２３日（日）、祐徳稲荷神社参道（古枝林業体育館前）をスタート・ゴールとする公認鹿島祐徳ロードレース

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

　なお、レース中は交通規制が行われます。今年からコースの一部変更に伴い、規制がかかる箇所も変更されますので、

ご理解とご協力をよろしくお願いします。

　鹿島市体育協会

　☎０９５４（６２）３３７９

詳しくは

公認鹿島祐徳ロードレース大会公認鹿島祐徳ロードレース大会

祐徳ロードレース大会　コース図
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　水道課　☎０９５４（６２）３７１８詳しくは

　寒さが厳しくなる冬季（１２月～２月）は、水道管が凍ったり破裂したりすることがあります。市販されている

保温材や厚手の布などを水道管へ巻き、直接冷気を受けないようにして、凍結予防をお願いします。

お
知
ら
せ

水道管の凍結にご注意を！

□水道管が凍結し水が出ない場合には

　凍ってしまった水道管にタオルや布を巻き、蛇口

を開けてゆっくりぬるま湯をかけてください。日中

の気温が高くなるときには、自然に溶けるのを待つ

ことでも解消できます。

※急に熱湯をかけると水道管がひび割れや破裂する

　ことがありますのでご注意ください。

□水道管が破裂した場合には

　一時的に元栓を閉めて、お近くの市指定工事事業

者へ修理を依頼してください。開閉栓の器具は水道

課窓口での貸し出し、または各地区の区長、公民館

に配布している器具をご利用ください。

　元栓を閉めるまでの間は、タオルなどをかぶせて

水が飛び散らないようにしてください。

お
知
ら
せ

令和２年度交通災害共済の加入申込を受け付けています

⦿加入できる人

　鹿島市に住民登録をしている人

⦿掛け金

　５００円／人（年額）　※加入は１人一口です。

⦿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。

⦿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。

⦿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。

⦿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　☎０９５４（６３）２１１７詳しくは

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

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

　発　送　日　２月 21 日（金）

お
知
ら
せ

医療費控除の明細書に関するお知らせ

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

◆医療費のお知らせに関すること

　佐賀県後期高齢者医療広域連合

　業務課企画・保健係

　☎０９５２（６４）８４７６

◆申告に関すること

　武雄税務署

　☎０９５４（２３）２１２７

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

い場合は、別途領収書に基づいて『医療費控除の明細書』を作成し、申告書

に添付する必要があります。また、『患者負担額』の欄には、自己負担相当

額が記載されています。支払った医療費の額と実際に負担した額が異なる場

合は、ご自身で額を訂正して申告する必要があります。
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　定住促進住宅市営古枝住宅に入居希望する人を募集します。詳細はお問い合わせください。

募
　
集

市営古枝住宅の入居希望者を募集します

所　在　地　古枝甲９５６－２、古枝甲９５６－１７

住宅概要　◆５階建エレベーター無し、間取りは全て３ＤＫ

　　　　　◆駐車場あり　◆敷金は家賃の２カ月分

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

　　　　　※市外からの転入者に対する優遇措置あり

対　象　者　令和２年４月～９月までに入居を希望する人

　都市建設課住宅係　☎０９５４（６３）３４１５詳しくは

申込書配布　２月３日（月）～　※土・日を除く

　都市建設課で『入居申し込みのご案内』を

配布します。また、市ホームページからもダ

ウンロードできます。

募集戸数　未定（空き部屋の状況による）

受付期間　２月 10 日（月）～ 21日（金）

抽　選　会　２月 28 日（金）

※抽選結果により順次空き部屋を案内します

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

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

　終生飼養・・・動物がその命を終えるまで適切に飼養すること

お
知
ら
せ

ペットを飼おうとしている人へ
□その生き物の習性や本能を理解していますか

　本当に自分たちで世話ができるのかを考えましょう。

□生涯飼い続けることができますか

　種類に応じた適切な飼い方をする準備や覚悟が必要です。

□経済的な負担は大丈夫ですか

　犬や猫の寿命は１０年～１５年ほどです。

□責任を持って世話することができますか

　ペットも生き物です。毎日食事し病気にもなります。

□周囲に迷惑がかからないよう配慮できますか

　散歩や餌やり、寝床の清掃等やるべきことはたくさんあります。

　犬はきちんとしつけをしなければ他人を攻撃し

たり吠え続けたりします。逃げ出したペットが人

に危害を加えるかもしれません。猫を放し飼いす

れば他人の所有物を傷つけたり、他人の家に糞を

したりすることもあります。

　どうしても飼うことができなくなったら、必ず

新しい飼い主を探してください。

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

～ペットは責任をもって飼いましょう～

ペットの終生飼養について

　市と市環境衛生推進協議会では、毎年３月に森林環境の保全と水産物豊かな有明海再生を目的に、河川の上流部

に広葉樹を植栽する『海の森　植樹祭』を開催しています。

　今年は柳坂市有林内（七開）に、モミジやケヤキなど約１,０００本の広葉樹を植樹します。終了後はさがの樹

苗木の無料配布なども行う予定です。ご家族やご友人などお誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

お
知
ら
せ

海の森　植樹祭にご参加ください！

と　　き　３月 14 日（土）９時～ 11時 30 分（予定）

集　　合　市役所前　９時

持　参　品　軍手、前うち（平鍬）　※お持ちの人

申込締切　２月 26 日（水）

そ　の　他　荒天候時は３月21日（土）に順延、態度決定

　　　　　は前日夕方に行い連絡します。また、弁当、

　　　　　飲み物はこちらで準備します。

　　　　　　　　農林水産課農山漁村係

☎０９５４（６３）３４１３　℻０９５４（６３）２３１３

申込・問合せ先
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✿おくすりノートを持っていきましょう小児時間外診療・在宅当番医小児時間外診療・在宅当番医
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）

☎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）

☎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）

☎０９５４（６３）１８３８

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

日 在宅当番医 所在地
町立太良病院　　　☎０９５４（６７）００１６
太田医院　　　　　☎０９５４（４３）１１４８
村山小児科　　　　☎０９５４（６３）１１５８
福田医院　　　　　☎０９５４（４３）０５５０

11日
4日

18日
25日

太良町
嬉野市
鹿島市
嬉野市

※変更になる場合がありますので、受診の際は事

　前に杵藤地区消防本部救急医療情報案内また

　は在宅医へ電話で確認してください

　　杵藤地区消防本部救急医療情報案内

　　�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）　☎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

□子育て・相談・教室 場所：保健センター（エイブル１階）

母子健康手帳交付 5・12・19・26 日（水） 10時～10時30分
内　容　手帳交付、説明会
対　象　市内在住の妊婦　※都合の悪い人はお電話ください

備考受付時間開催日行事名

２か月児相談 20 日（木） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談
対　象　令和元年 12 月生まれ

赤ちゃん相談 19 日（水） 13時30分～14時30分
内　容　身体測定、個別相談（健康、栄養、歯科等）
対　象　乳幼児と保護者

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

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

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

２回目フッ化物塗布 27 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 30 年 2 月生まれ（希望者のみ）

□子どもの健診

４か月児健診
（令和元年10月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成30年7月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成28年7月生まれ）

26 日（水）

27 日（木）

13 日（木）

13時10分～13時30分

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、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）

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

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

く ら し
の カレンダーカレンダー２月

February
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　総務課職員係　☎０９５４（６３）２１１３詳しくは

　令和２年度に市役所で事務補助などを行う会計年度任用職員として採用を希望する人の登録を受け付けます。

　必要がある際は、登録した人の中から選考を行います。

会計年度任用職員選考のための登録を受け付けます

職　　種　一般事務、保健師、看護師、土木など

対　象　者　年齢や居住地は問いません。

登録開始日　２月３日（月）

応募方法　市役所３階総務課や市のホームページで配

　　　　　布する専用の『選考登録申請書』に必要事

　　　　　項を記入して、総務課に提出してください。

※雇用条件等は市のホームページに掲載しています❖登録有効期間❖
令和２年４月１日～令和３年３月 31 日

市役所などで
　働いてみませんか
市役所などで
　働いてみませんか

令和２年度市会計年度任用職員を募集します令和２年度市会計年度任用職員を募集します
　令和２年４月１日から新たな臨

時・非常勤職員制度、会計年度任

用職員制度が始まります。

　会計年度任用職員は、地方公務

員法の適用を受ける一般職非常勤

職員となります。

応募方法　市のホームページからダウンロードまたは各提出先に備え付けの採用試験申込書に必要事項

　　　　　を記入して、提出してください。（郵送可、消印有効となります。）

　　　　　郵送先①②　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３－１　鹿島市役所○○課○○係　宛

　　　　　郵送先③　　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２７００－１　鹿島市保健センター　宛

募集期間　２月３日（月）～ 21 日（金）（土・日曜日および祝日を除く）

そ　の　他　詳しくは募集要領をご覧ください。（市のホームページにも掲載します。）

選考方法　面接による選考を行います。

■募集要領および所定様式の備付場所、提出先、問合せ先・・・募集区分①

　福祉課　障がい福祉係（市役所１階）　☎０９５４（６３）２１１９
■試　験　日　３月３日（火）市民交流プラザかたらい

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

すこやか教室での
　療育訓練や保育等

①
すこやか教室
指導員

◆月～金曜日の日勤
◆週４日程度の日勤
※ともに９時～16時

区　分
募集
人員

任用期間 勤務内容 勤務時間・形態 応募資格

令和２年４月１日
　～令和３年３月 31 日

若干名
保育士、看護師、養
護教諭のいずれかの
資格を有する人

■募集要領および所定様式の備付場所、提出先、問合せ先・・・募集区分②

　商工観光課（市役所２階）　☎０９５４（６３）３４１２
■試験日時　後日連絡します

干潟交流館の運営等
②
鹿島市干潟交流館
職員（チーフ）

１日７時間程度
（週 35 時間程度）

令和２年４月１日
　～令和３年３月 31 日

１人
募集要領に定め
る要件を満たし
ている人

■募集要領および所定様式の備付場所、提出先、問合せ先・・・募集区分③

　保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３
■試験日時　後日連絡します

国保特定健診に関す
る事務、保健指導、
その他相談・指導等

③
管理栄養士

９時～17時（休憩あり）
月～金（祝日を除く）

令和２年４月１日
　～令和３年３月 31 日

１人
管理栄養士の資
格を有し、保健
指導ができる人
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　　　　　　　　〒８４９－１３０４　鹿島市大字中村９１７番地２

　　　　　　　　杵藤地区広域市町村圏組合介護保険事務所認定係　☎０９５４（６９）８２２７

応募・問合せ先

選考方法　面接　※日程は後日通知します　　募集期限　２月 20 日（木）　※郵送必着

杵藤地区広域市町村圏組合　介護保険事務所　会計年度任用職員募集杵藤地区広域市町村圏組合　介護保険事務所　会計年度任用職員募集
　履歴書（様式は問いません。写真貼付のこと。）および資格証の写しを応募先に提出してください。

勤務内容 勤務時間・形態 応募資格募集人員

令和２年４月１日
　～令和３年３月 31 日

フルタイム職員
（２人）

認定訪問調査、調査
結果の内容確認など

８時 30分～ 17時 15 分
介護保険事務所での勤務

・杵藤地区広域市町村圏組合構成市町
　に居住している人
・普通自動車運転免許を有する人
・パソコン入力の経験がある人
・保健師、看護師、准看護師、介護支援
　専門員、社会福祉士、介護福祉士の
　いずれかの有資格者で資格取得後
　３年以上の実務経験がある人
・介護保険の認定調査の経験がある人

雇用期間

パートタイム職員
（若干名）

認定訪問調査
８時 30分～ 17時 15 分
自宅、訪問調査先での勤務

❖フルタイム職員 （２人） 募集は、 障がい者を含みます。

　　　　　　　　　　・身体障害者手帳１級から６級までの人　・自力による通勤が可能な人 

　　　　　　　　　　・介助者なしに、適切で安全に職務の遂行が可能な人
応募資格に加えて、次の

要件をすべて満たす人

その他募集情報

一次試験 受　験　資　格 採用予定 職務内容

土　木Ａ
・昭和54年４月２日から平成14年４月１日までに生まれた人

・採用後、鹿島市内に居住できる人
若干名

土木技術、一般行

政の業務に従事

試験区分

◆教養試験

◆専門試験

土　木Ａ【高卒程度】

保健師Ｂ【大卒程度】
保健師Ｂ

・平成元年４月２日から平成10年４月１日までに生まれた人

・保健師資格を保有する人、または令和２年３月31日までに

　保健師資格を保有する見込みの人

・採用後、鹿島市内に居住できる人

保健師、一般行政

の業務に従事
若干名

申込書等の請求　下記のいずれかの方法で入手できます。

　①市役所３階総務課で交付します。

　②申込書類の郵送による請求は、封筒の表面

　　には『採用試験申込書請求』と朱書きし、

　　裏面には『請求された人の住所、氏名』を

　　記入の上、必ず１２０円（返信を速達で希

　　望する場合は４１０円）切手を貼り、宛先

　　および郵便番号を明記した返信用封筒（角

　　形２号：Ａ４サイズ用紙の入る大きさ）を

　　同封して、申込先へ請求してください。

　③市ホームページからダウンロードできます。

受付期間　２月３日（月）～ 21日（金）

　　　　　８時 30分～ 17 時 15 分

　　　　　（土・日・祝日を除く）

　　　　　※郵送の場合は、２月 21日（金）までに

　　　　　　送付してください。　（当日消印有効）

第１次試験

　と　き　３月８日（日）９時 30分集合

　ところ　市役所５階会議室（予定）

　　　　　　　　〒８４９－１３１２

　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　鹿島市役所総務課職員係　☎０９５４（６３）２１１３

申込・問合せ先

令和２年７月採用
鹿島市職員採用試験案内

採 用 情 報
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✿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
☎０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は14ページをご覧ください

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

1 日（土）
2 日（日）
8 日（土）
9 日（日）

11 日（祝）
15 日（土）
16 日（日）
22 日（土）
23 日（祝）
24 日（振休）
29 日（土）

山中鉄工　　　　　　☎（６３）３３４１
鹿島設備工業所　　　☎（６３）３２２８
大隈設備工業　　　　☎（６２）１３０２
マツモト　　　　　　☎（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　☎（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　☎（６３）１６１６
池田設備左官工務店　☎０９０（８４０５）６２９８
宮園電工　　　　　　☎（６３）３１５１
峰松建設　　　　　　☎（６２）２０６８
岡田電機　　　　　　☎（６３）１１６４
鹿島工設　　　　　　☎（６３）１３２３

令和元年１２月３１日現在

鹿島市
－

－ 7 人能古見

－浜

－－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

28,964

13,759

3,371

2,942

2,729

3,430

2,733

13,688

15,276

10,800

5,438

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

48 人 6 世帯

－ 6 人 5 世帯

1,141 世帯 2 世帯

1,007 世帯

1,248 世帯

1,019 世帯

947 世帯

5 人

16 人

13 人

1 人

26 人

22 人

7 世帯

1 世帯

－ 4 世帯

1 世帯

－

－

－

広報かしまはパソコン、スマホからも
見ることができます
URL　http://www.city.saga-kashima.lg.jp

1・8・15・22・29 日（土）、
2・9・16 日（日）、
11・23 日（祝）、24 日（振休）

市役所
保健センター

□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
❖予約・利用料不要

□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。
❖予約・利用料不要

□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
☎０９５４（６３）０８７４

詳しくは

子育て支援センター

�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

16 日（日）

4・18・25 日（火）、16 日（日）
11・23 日（祝）、24 日（振休）

市民交流プラザ
（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

陸上競技場・社会体育館

産業活性化施設
（海道しるべ）

市民球場および蟻尾山グラウンド・ゴルフ場は、芝の
養生のため２/29まで休場

3・10・17 日（月）、
12 日（水）、25 日（火）、27 日（木）

市民図書館

4・18・25 日（火）、12 日（水）

日 在宅当番医 当番薬局
織田病院　☎（６３）３２７５2 日（日） 溝上薬局スカイロード店
納富病院　☎（６３）１１１７9 日（日） アルナ薬局鹿島店
中村医院　☎（６３）９２３４11 日（祝） おおぞら薬局
志田病院　☎（６３）１２３６16 日（日） 溝上薬局北鹿島店
森田医院　☎（６３）３９５６23 日（祝） 西牟田薬局
犬塚病院　☎（６３）２５３８24 日（振休） アルバ薬局

3・10・17 日（月）、
12 日（水）、25 日（火）

3・10・17 日（月）、
12 日（水）、24 日（振休）

□ひろばの集い

10 日（月）

　『親子で足もみ♡
　　触れ合いマッサージ day♪』

27 日（木）

　『記念足形びなを作り♡
　　ひなまつりを祝おう day♪』

時　間　11 時～ 11 時 45 分

場　所　子育て支援センター

対　象　５か月～就学前児と保護者

※詳しくは facebook をご覧ください
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　２月１７日（月）から３月１６日（月）まで、令和元年（平成３１年）分所得税の確定申告および令和２年度

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

付期間内に申告をお願いします。

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

⦿本人の申告により決定されますので、必ずご自身で集計・記載しましょう！

⦿市県民税申告書とお知らせを世帯に１部ずつ送付しています。

　なお、追加で必要な場合は、税務課または地区公民館に用意しています。詳しくは『申告のお知らせ』をご覧ください。

⦿青色申告および消費税申告は行っていませんので、税務署等での申告をお願いします。

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

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

２月17日（月）～19日（水）
市役所５階
大会議室

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

２月 20日（木）
午後からは
能古見全域伏原・下浅浦・中浅浦・上浅浦・中川内・早ノ瀬・

大野・広平・貝瀬・土穴・本城・中木庭
２月 21日（金）

のごみふれあい
楽習館

江福・飯田・龍宿浦・嘉瀬浦・音成２月 26日（水）

大宮田尾・小宮道・東塩屋・西塩屋・母ヶ浦・西葉２月 27日（木）
午後からは
七浦全域

七浦公民館

新方・庄金・南舟津・中町・浜新町・湯ノ峰・野畠・北舟津・八宿２月 25日（火） 浜公民館

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

２月 28日（金） 古枝公民館

本町・乙丸・中村・森・古城３月２日（月）

土井丸・井手・三部・新籠・常広・組方３月３日（火）
午後からは
北鹿島全域

北鹿島公民館

高津原３月４日（水）

西牟田３月５日（木） 午後からは
市内全域

※対象日に来ら
　れなかった人

城内・大手・東町・新町・中牟田・横田３月６日（金）

若殿分・末光・馬渡・執行分３月９日（月）

納富分・井手分・行成３月 10日（火）

小舟津・犬王袋・世間・重ノ木３月 11日（水）

市内全域　混雑が予想されます（２時間以上かかる場合もあります）３月12日（木）・13日（金）・16日（月）

市役所５階
大会議室

対　象　地　区　・　対　象　者受　付　日 会　場

□申告に必要なものは？　申告内容に合わせてご準備ください。

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

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

確定申告・市県民税申告のお知らせ

申告は正しくお早めに！ ３月16日まで

　税務課課税係　☎０９５４（６３）２１１８詳しくは

武雄税務署申告相談日程

◇◇◇武雄税務署からのお知らせ◇◇◇

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

　株式・土地譲渡等の分離所得申告、還付申告等の申告が必要な人

•消費税申告（一般・簡易）

対　象　者 会　場

市役所５階
大会議室

受付日時

２月 26 日（水）
２月 27 日（木）

９時 30 分～ 15時

令和元年（平成３１年）分の申告期限と納期限

⦿所得税および復興特別所得税・贈与税　３月 16 日（月）

⦿個人事業者の消費税および地方消費税　３月 31 日（火）

　武雄税務署　☎０９５４（２３）２１２７詳しくは

税務署等の閉庁日対応【佐賀税務署】

•２月 24 日（振休）　•３月１日（日）
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かんたん！申告チェック

□申告しないと…
　申告が必要な人が申告をしていないと、所得税では

延滞税や加算税などが課せられます。それ以外でも、

国民健康保険税の軽減措置を受けられなかったり、児

童手当・保育所入所・公営住宅入居・事業資金の融資

などに必要な所得証明書などが発行できなかったりし

ますので、ご注意ください。

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

下図の『かんたん！申告チェック』でご確認ください。

　不明な点は市役所税務課にお問い合わせください。

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

いいえ

は　い

は　い

いいえ

は　い

いいえ

は　い

いいえ

は　い

いいえ

市県民税申告は不要です。
税務署から確定申告書の
写しが市へ提出されます。

いいえ

いいえ

は　い

いいえ

は　い

は　い

いいえ

は　い

いいえ

令和２年１月１日現在居住の市（区町
村）で市県民税申告等をしてください。

いいえ

は　い

は　い

いいえ

鹿島市に申告書（写）を提出してくださ
い。　※申告可能

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

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

市県民税申告が必要です。

確定申告が必要です。

いいえ

は　い

いいえ

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

市県民税申告が必要です。
※内容によっては確定申告が必要です。

確定申告が必要です。

市県民税申告が必要です。
※内容によっては確定申告が必要です。

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

市県民税申告が必要です。
※内容によっては確定申告が必要です。

は　い

いいえいいえ

は　い

令和２年１月１日現在、
鹿島市内に居住していま
したか？

令和元年（平成 31年）中
に収入がありましたか？

所得税の確定申告書
（還付申告を含む）を提出
しますか？

給与収入がありますか？

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

給与収入のみですか？

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

令和２年１月１日現在、
鹿島市内に別荘・事業所
を所有していましたか？

鹿島市内に居住する親族
の扶養控除の対象になっ
ていますか？

国民健康保険・後期高齢
者医療保険の加入者です
か？

年金収入がありますか？

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

年金収入のみですか？

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

年金・営業・他事業・不
動産・農業・保険満期・
一時・土地等の譲渡・雑
（個人年金）等の所得が
20 万円以下ですか？
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　一定額を前払い等した人に対して、マイナンバーカードを活用したポイント（マイナポイント）の付与が、

令和２年９月から令和３年３月まで行われる予定です。キャッシュレスで２万円分のチャージまたはお買い物

をすると、5,000円相当分のマイナポイントが付与されます。

　利用するためにはマイナンバーカードの取得、マイキーＩＤの設定をしたうえで民間キャッシュレス決済手

段（○○ペイ等）への申込みが必要です。

　鹿島市では、マイナンバーカードの取得から民間キャッシュレス決済手段の手続きまで支援を行います。

　この機会にぜひマイナンバーカードを作成してください。

マイナンバーカード

表面には住所・氏名・生年月日・性別、裏面

に 12 桁のマイナンバーが記載れています。

　マイナンバーカード（右図）とは、顔写真が掲載されたプラスチック

製のカードです。マイナンバーカードの申請方法は、①通知カードにつ

いている交付申請書による方法と、②市役所市民課窓口での職員による

申請補助があります。

　①　郵便またはパソコン・スマートフォン等による申請ができます。

　②　市民課窓口で市職員が写真の撮影から申請までを行います。

　申請後、約１カ月でマイナンバーカードが市役所に届きます。市役所

からマイナンバーカード受け取りのお知らせをしますので、事前に電話

予約をしてから本人が受け取りに来てください。
※受け取りの際は、本人確認書類（免許証等）と印かんを持参してください。

マイナンバーカードの取得Ｓｔｅｐ１

　取得したマイナンバーカードを行政サービスや民間サービスで利用するために、マイキーＩＤの設定を行い

ます。設定は、マイナンバーカード用のカードリーダーまたは読み取り可能なスマートフォンを所持していれ

ば個人でもできますが、市役所１階市民課で設定の支援を行います。

マイキーＩＤの設定Ｓｔｅｐ２

　マイナポイント申込みページで利用する民間キャッシュレス決済手段（○○ペイ等）１つを選択し、申込み

を行います。その後、通常の前払いまたは物品の購入を行うことで、最大5,000ポイント（20,000円分の前払

い等）が付与されます。なお、民間キャッシュレス手段への申請方法については、現在、国で検討されている

段階です。今後、分かり次第お知らせします。

民間キャッシュレス手段への申請（令和２年７月～）※詳細は国で検討中Ｓｔｅｐ３

マイナンバーカードの申請・交付に関すること

　市民課　☎０９５４（６３）２１１７詳しくは

マイナンバーカードを活用した消費活性化策に関すること

　企画財政課　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

マイナンバーカード作成でマイナポイントが利用できますマイナンバーカード作成でマイナポイントが利用できます
マイナンバーカードを活用した消費活性化策マイナンバーカードを活用した消費活性化策
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このごみどの袋・世界湿地の日

No.153

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

水切りで
　ごみも
　臭いも
　すっきり！

水切りで
　ごみも
　臭いも
　すっきり！

　　　　ご　　み

ＧＯＭＩのこばなし⑦
　　　　ご　　み

ＧＯＭＩのこばなし⑦

　生ごみの約８０％は水分です。

　平成３０年度にさが西部クリーンセンター

へ出された可燃ごみに占める水分は約４０%、

重さは約２２ ,０００ t でした。これを２５ m

プールの水の重さと比べると約４５倍になり

ます。生ごみの水分は、腐敗や悪臭の主な原

因です。ごみを出す前に水分を減らす工夫を

しましょう。

生ごみは・・・

水に濡らさない！
しぼる！
乾かす！

地球温暖化防止
さが西部クリーンセンターで

のごみ処理効率やごみ収集車

の運搬効率が向上し、ＣО２の

排出量を削減できます。

地球温暖化防止
さが西部クリーンセンターで

のごみ処理効率やごみ収集車

の運搬効率が向上し、ＣО２の

排出量を削減できます。

嫌な臭いが減る
野菜くずは腐りにくくなり、

自然乾燥すると悪臭の発生

を抑えることができます。

嫌な臭いが減る
野菜くずは腐りにくくなり、

自然乾燥すると悪臭の発生

を抑えることができます。

軽くなって
ごみ出しもラクラク
水切りで生ごみの約１０％

を減らすことができます。

軽くなって
ごみ出しもラクラク
水切りで生ごみの約１０％

を減らすことができます。

水分８０％

厨房から出る
　　ごみなど
厨房から出る
　　ごみなど

生ごみの
水分割合

　１９７１年２月２日にラムサール条約が採択されたことを記念し

て、ラムサール条約事務局は毎年２月２日を『世界湿地の日』とし

て定めています。

　今年の世界湿地の日のテーマは『湿地と生物多様性』です。湿地

には絶滅の危機にさらされている生物がたくさんいます。湿地は生

物にとってなくてはならない存在であり、生物も湿地の循環に寄与

しています。

　市ではこの時期、市内の小学生を対象に、ラムサール条約登録湿

地である肥前鹿島干潟で野鳥観察会を行っています。観察会ではズ

グロカモメ、クロツラヘラサギ、ツクシガモなどの絶滅危惧種を多

く観察することができ、子どもたちにとって鹿島の自然の豊かさを

再認識する貴重な機会となっています。

　環境下水道課ラムサール条約推進室　☎０９５４（６３）３４１６詳しくは

世界湿地の日　World Wetlands Day世界湿地の日　World Wetlands Day

２月２日は

世界湿地の日です

クロツラヘラサギクロツラヘラサギ
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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

“no pain no gain”
この表現は、「苦労なくしては利益はない」

　（得られるものはない・苦は楽の種）という意味で使われます。

No.170

スティーブン先生

☆Filipino Words☆
（フィリピンの言葉）

　　　ドクトル　　　　　　　　　　　　　　　　　パグアーラル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サキト

Doktor：医者　　　Pag-aaral：勉強する　　　Sakit：痛み

Drake:

Josh:

I want to become a doctor when 
I grow up, but studying for exam 
is so hard.
Yes, the exam is very hard, but no 
pain no gain.

（ドレイク）

（ジョシュ）

大きくなったら医師になりたいんだ。

でも、試験のための勉強が大変なんだ。

そうだよ。試験はとても難しいさ。苦労なく

しては得られるものはないよ。

Selena:

Miley:

I want to compete in the Tokyo 
Olympics, but training for it is so 
difficult.
I understand, but no pain no gain.

（セレーナ）

（マイリー）

東京オリンピックに参加したいの。

でも、トレーニングはとても大変なの。

そうよね。でも苦労しないと得られないよね。

学 校 だ よ り

古枝小学校

No.273

　午前中は、林業体育館での開会行

事と学習発表会が行われました。

　学習発表会では、地域の方々へ感

謝の気持ちと学習したことを伝える

場として、全学年が工夫を凝らした

発表を行いました。

（学習発表内容）
１年生：劇『サラダで元気』

２年生：劇『名前を見てちょうだい』

　　　　替え歌『ふるさと』

３年生：劇『古枝よかとこ発見隊』

４年生：劇『未来のためにできること』

５年生：プレゼン発表

『防災学習から学んだこと～災害から身を守る～』

６年生：プレゼン発表

『古枝のまちづくりについて学んだこと・考えたこと』

　午後のふれあい祭りでは、１～３

年生、４～６年生で縦割りグループ

を作り、催し物を回る順番の計画を

グループで立てて参加しました。

　いつもは６年生がリーダーですが、

この時は、３年生もリーダーとして

下級生のお世話をします。

　子ども達が地域の行事にも積極的

に参加することで、地域の活性化に

つながっています。ふるさと古枝を

愛し、ふるさとを大切にする子ども

を育てるための大切な行事として、

今後も工夫を重ねながら継続してい

きたいと思います。

　１２月１日、学習発表会を行いました。古枝地区では、例年１２月の第１

日曜日に学校の『学習発表会』と地区の『ふれあい祭り』を合同で開催して

います。

地域と共に創る学校
～学習発表会・ふれあい祭り～
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エイブルからのお知らせなど

⦿エイブル倶楽部会員、入会要項
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
☎０９５４（６３）２１３８
℻０９５４（６３）３４２４
http://kashima-able.com/

詳しくは

市民図書館　☎０９５４（６３）４３４３詳しくは

□雑誌ふろくプレゼント

　応募用紙におすすめ本を書いてくれた人の

中から抽選で雑誌の付録をプレゼントします。

と　き　２月１日（土）～ 19 日（水）

ところ　図書館内

当選者発表　３月４日（水）～ 25 日（水）

※当選された人は発表期間内に図書館でお受け取りください。

□読み語りボランティア講座《参加無料》

初級編　２月 16 日（日）14時～ 16 時

　場所　エイブル２階音楽スタジオ　講師　図書館職員

応用編　３月１日（日）14 時～ 16時

　場所　エイブル３階研修室Ａ　講師　白根恵子さん（佐賀女子短期大学名誉教授）

定　員　15 人　※初級・応用ともに参加可能な人優先

　床の間コーナーでは、鹿島の６地区ご

とにその歴史・文化・人物などを紹介す

る『かしま再発見』展の４回目として、

浜地区の展示を行っています。

　浜地区は、多良岳山麓・有明海・佐賀

平野が交わる結節として、古来より人々

や情報・モノが活発に往来する一大拠点

として栄えた地区です。

　第２期は、人々やモノの往来が生み出

してきた浜の歴史や泰智寺を中心とした

鹿島の曹洞文化などを紹介します。

　第２期展示　３月１日（日）まで

市　民
図書館 図書館からのお知らせ かしま再発見～浜編～床の間

コーナー

に行ってみよう

申込受付中
（電話・カウンター受付）

玉川奈々福・三遊亭王楽　二人会第10回
えいぶる事業

唸って、語って、たっぷりと
　初めてでも楽しめる！浪曲と落語　二席ずつ！
と　　き　２月 15 日（土）開演 14時（開場13時 30 分）
と　こ　ろ　エイブルホール　全席指定　◆販売中◆
料　　金　大人 2,500 円　高校生以下 1,000 円
※会員各 500 円引き　※当日各 500 円増し 三遊亭王楽玉川奈々福

©御堂義乘©御堂義乘

第１０回～１１回えいぶる事業については、前売券完売の場合、当日券販売はありません

森麻季ソプラノリサイタル第11回
えいぶる事業

美しき歌姫、心に沁みる愛の歌　★ピアノ：山岸茂人

と　　き　３月１日（日）開演 14 時（開場13時 30 分）
と　こ　ろ　エイブルホール
　　　　　全席指定　◆販売中◆
料　　金　大人 3,000 円　高校生以下 1,500 円
※会員各 500 円引き　※当日各 500 円増し

©Yuji Hori©Yuji Hori

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

20 人
書道教室～入門編～　《夜コース》
～とめ、はね、はらい、作品づくりまで～

永池　守
（エイブル館長）

２月４日～７月 28日
[ 火曜日　全 12 回 ]
19 時 30 分～ 21 時

エイブル３階
研修室Ａ

20 人
エイブル２階
調理実習室

公開講座
５色の野菜のパワー de ワンプレート
～春野菜でルンルンランチ～

松尾　久美子さん

500 円／１回
テキスト代 500 円程度

20 人
ゼロから始める大人のための
　　　脳トレ英会話《夜コース》②

３月 12日～８月 20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
新規の人のみテキスト代実費

田中　勝子さん

20 人
エイブル３階
研修室Ａ

韓国語教室②　～初級編～
２月５日～７月 15日
[ 水曜日　全 12 回 ]
19 時 30 分～ 21 時

500 円／１回
テキスト代 2,400 円程度

　キム　　　キョンスク

金　慶淑さん

２月 27 日（木）または
２月 29 日（土）のどちらか

10 時～ 12 時

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

20 人
エイブル３階

研修室
リズムダンス教室

３月４日～６月 17日
[ 水曜日　全 12 回 ]
13 時 30 分～ 15 時

500 円／１回萩原　ひとみさん
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　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では、料理教室を

開催しています。市内在住であればどなたで

も参加できますので、希望する人は保健セン

ターまでお申し込みください。

と　　き　２月 19 日（水）10時～ 14 時

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

参　加　費　300円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾

申込期限　２月 12 日（水）

食改さんの料理教室食改さんの料理教室

　四種混合予防接種とは、百日咳、ジフテリア、破

傷風、ポリオを予防するためのワクチンです。接種

回数が多いので、忘れないように注意しましょう。

対　象　者　３か月～７歳６か月未満

接種回数　４回　※第１期初回（３回）接種後、

　　　　　　　　　１年あけて追加（１回）を接種

四種混合予防接種四種混合予防接種

　レディースデー検診は、スタッフが全員女性で対応

します。今年度最後の検診になりますので、ぜひ受診

してください。

　希望する人は保健センターまでお申し込みください。

と　　き　２月６日（木）

　　　　　受付 13 時 30 分～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

対　象　者　子宮頸がん検診：20 歳以上の女性

　　　　　乳がん検診：40 歳以上で昨年度未受診の女性

　　　　　※乳がん検診は先着55人で締め切ります

料　　金　子宮頸がん検診：1,100 円

　　　　　乳がん検診：40 歳代 1,200 円、50 歳以上 700 円

　　　　　※市民税非課税世帯・生活保護世帯・

　　　　　　後期高齢者医療制度被保険者は無料

子宮がん・乳がん
　レディースデー検診
子宮がん・乳がん
　レディースデー検診

　風しんの公的接種を受ける機会がなかった男性を対象に、風しんの抗体検査および定期接種を実施します。

対　象　者　次の①②および抗体検査または予防接種のそれぞれの要件を満たしていること

　　　　　①検査日時点または接種日時点で鹿島市に住民票があること

　　　　　②昭和37年４月２日～昭和54年４月１日の間に生まれた男性

❖令和元年度は、昭和47年４月２日～昭和54年４月１日生まれの男性にクーポンを送付しています。

　それ以外の人は希望者のみクーポンを発行しますので、保健センターへお問い合わせください。

実施期間　令和元年７月１日～令和２年３月31日

費　　用　抗体検査・予防接種ともに無料

　　　　　※対象者であってもクーポン券がないと無料で受けることができません。

＜委託医療機関＞

　厚生労働省ホームページ『風しんの追加対策について』の一覧をご確認ください。

＜医療機関に持参するもの＞

　◉本人確認書類（保険証、運転免許証など住所、氏名、生年月日等本人確認ができるもの）

　◉クーポン券（通知に同封）

　◉抗体検査結果書類（予防接種時に抗体検査結果票などの結果がわかる書類）

　◉抗体検査［抗体検査受診票］　予防接種［予防接種予診票］（ともに通知に同封）

風しん第５期定期接種を受けましょう風しん第５期定期接種を受けましょう
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　ヒトパピローマウイルス（HPVワクチン）は、平成２５年度より厚生労働省で定期接種と認められているものの、

接種後に出現する痛みや運動障害などの副作用について、現在専門家の間で検討中であり、積極的な勧奨が差し

控えられています。しかし、接種を中止するものではないため、希望される人は接種することができます。

　接種にあたっては有効性とリスクを理解したうえで受けてください。

　対　象　者　小学６年生～高校１年生相当年齢の女子（標準的な接種時期：中学１年生）

　実施場所　県内の予防接種実施医療機関　※接種の予約などは、直接、各医療機関に問合せてください。

　持　参　品　母子健康手帳、予診票、委任状（保護者が同伴しない場合）

　自己負担額　無料　※ただし、対象年齢を過ぎて接種する場合は、任意接種（自己負担）となります。

❖詳しくは市のホームページに公開している

　リーフレットをご覧ください
　『HPVワクチンの接種を検討しているお子様と保護者の方へ』

　『HPVワクチンを受けるお子様と保護者の方へ』

　『子宮頸がん予防ワクチンの接種を受ける皆様へ』

【HPVワクチンの効果】
　子宮頸がんはヒトパピローマウイルス（HPV）

の感染が原因で起こります。HPVに感染しても多

くの場合は自然に排除されますが、感染が続くと

その一部が前がん病変になり、悪化することで子

宮頸がんを発症するといわれています。そのため、

ワクチンを接種してウイルスを防ぐことで、子宮

頸がんを予防できると考えられています。

【ワクチン接種後に起こりえる症状】
　主なものは、接種部位の痛みや腫れです。その

他に、接種部位のかゆみや出血、不快感、疲労感、

頭痛、腹痛、筋肉痛や関節の痛み、じんましん、

めまいなども報告されています。

　保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

子宮頸がん予防ワクチン（ヒトパピローマウイルスワクチン）について子宮頸がん予防ワクチン（ヒトパピローマウイルスワクチン）について

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

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

するお知らせ』として、１月末に郵送しています。

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

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

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

詳しくは

□通知の対象となる人

　該当月に処方された先発医薬品をジェネリック医薬

品に切り替えた場合に、１カ月あたりの自己負担額の

軽減が一定額以上見込まれる人が対象となります。

（必ずしも全員に届くわけではありません）

□通知の記載内容

◉薬代にかかった金額のみ表示しています。

　実際の窓口での支払いには、技術料・管理料など、

　別費用が含まれていることがあります。

◉ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる

　可能性があることをお伝えするもので、切り替えを

　強制するものではありません。

□通知書に関するお問い合わせ専用窓口

『国民健康保険中央会コールセンター』を設けていま

す。通知書裏面にコールセンターのフリーダイヤルが

記載されていますので、ご利用ください。

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

　家屋を増築した場合も固定資産税

の課税対象となり、税額を計算する

ため家屋評価を行う必要があります。

また、改築した場合も課税対象とな

ることがありますので、不明な点が

ありましたら事前に税務課までお問

い合わせください。

⦿増築したとき

　家屋の床面積を増加させた場合は、面積

にかかわらず課税対象です。

⦿サンルームを増築したとき

　地面に定着し、屋根・周壁などにより風

雨をしのげる状態であれば課税対象です。

⦿改築したとき

　基礎、柱などの骨組みだけを残して大幅

に改築したような場合は、課税対象です。

❖ここでいう『改築』とは、通常の

　維持管理（クロスの張り替えや畳替

　えなど）の範囲を超え、家屋の価

　値を高め、またはその耐久性を増

　すようなものをいい、建築基準法

　の『改築』の区分と異なります。

※詳しくは市ホームページに掲載しています

詳しくは　税務課課税係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１８

　青色申告を行う農業者（個人・法

人）は収入保険に加入できます。

　収入保険は、全ての農産物を対象

に自然災害や価格低下などによる収

入減少を補償する保険です。お問い

合わせは連合会または最寄りの農業

共済組合へご相談ください。

詳しくは　鹿島藤津農業共済組合

　　　　　☎０９５４（６２）２７３９

増築・改築をした家屋の
固定資産税の評価について

件　名 １時間 効力発生日

佐賀県最低賃金 790円 令和元年10月４日

地域別最低賃金

件　名 １時間 効力発生日

一般機械器具製造業関係 867円 令和元年12月29日

電気機械器具製造業関係 836円 令和元年12月22日

陶磁器・同関連製品製造業 791円 令和元年12月７日

特定（産業別）最低賃金

賞与、時間外手当、通勤手当、家族手当、精皆勤手当等は含まれません。

詳しくは　佐賀労働局労働基準部賃金室　☎０９５２（３２）７１７９

佐賀県の最低賃金が改正されました

～青色申告を始めましょう～

農業者の収入保険について

情報掲示板　◇　お知らせ

詳しくは　企画財政課秘書広報係　☎０９５４（６３）２１１４

令和元年１２月分の市長交際費を公表します

12月２日 20,000円 女子全国高校駅伝競走大会出場（選手２人）

34,280円 令和元年度（平成 31 年度）累計　419,705 円合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

12月６日 3,780円 年賀状 60 枚
12月10日 5,500円 名刺印刷代
12月25日 5,000円 鹿島市区長会親睦ゴルフ大会市長賞

餞　別

その他

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　☎０９５４（６３）２１０４

２月 20 日（木）

21 日（金）

27 日（木）

29 日（土）

３月 2 日（月）

3 日（火）

4 日（水）

5 日（木）

7 日（土）

9 日（月）

11 日（水）

12 日（木）

13 日（金）

16 日（月）

17 日（火）

18 日（水）

19 日（木）

20 日（祝）

24 日（火）

～26日（水）

～28日（金）

～３月１日（日）

～ 6日（金）

～ 8日（日）

～10日（火）

～15日（日）

～23日（月）

開会、会議録署名議員の指名、会期の決定、

議案の一括上程（市長提案理由説明）

休会

議案審議、質疑、討論、採決

休会

常任委員会

休会

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

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～

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
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情報掲示板　◇　お知らせ・募集

　

　国民健康保険・後期高齢者医療の

被保険者が亡くなられた場合、その

葬祭を行った人（喪主）に対し、申

請により葬祭費（３万円）を支給し

ています。

　詳しくはお問い合わせください。

※葬祭を行った日から２年を経過す

ると、時効により支給ができなくな

りますのでご注意ください。

詳しくは　保険健康課国保係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２０

　興味がある人や応募される人は、

公募に関する詳細な条件等を明記し

た『鹿島市庁舎売店運営事業者公募

要領』を入手してください。公募要

領は、市ホームページでダウンロー

ドしていただくか、市役所３階の総

務課で配布します。公募要領をよく

ご確認の上、所定の様式で募集期限

までに応募してください。

対　　象　市内の法人、団体または個人

運営内容　売店の営業

施設概要　庁舎北側食堂棟１階約７㎡

営業日時　平日９時～17時

販売品目　佐賀県証紙・収入印紙

　　　　　※その他の品目も販売可

費用負担　行政財産目的外使用料、電気料金等

期　　間　４月～令和３年３月

　　　　　（毎年度更新）

募集期限　２月 25日（火）17時必着

詳しくは　総務課総務係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１１

令和元年１２月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

※（　　）内は前年比　　❖守ろう交通ルール　高めよう交通マナー　

□交通スローガン　運転者向け　スマホより　横断歩道の　僕を見て

　　　　　　　　　歩行者・自転車向け　夕暮れの　一番星は　反射材

　　　　　　　　　こども部門　しっかりと　止まってかくにん　横だん歩道

詳しくは　鹿島警察署交通課　☎０９５４（６３）１１１１

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

5,040 件（－685）
258 件（－070）
139 件（－032）

6,713 人（－829）
331 人（－110）
181 人（－044）

34 人（ 04）
1人（ 00）
1人（ 00）

20,475 件（－548）
1,167 件（＋051）
611 件（＋041）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

　各大学、大学院、短期大学別の

コーナーを設け、学習方法や受講手

続きについて相談を受け付けます。

（参加申込不要・入場無料・入退場自由）

と　　き　２月 16 日（日）11 時～ 16 時

と　こ　ろ　エルガーラ８階ホール

　　　　　（福岡市中央区天神１－４－２）

対　　象　一般および高校生

詳しくは　私立大学通信教育協会

　　　　　☎０３（３８１８）３８７０

■各種作業の注文をお受けします

　『農作業』『庭木の剪定』『はがき書

き』など、お気軽にご相談ください。

■畑や家庭菜園などにＥＭ入り有機チップ

　の堆肥はいかがですか？配送もできます

　剪定した枝葉をチップ化し、それ

にＥＭ菌を混ぜて発酵させました。

この堆肥を使いやすい「袋詰め」やト

ラック「バラ積み」で販売しています。

■各種刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソーなど

と　　き　２月 20 日（木）８時 30 分～

※当日都合がつかない人は、前日までに

　センターへご持参ください。

■会員を募集しています

対　　象　60歳以上または今年３月

　　　　　までに60歳になる人

説　明　会　２月 20 日（木）９時 30 分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

※説明会はセンターでも随時行っています

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　☎０９５４（６３）０９７０

募　集

　今年も夜桜ボンボ

リを行います。ボン

ボリは大手門から赤

門にかけての花のト

ンネルや、公園内に

設置します。

　ボンボリ設置に協賛いただける市

内の企業や団体を募集します。

設置期間　３月下旬～４月上旬ごろ

募集期間　２月３日（月）～先着

詳しくは　鹿島市観光案内所

　　　　　（鹿島バスセンター１階）

　　　　　☎０９５４（６０）５１４５

　詳細はお問い合わせください。

入試区分　①一般入試　②社会人入試

　　　　　③施設推薦入試

募集人員　①～③合わせて 40 人

受験資格

　①中学校卒業（見込み）以上の者

　②高等学校を平成 30 年３月以前に卒業の者

　③医療・福祉施設に継続勤務１年以上で施

　　設長の推薦がある高校卒業（見込み）の者

出願期限　２月６日（木）

入　試　日　２月９日（日）

合格発表　２月 13 日（木）

試験科目　

①　国語、数学、集団面接・討議

②③作文、集団面接・討議

請求・問合せ先　

　〒８４９－１３１１　鹿島市大字高津原８１３

　鹿島看護学校

　☎０９５４（６３）３９６９

国保・後期高齢者医療
葬祭費の支給制度について

大学通信教育合同入学
説明会のご案内

◉市税集合徴収分
◉介護保険料
◉後期高齢者医療保険料の
第９期の口座振替日は

２月２８日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

市役所売店の
運営事業者を募集します

ご活用ください！
シルバー人材センター

旭ヶ岡公園桜まつり
夜桜電飾ボンボリ協賛募集

⇦携帯電話から

　パソコンから⇩
鹿島看護学校 検索

鹿島看護学校
令和2年度生徒募集
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対　象　者　求職者

訓練期間　４月３日（金）～

　◇ものづくりベーシック科　４カ月

　◇電気設備施工科　６カ月

受　講　料　無料（別途テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期限　２月 28 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

　　　　　☎０９５２（２６）９５１６

講習会・教室

　３月に開催予定の花と酒まつりで

行われる『生け花教室』『杉玉作り

体験』の参加者を募集します。

■生け花教室

　と　　き　３月 28 日（土）

　と　こ　ろ　中町公民館前

　定　　員　先着 30 人

　参　加　費　200 円（材料費）

■杉玉作り体験

　と　　き　３月28日（土）・29日（日）

　と　こ　ろ　中町公民館前

　定　　員　各日　先着 20 人

　参　加　費　500 円（材料費）

詳しくは　浜公民館（要申込）

　　　　　☎０９５４（６２）２５３４

　経験がない人でも楽しく参加でき

るプログラムを準備しています。

と　　き　２月 16 日（日）

　　　　　９時～ 12 時、13 時～ 16 時

と　こ　ろ　市民体育館

対　　象　小学１年生～４年生

参　加　費　無料

持　参　品　ラケット（貸出あり）、体育館用シューズ

申込・問合せ先　

　鹿島市体育協会（鹿島市陸上競技場内）

　☎・℻０９５４（６２）３３７９

　キャッシュレス決済の手段や使え

る店舗の探し方、ポイント還元につ

いて説明します。

と　　き　２月 13 日（木）11 時～ 12 時

と　こ　ろ　かたらい３階大会議室

参　加　費　無料

詳しくは　商工観光課商工労政係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１２

　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

軽に立ち寄ってみませんか。

　今回は『認知症の

治療的ケア』につ

いてのミニ講義や、

エコたわし作りも

行います。

と　　き　２月 19 日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル２階和室　　　

参　加　費　無料

詳しくは　地域包括支援センター

　　　　　☎０９５４（６３）２１６０

　精神障がい者の家族や支援者を対

象に、精神疾患についての知識や接

し方などを具体的に学ぶ講座です。

と　　き　２月 21 日（金）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室Ａ

参　加　費　無料

詳しくは　杵藤保健福祉事務所

　　　　　☎０９５４（２２）２１０５

『依存症は回復可能な病気である』

をテーマに、お酒、ギャンブル、薬

物等の依存症についての体験談や、

専門医による講演会を開催します。

と　　き　２月 16 日（日）

　　　　　12 時 30 分～ 16 時 30 分

と　こ　ろ　西九州大学神埼キャンパス

参　加　費　無料

詳しくは　佐賀県精神保健福祉センター

　　　　　☎０９５２（７３）５０６０

イベント

　肥前鹿島干潟の見学や野鳥観察を

しながら、ゆっつら～と歩いてみま

せんか。豚汁やおみやげもあります。

と　　き　３月７日（土）※小雨決行

　　　　　９時受付　９時 30 分スタート

　　　　　約８km のコース

集合場所　北鹿島公民館

定　　員　先着 30 人

参　加　費　500 円

持　参　品　飲み物、帽子、タオルなど

申込期限　３月２日（月）

※電話、ＦＡＸまたはＥメールでお申込みください

申込・問合せ先　北鹿島公民館

　☎・℻０９５４（６２）２０１４

　kita-kou@po.asunet.ne.jp

　鹿島酒蔵ツーリズム®のプレイベ

ントとして、太良町の温泉旅館『鶴

荘』で行われるイベントとの共催で

『鹿島・嬉野の日本酒と太良の海の

幸・山の幸を楽しむ会』を開催しま

す。鹿島・嬉野９蔵の日本酒を楽し

みながら太良町自慢の海の幸、山の

幸をお楽しみください。

と　　き　３月１日（日）

　　　　　13 時（受付開始）～ 16 時

と　こ　ろ　鶴荘（太良町）

参　加　費　6,000 円

詳しくは　肥前路南西部広域観光協議会

　　　　　事務局（太良町観光協会内）

　　　　　☎０９５４（６７）００６５

と　　き　２月 23 日（祝）13 時～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

講　　師　高橋　研一さん

　　　　　（鹿島市民図書館学芸員）

参　加　費　無料

詳しくは　佐賀錦紗綾の会　井手

　　　　　☎０８０（２７７０）２０６６

◆祐徳稲荷神社　節分祭　３日（月）

◆祐徳稲荷神社　初午祭　９日（日）

家族講座のご案内

依存症フォーラム

生け花教室　杉玉作り体験
参加者募集

2020北鹿島
ゆっつら～とウォーク

鹿島酒蔵ツーリズム®2020プレイベント

日本酒の会

情報掲示板　◇　講習会・教室・イベント

令和2年4月期
職業訓練受講生募集

定員募集訓練科

も の づ く り ベ ー シ ッ ク 科 １５

電 気 設 備 施 工 科 １５

キャッシュレス使い方講座

かしまオレンジカフェ
認知症カフェ・介護者のつどい

　　　ジュニア

Jr. バドミントン体験教室 佐賀錦紗綾の会　講演会

鹿島錦を育てた４人の鹿島鍋島藩の夫人達

その他のイベント
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相　談

　不動産の相続・贈与などの手続き

に関する相談を始め、不動産や会社

の登記、債務整理、裁判手続きなど、

いろいろな相談をお受けします。

と　　き　２月 11 日（祝）

　　　　　10 時～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

そ　の　他　当日は電話相談も受け付けます

　《専用ダイヤル》

　　☎０９５２（２９）０６３５

詳しくは　佐賀県司法書士会

　　　　　☎０９５２（２９）０６２６

　借り入れやローン返済の債務整理

など、相談員が面談に応じます。

と　　き　２月 19 日（水）

　　　　　３月 18 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

　☎０９２（４１１）７２９１

と　　き　２月 16 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

申込・問合せ先（要申込、電話での相談可）

　佐賀県労働者福祉協議会

　ライフサポートセンターさが

　☎０１２０（９３１）５３６

◆無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　13 日（木）受付 13 時～ 14 時

　（先着６人［１人 30 分以内］）13 時 30 分開始

　※行政相談と同時開催

　27 日（木）受付９時 30 分～ 10 時 30 分

　（先着６人［１人 30 分以内］）10 時開始

　総務課 ☎（６３）２１１１

◆行政相談（市民優先）　市役所５階

　13 日（木）受付 13 時～ 14 時 30 分　13 時開始

　総務課 ☎（６３）２１１１

◆厚生年金・国民年金相談

　４・18 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

　新世紀センター２階会議室１

　要予約　武雄年金事務所☎０９５４（２３）０１２１

◆消費生活相談　新世紀センター２階会議室

　毎週月・金曜日（24 日を除く）

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

◆人権相談　かたらい３階健康相談室

　６日（木）10 時～ 15 時

◆介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

◆こころの健康相談（臨床心理士対応）

　19 日（水）９時 30 分～ 12 時

市役所５階第５会議室

　要予約　福祉課 ☎（６３）２１１９

◆発達障害児（者）専門相談

　25 日（火）10 時～ 16 時　要予約

市役所５階第７会議室

　NPO 法人それいゆ☎０９５２（３７）０２５０

◆土地・建物に関する無料相談所

　25 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

市役所５階第６会議室

　都市建設課 ☎（６３）３４１５

◆住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　８日（土）10 時～ 12 時

◆納税相談（10 人程度）　税務課

　19 日（水）９時～ 16 時

　要予約　税務課 ☎（６３）２１１８

◆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）

　21 日（金）13 時～ 16 時　かたらい３階会議室

　社会福祉協議会 ☎（６２）２４４７

◆生活お困りごと相談（要予約）

　月曜日～金曜日９時～ 17 時　かたらい３階

　生活自立支援センター（社会福祉協議会内）

　　　　　　　　 ☎（６２）２４４７

弁護士による
無料法律相談会

多重債務無料出張相談会

その他の相談

情報掲示板　◇　相談

　市では、土地利用の適正化を図るため、公共施設が集約する市役所一帯の公用地についての用途地域の一部変更

と特別用途地区を決定しました。これにより、市庁舎や新世紀センターなどの公共公益施設拠点性を高め、施設の

連携や機能維持と充実、災害時の機能強化に繋げることができます。　❖都市計画図書縦覧場所　都市建設課

都市計画の用途地域等の一部変更について

　都市建設課都市計画係　☎０９５４（６３）３４１５詳しくは

第二種住居地域第二種住居地域

第一種住居地域第一種住居地域

第一種・第二種居住地域
主に居住の環境を保護する

ため定める地域

建ぺい／容積率　60％／200％

変更前

近隣商業地域
近隣の住宅に日用品の供給

を主とした商業など利便性

を増進するため定める地域

建ぺい／容積率　80％／200％

特別用途地区（公共公益施設地区）内は、

一部の建築物に制限がかかります

特別用途地区（公共公益施設地区）内は、

一部の建築物に制限がかかります

近隣商業地域近隣商業地域

変更後

変　更

計　画　図

※詳しくは市ホームページをご覧ください

～九州・沖縄地区相続登記相談会～

司法書士による県下一斉無料法律相談会
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TopicsTopics まちの話題

善行紹介　ご寄附をありがとうございます

　１月２７日、佐賀西信用組合様からご

寄附をいただきました。

　この寄附は、佐賀西信用組合様が平成

３０年１月から地域貢献につながる取り

組みとして企画されたもので、今回で３

回目になります。

冬の風物詩　ふな市

１月１９日早朝、浜町酒蔵通り

で３００年以上続く冬の風物詩

『ふな市』が開催されました。

会場では、活きのいい鮒の販売

や『ふなんこぐい』の試食など

さまざまなイベントが催され、

二十日正月用に鮒を買い求める

家族連れや珍しいふな市の様子

を写真に収める人など、市内外

からのたくさんの人でにぎわい

ました。

クロカンフェスタｉｎかしま

　１月１８日・１９日、鹿島市陸上競技場

のクロスカントリーコースを舞台にクロカ

ンフェスタが開催されました。

　市内の小学生や企業などがそれぞれに

チームを組み、たすきをつなぎながらレー

スを繰り広げました。

　コース周辺ではたくさんの家族や仲間が

声援を送っていました。

　市では寄附を活用して新生児へ鹿島

市産のヒノキを使用したフォトフレー

ムを贈呈しています。フォトフレーム

には「ヒノキのようにたくましく、美

しく、健やかに育ってほしい」という

願いが込められています。

鹿島市消防出初め式　－災害のない１年を願って－

　１月５日、中川グラウンドで鹿島市消防出初め式が開催され、

消防署員・消防団員約４５０人が服装点検や分列行進などを行い

ました。式典では、優良分団・部・個人の表彰も行われ、それぞ

れの功労が讃えられました。

　式典終了後は、中川

で祝賀一斉放水が行わ

れ、新しい年の門出を

祝うとともに、消防関

係者は今年１年間の活

動に対しての決意を新

たにしました。


