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明るい一年に

　なりますように

明るい一年に

　なりますように

しめ縄づくりしめ縄づくり
写真写真

　明けましておめでとうございます。

　今年が皆さんにとって豊かで穏や

かな年でありますように…

　写真は、昨年１２月に古枝小学校

で行われたしめ縄づくりの様子です。

　　　　　　（関連記事５ページ）

　明けましておめでとうございます。

　今年が皆さんにとって豊かで穏や

かな年でありますように…

　写真は、昨年１２月に古枝小学校

で行われたしめ縄づくりの様子です。

　　　　　　（関連記事５ページ）
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災害に強いマチづくりへ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿島市長　　口　久俊

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

　昨年は、「新型コロナウイルス感染症」と「自然災害」、この２つに大きく影響を受けた年でした。

　特に新型コロナウイルス感染症については、感染症拡大防止のため、不要不急の外出自粛や事

業活動の自粛など、なるべく人との接触機会を減らすよう要請され、市民の皆様の生活様式が一

変しました。今では「密閉」、「密集」、「密接」のいわゆる「三密」を回避する行動を心がけ、外

出の際はマスクが欠かせないようになりました。それに加えて、「三密」になりやすいイベントを

はじめ、地域の伝統行事や祭りが延期や中止となるなど、大切な地域コミュニティの機会までも

が失われる状況となりました。

　そして、このような生活様式の変化やさまざまな自粛は、地域経済にも大きな打撃を与え、中

でも市内の飲食店は特に厳しい経営環境を強いられました。

　そのような中、本市では、国や県の経済対策事業に加え、「今こそ家めし！キャンペーン」や「鹿

島を元気に！家計もお店も“助かっ券”」など独自の経済支援事業を実施しました。これらの事業は、

飲食店をはじめとした自営業の皆様の支援となるとともに、市民の皆様の家計の支えにもなり、

一定の効果があったものと考えています。未だ新型コロナウイルス感染症の収束は見通せない状

況であり、また、これから冬本番を迎え、感染者数の増加が懸念されています。

　これまで本市では、防災行政無線や市報、ホームページ、そして私自身も感染予防の徹底につ

いて市民の皆様へ呼びかけを行い、周知啓発に努めてきました。今後も、市民の皆様の健康を守

ることを第一に考え、国や県と連携しながら、十分な感染予防対策と社会経済活動との両立を図っ

ていきたいと考えています。

　次に、昨年のもう一つの大きな出来事が「令和２年７月豪雨」による自然災害です。昨年、７

月６日からの断続的な大雨により、浜川の越水や土砂災害など、県内で唯一災害救助法の適用を

受けるほど、近年に類を見ない甚大な被害が発生しました。現在、被災した道路、農地、農業用

施設などについて、一日も早い復旧を目指して取り組んでいます。

　今回の災害では、市内外から多くのボランティアの皆様に来ていただき、地域住民の皆様と一

緒になって、被災家屋の泥の除去や災害ゴミの撤去などにご尽力いただきました。また、消防団

の皆様には、大雨の中での「土のう積み」やその後の山間部での土砂撤去など昼夜を問わず対応

していただきました。改めて、「市民や地域の絆・つながり」の大切さを実感するとともに、「ふ

るさと鹿島を思う皆様の存在」を心強く思ったところです。本市は、これまで幾度かの大きな水

害の経験を活かしながら「災害に強いマチづくり」を進めてきました。そして、今回の豪雨災害

やここ数年の全国各地での自然災害を目の当たりにして、その思いをさらに強くしました。

　そして、令和３年度から５年間の鹿島市のマチづくりの基本的な方向性を示した「第七次鹿島

市総合計画」には、「災害に強いマチづくり」を大きな方針の一つとして盛り込んでいます。市民

の生命と財産を守ることは行政の責務であり、引き続き防災・災害対策に取り組んでいきます。

　また、遅れていた新市民会館建設は、入札が無事に終了すれば令和３年度早々に着工し、令和

４年中の完成を目指して進めていきます。新市民会館建設事業は、約７年に及ぶ市民の皆様との

議論の末に建て替えを行うことが決まりました。これまでの長い議論の重みを受け止め、引き続

き市民の皆様の期待に沿える新市民会館となるよう進めていきます。今年も、新たな気持ちで市

政運営に全力で邁進するつもりです。皆様のご協力をお願い申し上げます。

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

ただきます。
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新年のごあいさつ
市民の皆様とともに歩む「開かれた議会」をめざして

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鹿島市議会議長　　田　一美

　明けましておめでとうございます。

　皆様には、希望に満ちた輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。

　昨年を振り返りますと、本市では７月に豪雨災害に見舞われ、今なお残る被災地の爪痕を見る

たび、防災・減災への取り組みの大切さを痛感するとともに、駆けつけていただいた多くのボラ

ンティアの皆様の行動に、助け合うことの尊さ、その力の大きさを改めて教えられました。

　災害への対応は日ごろからの備えが大切であり、行政が市民の安全・安心の為にできる限りの

準備をすることはもちろんですが、自助・共助・公助の理念のもと、それぞれが自分にできるこ

とを行いながら、お互いに助け合える社会の構築が必要です。市議会としても、市民と行政のスムー

ズな意思疎通や連携が図られるよう努めるとともに、今年こそ大きな災害もなく、穏やかな年と

なることを願っております。

　さて、昨年の議会活動は、新型コロナウイルス感染症の影響で県外視察活動を取り止め、市内

の各種団体との意見交換会などを行いました。また、昨年７月に開催された佐賀県議会新幹線問

題対策等特別委員会との意見交換会では、令和４年度の九州新幹線西九州（長崎）ルート暫定開

業に伴う特急列車減便の市民生活への影響が大きいことから長崎本線の利便性確保を訴え、有明

海沿岸道路（福富～鹿島間）の早期着工ならびに国道４９８号（武雄～鹿島間）の安全で走行性

の高い道路としての整備促進を要望したところです。さらに、昨年の１２月議会では、高校生の

通学や高齢者の通院等に欠かせない公共交通である路線バス存続のため、国の財政支援拡充を求

める意見書を周辺の市町議会とも連携して議決し、関係大臣あてに提出しました。

　令和３年度は、本市の新たなまちづくりの指針となる「第七次鹿島市総合計画」がスタートす

る年です。私たち議員は、二元代表制のもと行政をチェックするとともに、市民のための政策提

案を行うのが本来の役割です。先が見通せない今日の社会だからこそ市民の声を聴き、行政へ伝

えるという議員活動の原点に立ち返り、市民の皆様とともに歩む「開かれた議会」を目指して情

報発信を行い、今後とも積極的な議会活動に取り組んでまいります。

　本年は、新型コロナウイルス感染症が収束し、市民の皆様にとりまして素晴らしい年となりま

すよう心からお祈り申し上げ、新年のご挨拶といたします。

　鹿島市では、昨年７月６日から２４時間

雨量が奥山観測所で４７４ミリメートルを

計測するなど断続的に大雨が降りました。

　幸い人的被害はありませんでしたが、全

壊や半壊など住家の被害は約１００件にの

ぼり、市道、農地、農業用施設などの被災

箇所は７２０箇所を超える広範囲に被害が

及びました。

令和２年７月豪雨災害令和２年７月豪雨災害

浜川護岸損壊（上古枝）浜川護岸損壊（上古枝） 災害ボランティアなどによる被災家屋の泥出し作業災害ボランティアなどによる被災家屋の泥出し作業
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１０大ニュース１０大ニュース
鹿島市の鹿島市の

　新型コロナウイルス感染拡大防止の

ため、全国を対象とした緊急事態宣言

を受けて『鹿島祐徳ロードレース』や

『鹿島ガタリンピック』『鹿島おど

り』など、これまで長く続いてきたイ

ベントが相次いで中止となり、また、

地域の伝統行事や祭りも延期や中止と

なるなど、地域コミュニティの機会ま

でも失われる状況となりました。

イベント中止相次ぐ
新型コロナウイルス感染症影響
イベント中止相次ぐ
新型コロナウイルス感染症影響

②②

　卓越した技能者として表彰される令

和２年度の『現代の名工』に、東亜工

機株式会社の渕上政徳さんが選ばれま

した。（関連記事６ページ）

⑨⑨『現代の名工』　に
東亜工機㈱の渕上政徳さん

『現代の名工』　に
東亜工機㈱の渕上政徳さん

　昭和４１年から５３年間、市民の皆

さんに親しまれてきた旧市民会館の解

体が完了しました。跡地には新たな文

化、芸術の活動拠点として新市民会館

の建設が予定されています。

旧鹿島市民会館解体完了旧鹿島市民会館解体完了⑥⑥

旧鹿島市民会館旧鹿島市民会館

新型コロナウイルス感染症
に伴う市独自の経済対策
新型コロナウイルス感染症
に伴う市独自の経済対策

④④

　新型コロナウイルス感染症の影響を

受けた飲食店や農林漁業者、貸切バ

ス・タクシー等事業者などを対象に、

市独自の給付金や支援を行いました。

特に飲食店対象の経済対策『今こそ、

家めし』や市内消費

を喚起する『助かっ

券』は好評で、地域

経済回復に一定の成

果がありました。

　昭和４９年から４６年をかけて、全

線４車線化の工事が行われてきた、白

石町深浦から鹿島市浜町までの区間

９.２km の国道２０７号鹿島バイパス

が完成しました。

国道２０７号鹿島バイパス完成国道２０７号鹿島バイパス完成⑩⑩

　洪水や土砂災害、地震が発生した場

合の被害予測図を示した『鹿島市防災

マップ』を全世帯へ配布しました。

　防災マップは、災害の

特徴や危険性について

知ってもらい“備えるこ

と”や災害時の避難行動

に役立ててもらう目的で

作成しました。

⑧⑧ 鹿島市防災マップ完成鹿島市防災マップ完成

　県立高校の再編統合に伴い、鹿島高

校は昭和２３年から７２年、鹿島実業

高校は昭和３０年から６５年の歴史に

幕を下ろし、両校の伝統と精神が新設

された鹿島高校へと引き継がれました。

鹿島高校・鹿島実業高校閉校
新設鹿島高校へ
鹿島高校・鹿島実業高校閉校
新設鹿島高校へ

⑤⑤

旧鹿島高校校門
現鹿島高校赤門学舎校門

旧鹿島高校校門
現鹿島高校赤門学舎校門

旧鹿島実業高校校門
現鹿島高校大手門学舎校門

旧鹿島実業高校校門
現鹿島高校大手門学舎校門

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
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

③③

　『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、豊

かで活力ある地域づくりに貢献した団

体として『ふるさとづくり大賞』の最

優秀賞に輝きました。今回の受賞は、

地域住民や企業を巻き込んだ市全体の

取組に発展させ、約９万人が来場する

イベントへと成長させたこと、また、

全国の類似した取組のモデルケースに

なったことが評価されたものです。

　ＪＲ九州の観光列車“３６＋３”の

運行が始まり、初めて肥前浜駅に停車

した１０月１９日は、東部中学校吹奏

楽部の演奏や地

酒の飲み比べな

ど、さまざまな

おもてなしで歓

迎しました。

観光列車３６＋３　肥前浜駅へ観光列車３６＋３　肥前浜駅へ⑦⑦

①①
　九州各地で甚大な被害をもたらした

令和２年７月豪雨。市でも７月５日か

ら１週間の積算雨量が 1,017 ㍉という

大雨が降り、浜川

の一部氾濫や山間

部などでの土砂崩

れが起こりました。

また、家屋の倒壊

や半壊、床上・床

下浸水など多くの

家屋に被害が及び

ました。

令和２年７月豪雨災害令和２年７月豪雨災害

国道 444 号のり面崩落国道 444 号のり面崩落

土砂崩れ

による家

屋倒壊

土砂崩れ

による家

屋倒壊

災害ごみ

の受け入

れ作業

災害ごみ

の受け入

れ作業

令和２年を振り返る

中止となった祐徳ロードレース中止となった祐徳ロードレース
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TopicsTopics まちの話題

スポＧОＭＩ大会ｉｎ鹿島

　１１月２９日、ラムサー

ル条約登録地『肥前鹿島干

潟』で、スポＧＯＭＩ大会

が開催されました。

第２位　鹿島ロータリークラブ①

第３位　弓道部Ｂチーム（太良高校）
第１位　チーム有馬（九州電力）

地域コミュニティの活性化など

を目的として、鹿島商工会議所

青年部様からベンチが寄贈され

ました。

鹿島バスセンター、エイブル、

ＪＲ肥前浜駅での憩いのひとと

きにご活用ください。

善行紹介

　スポＧＯＭＩとは、５人以内の

チームを組み、制限時間内にゴミを

拾う清掃活動の一環としたスポーツ

イベントで、大会当日は、市民や企

業団体など３０組１４０人が、拾っ

たゴミの量を競いました。たくさん

の参加ありがとうございました。

古枝小学校　しめ縄づくり

　１２月１６日、古枝小学校でしめ縄づくりが行われました。しめ縄

づくりは、毎年、この時期に古枝地区老人会と青少年育成会議の皆さ

んの指導のもと、５年生が参加して行われています。子どもたちは締

めた藁が緩まないように息を合わせて一生懸命作っていました。

 しめ縄を作り上げた子どもたちは「少し手が痛かったけど面白かっ

た。きれいにできたので玄関に飾りたい」と笑顔を見せ、担任の柿原

龍介教諭は「デジタル化の今の世の中で、昔ながらの日本の文化に触

れ、体験できるということは、子どもたちにとってとても大切なこ

と」と話されました。

　また、しめ縄づくりを指導した古枝地区老人会会長の

野中将芳さんは「みんなすぐに作り方を覚えて上手にで

きていました。今年も子どもたちと一緒にできてよかっ

た」と世代間交流を楽しんでいました。
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『現代の名工』に東亜工機㈱の渕上政徳さんが選ばれました

　卓越した技能を持つ人を厚生労働大臣が表彰する令和２年度の『現代の名

工』に、溶かした金属を型に流し込んで造形する鋳造に優れた技能者として、

東亜工機株式会社の渕上政徳さんが選ばれました。

工業高校での指導の様子
東亜工機より提供　⇨

　渕上さんは、長年にわたり大型船

舶用エンジンの主要部品であるシリ

ンダ・ライナなどの高級鋳物の鋳造

に携わってこられました。

　製品は安全面から強靭性や耐摩耗

性を要求されるため、日々技術、技

能の研鑽を行い、製造技術を磨かれ

てきました。

　また、技術、理論を備えた鋳造技能士として、製造現場や県内工

業高校で指導を行い、鋳造の面白さや奥深さを伝え、技能の継承と

後継者育成に努められています。

　父が大工の職人だったこともあり、子どものころから何かを作る

ことが好きだったという渕上さんは「鋳造の技術には、物を見ない

で物を作り出すという面白さがある。今は作られたものが手に入る

時代だが、子どもたちはものを作るという体験をすると目を輝かせ

て楽しんでいる。これからはそのものづくりの種をまき、魅力や楽

しさを伝えていきたい」と思いを話されました。

工場移転を記念して東亜工機の鋳造技術で製造された佐賀藩鋳造鉄製 150 ポンド砲（復元）　⇨

鹿島市教育委員会表彰　受賞者の紹介お詫びと訂正

　令和２年１２月号に誤りがありましたの

で、お詫びして訂正します。

　５ページ『鹿島市教育委員会表彰受賞者

の紹介』社会体育スポーツ分野受賞者

（誤）山口　和　さん　　（正）山口　和　さん

第２３回全日本シニアソフトテニ

ス選手権大会男子７０歳代ダブル

スの部第３位

山口　和　　さん社会体育スポーツ教

善行紹介　ご寄附をありがとうございました

　１２月１日、株式会社スーパーモリナガ様からご寄附をいただきま

した。堤浩一社長から「我が社では障がい者雇用にも力を入れてお

り、厚生労働大臣表彰を受けたことをきっかけに障がい者支援にお役

立ていただきたいと寄附をしております」とのお話しがありました。

　スーパーモリナガ様からは以前から環境保全や障がい者支援を目的

とした寄附をいただいており、今回で２３回目となります。市では、

ご意向に沿って障がい者福祉支援に活用させていただきます。

TopicsTopics まちの話題
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　企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

①肥前鹿島駅

②矢野酒造

③市民交流プラザかたらい

④赤門（旧鹿島城赤門）

⑤旭ヶ岡公園

⑥のごみ人形工房

⑦祐徳門前商店街

　（ゆうとく庵）

⑧祐徳稲荷神社

⑨木彫工房　杉彫

⑩幸姫酒造

⑪飯盛酒造

⑫肥前浜宿・酒蔵通り

⑬光武酒造場

　観光酒蔵　肥前屋

⑭富久千代酒造

⑮肥前浜駅

⑯密厳山　誕生院

⑰生涯学習センターエイブル

⑱中川橋

⑲スカイロード
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鹿島市コース
鹿島まちなみ散策『You-toko』
鹿島市コース
鹿島まちなみ散策『You-toko』

佐賀県公式

ウォーキングアプリ
http://saga.karada.live/

1『ＳＡＧＡＴＯＣＯ』を

　　　　　　　ダウンロード
4チェックポイントに

　　近づいてポイントゲット！
2『イベント』画面から

　　『スタンプラリー』を選択
3巡りたいコース

　　　　　　を選択

スタンプラリー参加方法スタンプラリー参加方法

　鹿島市では、海・山・街を巡るウォーキングコースを設定し、コロナに負けない心と体の健康アップ

に取り組んでいます。今回、佐賀県公式ウォーキングアプリ“ＳＡＧＡＴＯＣＯ（サガトコ）”で、鹿島

の歴史やまちなみを堪能できるコースを設定したスタンプラリーを行っています！

　スタンプラリー参加中に撮った写真をＳＮＳに投稿すると、抽選で県内の特産品があたるキャンペー

ンなども同時開催されています。皆さんの参加をよろしくお願いします！
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情報掲示板ワイド

お
知
ら
せ

２月から確定申告・市県民税申告が始まります

 ２月１６日（火）から３月１５日（月）まで、令和

２年分所得税の確定申告および令和３年度市県民税申

告の受付を行います。日程や会場などの詳細は、広報

かしま２月号でお知らせします。

　申告内容によっては、さまざまな書類、領収書また

は証明書が必要になりますので、紛失しないように大

切に保管しておいてください。なお、事業などをされ

ている人は『収支内訳書』の記載および帳簿などの準

備を、医療費控除を受ける人は、個人ごと・病院ごと

に領収書を集計し、明細書を作成してください。また、

マイナンバー（個人番号）の記入が必要ですので、マ

イナンバーカード等の準備をお願いします。

　スムーズな申告、確実な申告をするため“ご自身で

の準備”をお願いします。

　税務課課税係　☎０９５４（６３）２１１８詳しくは

～消費税および地方消費税の確定申告について～
　令和２年分の消費税申告については、３月３１日（水）

までに武雄税務署へ提出してください。

□申告に必要な証明書を送付します

　社会保険料控除用に次の証明書を送付します。

⦿国民健康保険税納付証明書（世帯主あて）

　送付時期　１月下旬

　税務課課税係　☎０９５４（６３）２１１８詳しくは

⦿後期高齢者医療保険料納付証明書（加入者あて）

　送付時期　１月下旬

　保険健康課国保係　☎０９５４（６３）２１２０詳しくは

⦿国民年金保険料控除証明書（加入者あて）

　送付時期　令和２年11月上旬

　※令和２年10月以降にはじめて納付された人には、

　　２月上旬に郵送されます。

　武雄年金事務所　☎０９５４（２３）０１２１詳しくは

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

の意見を募集します。

お
知
ら
せ

皆さんの意見を募集します

意見を求める計画（案）

①第２次鹿島市障害者基本計画

　障がいのある人が希望する地域で安心して暮らせ

るように、福祉・医療・教育・保健等、障害者施策

に関する基本的な方針を定めるものです。

②第６期鹿島市障害福祉計画

　確保すべき障害福祉サービス等の数値目標や方策

を定めるものです。

③鹿島市住生活基本計画２０２１

　住宅政策の方向性、重点的に推進する施策や方法

を示し、地域に根ざした住まい、まちづくりの指針

を定めるものです。

意見を求めるための公表資料および資料取得方法

　計画（案）の概要を市のホームページに掲載しま

す。また、各担当課でも閲覧できます。

意見募集期間　１月６日（水）～２月５日（金）

意見の記載・提出方法

　記載の形式などは問いません。ただし、住所、氏

名（法人・団体は、所在地、名称、代表者）を明記

してください。また、提出は直接持参するか、ＦＡＸ、

郵送、電子メールで送付してください。

　　　　　　　　〒８４９－１３１２

鹿島市大字納富分２６４３番地１　鹿島市役所

提出・問合せ先

◇福祉課◇　　　　☎０９５４（６３）２１１９

　①②障がい福祉係　℻０９５４（６３）２１２８

　　　　　　　　　　fukushi@city.saga-kashima.lg.jp

◇都市建設課◇　　☎０９５４（６３）３４１５

　③住宅係　　　　　℻０９５４（６３）２３１３

　　　　　　　　　toshi@city.saga-kashima.lg.jp
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　令和２年分の確定申告会場は、２月５日～３月１５日（消費税は３月３１日）まで、武雄税務署に開設します。

なお、会場の混雑を回避するため、状況に応じて早めに受付を終了し、後日の来場をお願いする場合がありますの

で、ご理解とご協力をお願いします。また、感染防止の観点から、ぜひご自宅からｅ-Ｔａｘをご利用ください。

　申告受付　２月５日（金）～３月 15 日（月）　※消費税３月 31 日まで

　申告会場　武雄税務署会議室（武雄市役所庁舎５階）

お
知
ら
せ

武雄税務署　令和２年分の確定申告について

　武雄税務署　☎０９５４（２３）２１２７詳しくは

■確定申告会場へは“入場整理券”が必要です

　入場整理券は当日会場で配付しますが、ＬＩＮＥアプリでも

事前発行ができます。入場の際は、日時を記載した入場整理券

または日時を表示したＬＩＮＥ画面の提示をお願いします。

　また、指定された入場時間内の来場をお願いします。

当日会場で配布

（当日のみ有効）

ＬＩＮＥアプリによる事前発行

２～10日先までの事前発行可能
国税庁ＬＩＮＥ公式アカウントを友だち追加

もしくは

（注）ＬＩＮＥアプリによる当日分・翌日分
　　の整理券の事前発行はできません。

入場整理券
の配布方法

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

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

　税務課課税係　☎０９５４（６３）２１１８詳しくは

お
知
ら
せ

償却資産の申告は２月１日までにお願いします

　令和３年１月１日現在、所有している資産（耐用年数

を過ぎて使用されている資産も含む）の名称や金額など

を記入の上、必ず期限内に申告をお願いします。

提　出　先　税務課課税係　　提出期限　２月１日（月）

□ｅＬＴＡＸ（エルタックス）による申告

　申告は、ｅＬＴＡＸによる電子申告も可能です

のでご利用ください。詳しくは、市ホームページ

の『市税の電子申告』を検索ください。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、売上が減少した中小事業者は、固定資産税（事業用家屋および償却資産）

の課税標準の特例措置を受けることができます。期限までに市役所１階税務課へ申請してください。詳しくは

市または中小企業庁のホームページをご覧ください。様式は市のホームページからダウンロードできます。

　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。
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情報掲示板ワイド

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

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

等に年金を受け取る権利があります。

お
知
ら
せ

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

　武雄年金事務所　☎０９５４（２３）０１２１詳しくは

被保険者区分

◆第１号被保険者⇨自営業者、学生など

◆第２号被保険者⇨サラリーマン、公務員

◆第３号被保険者⇨第２号被保険者に扶養されている

　　　　　　　　　配偶者

『万一』もサポート

　国民年金には、年をとったときの老齢年金のほか、

障害年金や遺族年金もあります。障害年金は病気や事

故で障がいが残ったときに受け取れます。また遺族年

金は、加入者が死亡した場合、その加入者により生計

を維持されていた遺族（子のある配偶者や子）が受け

取れます。国民年金は、思いがけない人生の『万一』

もサポートします。

加入手続

◆第１号被保険者⇨市区町村役場

◆第２号被保険者⇨厚生年金保険などの加入手続きに

　　　　　　　　　合わせて行いますので、個別の手

　　　　　　　　　続きは必要ありません。

◆第３号被保険者⇨配偶者の勤め先などを経由して行

　　　　　　　　　います。

保険料の猶予・免除

　学生である場合など、収入が少ないために国民年金

保険料の納付ができない場合は、申請により保険料の

納付が猶予・免除となる『学生納付特例制度』『納付

猶予制度』『保険料免除・一部納付（免除）制度』が

あります。この申請を行わないまま保険料が未納と

なっていると、年金が受け取れない場合がありますの

で、ご注意ください。

　国民年金は４月から、口座振替・現金・クレジットカードでの納付で約15,000円がお得になる、割引額の大き

い２年前納を利用できます。

お
知
ら
せ

国民年金保険料の２年前納申込を受け付けます

　　　　　武雄年金事務所

☎０９５４（２３）０１２１

詳しくは

現金（納付書）による前納

　任意の月から翌年度末までの前納が可能になります。

　※最大で令和３年４月分からの２年分の前納が可能

　　になります。

クレジットカードによる前納

　２年前納が可能です。現在の口座振替による２年前

納と同じく、令和３年４月分からの２年分の保険料を

４月末に納付いただきます。

口座振替・クレジットカード２年前納の申込期限は２月 26 日（金）です。

令和２年11月から郵送している社会保険料（国民年金保険料）控除証明書に

掲載しているお知らせ、または、日本年金機構ホームページをご覧ください。
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　令和３年３月からオンライン資格確認に対応した医療機関や薬局の受付で、健康保険証の代わりにマイナンバー

カードが利用できるようになります。利用するには事前の設定（申込）が必要です。

お
知
ら
せ

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます

■パソコン、スマートフォンで設定（申込）

　必要なものをチェック！

　◆申込者本人のマイナンバーカード

　　＋市区町村窓口で設定した暗証番号（数字４桁）

　◆マイナンバーカード読取対応スマホ

　　またはパソコン＋ＩＣカードリーダー

　◆マイナポータルＡＰのインストール

設定（申込）の手順

①マイナポータルへアクセス

②健康保険証利用の申込の『利用

　を申し込む』をクリック

③利用規約等を確認して同意する

④マイナンバーカードを読み取る

設定（申込）の手順

①マイナポータルへアクセス

②健康保険証利用の申込の『利用

　を申し込む』をクリック

③利用規約等を確認して同意する

④マイナンバーカードを読み取る

スマホからの
アクセスは
こちら

スマホからの
アクセスは
こちら

■パソコン、スマートフォンをお持ちでない人は市役所で設定（申込）

　必要なものをチェック！　申込者本人のマイナンバーカードと暗証番号（数字４桁）

　市役所１階に設定用タブレットを設置します。設定はご本人で行っていただきます。

　保険健康課国保係　☎０９５４（６３）２１２０詳しくは３月以降も健康保険証は利用できます３月以降も健康保険証は利用できます

　自転車の幼児用座席に乗れる年齢制限がこれまでの『６歳未満』から『小学校就学の始期に達するまで』に変更

されました。これにより、小学生になる前の３月末まで一緒に乗れるようになりました。１２歳以下の児童・幼児

は必ずヘルメットを着用しましょう。また、自転車の体重上限、目安身長を事前に確認しましょう。

お
知
ら
せ

自転車の幼児用座席に乗れる年齢制限変更について

　鹿島警察署交通課　☎０９５４（６３）１１１１詳しくは

幼児用座席に

　乗車させるとき

ひも等で確実に

　背負っているとき

16歳以上の運転者が、小学校就学

の始期に達するまでの者１人を
16歳以上の運転者が、小学校就学の始期に達す

るまでの者２人を幼児２人同乗用自転車の幼児用

座席に乗車させるとき

16歳以上の運転者が、小学校就学の始

期に達するまでの者１人をひも等で確実

に背負い、かつ小学校就学の始期に達す

るまでの者１人を幼児２人同乗用自転車

の幼児用座席に乗車させるとき

自転車の２人乗りは原則禁止です。ただし、例外として以下の場合は除かれます。自転車の２人乗りは原則禁止です。ただし、例外として以下の場合は除かれます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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試験区分 試　験 受験資格 採用予定 任用期間 職務内容

10人程度 ２年間筆記・面接任期付【短時間】
昭和40年４月２日から平成15年４月１日まで

に生まれた人　※住所要件なし

一般行政の

業務に従事

　一般職の任期付職員制度は、任期を区切って、地方公務員法の適用を受ける職員を採用する制度のことです。

今回、令和３年４月１日から任用する任期付の短時間勤務職員を次のとおり募集します。

お
知
ら
せ

鹿島市任期付職員を募集します

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

　『任期付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、

　１２０円（返信が速達の場合は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サイズ用紙が入る大きさ）

　を同封して、右記の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　１月４日（月）～ 25 日（月）

　　　　　８時 30 分～ 17時 15 分（土・日・祝日を除く）

試　　験　と　き　２月７日（日）９時集合

　　　　　ところ　市役所５階会議室（予定）

そ　の　他　給与、勤務条件等の詳細は、採用試験案内

　　　　　（市ホームページ掲載）をご覧ください。

　〒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

お
知
ら
せ

地域包括支援センターからのお知らせ

　地域包括支援センター　☎０９５４（６３）２１６０詳しくは

■ロコモ予防運動ボランティア養成講座

と　　き　１月 18 日～３月 22日

　　　　　毎週月曜日 13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　臥竜ヶ岡体育館

内　　容　ストレッチ、リズムダンス、

　　　　　運動ボランティアの勉強　など

対　　象　おおむね 40 歳以上

参　加　費　無料

持　参　品　マスク、タオル、動ける服装、

　　　　　体育館シューズ、飲み物　など

■健康づくり教室開催中～ロコトレでロコモ予防～

と　　き　毎週金曜日 10時～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　林業体育館

　　　　　※２月５・26 日のみ北鹿島体育館

内　　容　ストレッチ、リズムダンス　など

対　　象　おおむね 40 歳以上

参　加　費　無料

持　参　品　マスク、タオル、動ける服装、体育館シューズ、飲み物　など

■健康長寿のためのシニア世代栄養教室　～認知症予防・疾病予防～

　いつまでもおいしく楽しく食べることは健康の基本です。

自立した食生活・栄養管理で健康長寿を目指しませんか。

　新型コロナウイルス感染症対策として調理実習は行わず、

座学と自宅でできる簡単な体操を取り入れた講座です。

と　　き　１月 20 日（水）

　　　　　10 時～ 11時 30 分

と　こ　ろ　市役所５階大会議室

対　　象　おおむね 65 歳以上の人

定　　員　先着 15 人

持　参　品　筆記用具、マスク今回のテーマ“脳力アップ”今回のテーマ“脳力アップ” 講師　溝上薬局　管理栄養士
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　令和３年１月１日から、運転席や助手席の窓にカーテンやサンシェードなどを取り付けた状態で車を運転した場

合、交通違反として反則金などが課せられます。重大事故に繋がる恐れがあります。十分な視野を確保して、交通

事故のないよう安全運転をよろしくお願いします。

お
知
ら
せ

カーテン、タオルなどを付けての運転は交通違反です

　鹿島警察署交通課

　☎０９５４（６３）１１１１

詳しくは

道路交通法第 55 条第２項（乗車又は積載の方法）
車両の運転手は、運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げ、

後写鏡の効用を失わせ、車両の安定を害し、又は外部から当該車両の方向指示

器、車両の番号標、制動灯、尾灯若しくは後部反射器を確認することができな

いこととなるような乗車をさせ、又は積載をして車両を運転してはならない

反則金　普通車６千円・大型車７千円
　違反点数　１点

カーテン サンシェード タオルなど

カーテン！
サンシェード！
　タオルなど！

ダメ！！

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

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

自己負担を合計し、所得に応じた限度額を超えた分を支給するものです。

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

お
知
ら
せ

高額医療・高額介護合算療養費制度のご案内

令和元年８月から令和２年７月末までの間に
⦿転入または転出した人　⦿医療保険を変更した人
⦿医療保険を喪失した人（死亡や生活保護受給など）
　には、申請の対象となる旨のお知らせができない
　場合があります。

申請についての留意点

　支給の対象となる被保険者の皆さんには、２月ご

ろにお知らせする予定です。お知らせが届いたら、

保険健康課の窓口に申請してください。

　令和２年７月 31 日時点で鹿島市国保

　または後期高齢者医療の人

　保険健康課国保係　☎０９５４（６３）２１２０

詳しくは
※鹿島市国保、後期高齢者医療以外の人は、

　それぞれの医療保険へお尋ねください。

勤務内容 勤務時間 応募資格募集人員

　　　　　　　　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分３２０９番地２

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

申込・問合せ先

選考方法　書類選考・作文（400 字程度）・面接　　募集期間　１月４日（月）～２月１日（月）　※郵送２月１日必着

■鹿島市シルバー人材センター事務局嘱託職員を募集します■鹿島市シルバー人材センター事務局嘱託職員を募集します
　市販の履歴書に必要事項を記入して、郵送または直接提出してください。

令和３年４月１日
～令和４年３月 31日
※規定により更新する場合あり

１人
仕事の依頼の受注、受注した仕事
をシルバー会員に連絡、作業代金
の計算・請求など必要な業務

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

・パソコンが実務でできる人
・普通自動車運転免許を有す
　る人など

雇用期間



１４ Ｒ3（2021）.1.1　広報かしま

✿おくすりノートを持っていきましょう

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
森医院　　　　　　☎０９５４（４３）０７２５
田代医院　　　　　☎０９５４（６７）２１２０
稗田産婦人科　　　☎０９５４（６３）３３０９

12日
5日

19日
26日

太良町
嬉野市
太良町
鹿島市

※変更になる場合がありますので、受診の際は事

　前に杵藤地区消防本部救急医療情報案内また

　は在宅医へ電話で確認してください

　　杵藤地区消防本部救急医療情報案内

　　☎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・相談・教室 場所：保健センター（エイブル１階）

母子健康手帳交付 6・13・27 日（水） 10時～10時30分
内　容　手帳交付、説明会
対　象　市内在住の妊婦　※都合の悪い人はお電話ください

備考受付時間開催日行事名

２か月児相談 21 日（木） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談　※持参品：バスタオル等
対　象　令和 2 年 11 月生まれ　　　　　（通知に記載）

赤ちゃん相談 20 日（水） 13時30分～14時30分
内　容　身体測定、個別相談（健康、栄養、歯科等）
対　象　乳幼児と保護者　※持参品：バスタオル等

離乳食教室（前期） 5 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導　※持参品：バスタオル等
対　象　5・6 か月児の保護者

離乳食教室（後期） 26 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・個別相談　※持参品：バスタオル等
対　象　8・10 か月児の保護者　　　　　（通知に記載）

成人健康相談 6 日（水） ９時30分～10時30分
内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

２回目フッ化物塗布 28 日（木） 13時45分～14時
内　容　歯科診察、フッ化物塗布 ※必ず歯磨きをしてきてください
対　象　平成 31 年 1 月生まれ（希望者のみ）

□子どもの健診

４か月児健診
（令和2年9月生まれ）

１歳６か月児健診
（令和元年6月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成29年6月生まれ）

27 日（水）

28 日（木）

14 日（木）

13時10分～13時30分

持参品　母子健康手帳、問診票、アンケート、バスタオル
内　容　身体測定、育児相談、小児科医の診察

持参品　母子健康手帳、問診票、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、歯科・小児科医の診察
　　　　フッ化物塗布（希望者のみ）　

持参品　母子健康手帳、問診票、尿、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、尿・目・耳の検査、
　　　　歯科・耳鼻科・小児科医の診察、フッ化物塗布（希望者のみ）

備考受付時間開催日行事名

場所：保健センター（エイブル１階）

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

く ら し
の カレンダーカレンダー１月

January

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



１５広報かしま　Ｒ3（2021）.1.1

❖その他の相談や健康に関すること❖
　◇厚生労働省電話相談窓口（コールセンター）　☎０１２０（５６５）６５３　時間９時～ 21 時（土・日・祝日含む）

　◇鹿島市保健センター（エイブル１階）　　　　☎０９５４（６３）３３７３　時間８時 30 分～ 17 時 15 分（平日）

◇◇◇◇◇◇　季節性インフルエンザとの同時流行に備えた医療提供体制　◇◇◇◇◇◇

発熱等の症状がある場合は、まず、かかりつけ医等、地域の身近な医療機関に電話で相談してください。

かかりつけ医等に電話で相談かかりつけ医等に電話で相談

受診できる場合受診できる場合

かかりつけ医等がない場合かかりつけ医等がない場合

❖受診・相談センター（専用・相談ダイヤル）❖
　発熱等の症状がある　☎０９５４（６９）１１０２

　その他一般相談　　　☎０９５４（６９）１１０３

❖受診前に必ず電話で来院時間などを相談して

　ください。また、公共交通機関は利用せず、

　マスクを着用して来院してください。

『かかりつけ医等』で診療・検査

『診療・検査医療機関』で診療・検査
かかりつけ医等で
受診できない場合
かかりつけ医等で
受診できない場合

受診・相談センターに電話で相談
『診療・検査医療機関』を案内

受診・相談センターに電話で相談
『診療・検査医療機関』を案内

発熱患者等発熱患者等

新型コロナウイルス感染症対策

　中学３年生までの人および１６歳～６４歳までの人で、対象期間内にインフルエンザ予防接種を受けた人は、

接種費用の助成を行っています。該当する人は、保健センターまで申請してください。

対　象　者　中学３年生までの人および

　　　　　16 歳～ 64歳までの人

対象期間　令和２年 10 月１日～ 12月 31 日

助　成　額　1，000 円

申請期限　令和３年３月 31 日（水）

持　参　品　◇接種者氏名やインフルエンザ予防接種を受け

　　　　　　たことがわかる領収書（レシート不可）

　　　　　◇印鑑　◇通帳　◇健康保険証（住所確認用）

　　　　　◇母子健康手帳（中学３年生までの人のみ）

インフルエンザ予防接種費用助成についてインフルエンザ予防接種費用助成について

※60歳～64歳で心臓、腎臓、呼吸器などに重い障害のある

　人は、高齢者インフルエンザの定期接種対象のため除く
平日、日中に申請が難しい人は夜間受付も行います

受付期間　１月 18日（月）～１月 22日（金）

　　　　　時間 17時 30分～ 20時

受付場所　保健センター（エイブル１階）

受付期間　１月 18日（月）～１月 22日（金）

　　　　　時間 17時 30分～ 20時

受付場所　保健センター（エイブル１階）

市内の医療機関および谷口医院（嬉野市）で予防接種

を受けた人は、窓口ですでに自己負担金から 1,000 円

差し引かれていますので申請の必要はありません。

　今年の冬は、いつもと違う初めての冬です。感染リスクが高まる５つの場面に注意しましょう。また、会食

をするときは、箸やコップは使いまわさない。体調が悪いときは参加しない。また、飲酒を伴う場合は、少人

数、短時間で。なるべく普段一緒にいる人と。深酒、はしご酒はひかえ、適度な酒量で。など、感染リスクを

下げる工夫をしながら楽しみましょう。

感染リスクが高まる“５つの場面”に注意しましょう感染リスクが高まる“５つの場面”に注意しましょう

場面１　飲酒を伴う懇親会等
気分が高揚し、注意力が低下する。狭い空間、

長時間、大人数は感染リスクが高まる。

場面２　大人数や長時間におよぶ飲食
大人数では大声になり飛沫が飛びやすい。

場面３　マスクなしでの会話
マスクなしの会話で飛沫感染などのリスクが

高まる。車やバスでの移動でも注意が必要。

場面４　狭い空間での共同生活
長時間の閉鎖空間が共有される。

部屋やトイレなど、共有部分の感染

リスクに注意が必要。

場面５　居場所の切り替わり
仕事の休憩時間など、居場所が切

り替わると気の緩みや環境の変化

で感染リスクが高まる。

休憩室、喫煙所、更衣室など。
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～鹿島市の企業を知ろう～

鹿 島 市 企 業 説 明 会
　市では、高校生を対象に、鹿島市の企業を知ってもらう

取り組みとして、企業説明会を開催します。

と　　き　２月４日（木）　※開場 13 時

　　　　　13 時 30 分～ 16 時 10 分

と　こ　ろ　鹿島市生涯学習センター『エイブル』

　　　　　エイブルホールおよび３階研修室

対　　象　市内および近隣市町の高校２年生とその保護者

参加費
無料

主催　鹿島市

共催　鹿島商工会議所・ハローワーク鹿島

　商工観光課　☎０９５４（６３）３４１２詳しくは

宮﨑鉄工（株）・・・・・・・・・・製造業

（株）岡田電機　鹿島支店　・・・・・電気工事業

東亜工機（株）・・・・・・・・・・製造業

（株）兼茂・・・・・・・・・・・・建設業

森鉄工（株）・・・・・・・・・・・製造業

旭九州（株）・・・・・・・・・・・製造業

（株）ジェイエイビバレッジ佐賀・・製造業

川島金属（株）・・・・・・・・・・製造業

（株）宮園電工・・・・・・・・・・電気工事・小売業

鹿島機械工業（株）・・・・・・・・サービス業

鹿島印刷（株）・・・・・・・・・・製造業

（株）植松建設・・・・・・・・・・建設業

（株）小笠原・・・・・・・・・・・卸売業

（株）佐賀ＬＩＸＩＬ製作所・・・・製造業

※当日変更になる場合があります

（株）ひぜん・・・・・・・・・・・サービス業

（株）サロンモード・・・・・・・・卸売・小売業

（株）佐賀銀行・・・・・・・・・・金融業

（株）アルナ薬局・・・・・・・・・卸売・小売業

福祉サービスこころ（株）・・・・・医療・福祉業

祐徳自動車（株）・・・・・・・・・運輸・小売業

（医）祐愛会　織田病院　・・・・・・医療・福祉業

（株）七浦・・・・・・・・・・・・小売業

（医）天心堂　志田病院　・・・・・・医療・福祉業

中島商事（株）・・・・・・・・・・卸売・小売業

肥前通運（株）鹿島営業所・・・・・運輸・通信業

（福）梅生会　好日の園　・・・・・・医療・福祉業

佐賀西信用組合・・・・・・・・・金融業

祐徳旅行（株）・・・・・・・・・・旅行業

（有）プラスワン保険企画・・・・・保険業

市内企業一覧　２９社 （順不動）

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

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

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

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

予防接種のお知らせ予防接種のお知らせ

　保健センター（エイブル１階）
　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

対　象　者　１期：１歳～２歳未満（１歳児）
　　　　　２期：平成 26 年４月２日
　　　　　　　　～平成 27 年４月１日生まれ（年長児）
　　　　　　　　※第２期接種は３月 31 日まで

料　　金　無料（接種期間を過ぎた場合は全額自己負担）

持　参　品　母子健康手帳、予診票

❖どちらも非常に恐ろしい病気ですが、予防接

　種により十分予防することができます。お子

　さんや社会全体の感染予防のために、期間内

　に予防接種を受けましょう。

鹿島市保健センター鹿島市保健センター

麻しん・風しん混合予防接種を受けましょう麻しん・風しん混合予防接種を受けましょう
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日 在宅当番医 当番薬局
織田病院　☎（６３）３２７５1 日（祝） 溝上薬局スカイロード店
納富病院　☎（６３）１１１７2 日（土） なごみ薬局
犬塚病院　☎（６３）２５３８3 日（日） アルバ薬局
薬師寺医院　☎（６３）５２８１10 日（日） アルナ薬局浜町店
志田病院　☎（６３）１２３６11 日（祝） 溝上薬局北鹿島店
別府整形外科　☎（６３）３０６３17 日（日） 溝上薬局西牟田店
薬師寺医院　☎（６３）５２８１24 日（日） アルナ薬局浜町店
中村医院　☎（６３）９２３４31 日（日） おおぞら薬局

✿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（祝）
2 日（土）
3 日（日）
9 日（土）

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

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
鹿島工設　　　　　　☎（６３）１３２３
山口工業　　　　　　☎（６０）４０７４
佐賀庭苑　　　　　　☎（６２）８８１６
植松建設　　　　　　☎（６２）３５２６
家永設備　　　　　　☎（６２）７１２９

市役所
保健センター

1 日（祝）～ 3 日（日）、11 日（祝）
9・16・23・30 日（土）、
10・17・24・31 日（日）、

1 日（祝）～ 3 日（日）

1 日（祝）～ 3 日（日）、11 日（祝）
5・12・19・26 日（火）、

市民交流プラザ
（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

1 日（祝）～ 3 日（日）、
5・12・19・26 日（火）

陸上競技場・社会体育館

1 日（祝）～ 4 日（月）、
12 日（火）、18・25 日（月）

産業活性化施設
（海道しるべ）

1 日（祝）～ 4 日（月）、
12 日（火）、18・25 日（月）

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

1 日（祝）～ 4 日（月）、
12 日（火）、18・25 日（月）、
28 日（木）

市民図書館

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

子育て支援センター わ・わ・わぽっとわ・わ・わぽっと
　親子で自由に遊べる常設のひろばです。

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階（ピオ内）

時　　間　10 時～ 17 時

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

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

☎０９５４（６３）０８７４
https://www.facebook.com/wawawapot

詳しくは

□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

□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。

□ひろばの集い
　季節に応じた行事やあそびを通して、

楽しく子育て交流をします。

9 日（土）　『つくって WAWAWA』
　　～２０２１年カレンダーづくり～

25 日（月）　『いっしょに WAWAWA』
　　　～まめまき＆お誕生お祝い～

時　間　11 時～ 11 時 40 分

場　所　かたらい４階多目的室

定　員　各 10 組（先着予約順）

対　象　おおむね５か月～就学前児と保護者

申　込　１月４日（月）10 時～

❖利用料不要

※詳しくは facebook をご覧ください

令和２年１１月３０日現在

鹿島市
－

0 人能古見

－浜

－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

28,606

13,628

3,331

2,886

2,698

3,391

2,672

13,535

15,071

10,807

5,455

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

54 人 8 世帯

－ 25 人 10 世帯

1,141 世帯 0 世帯

1,009 世帯

1,246 世帯

1,010 世帯

946 世帯

4 人

3 人

6 人

16 人

21 人

33 人

0 世帯

4 世帯

－ 1 世帯

1 世帯

－

－

－

－
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市役所や学校などで働いてみませんか市役所や学校などで働いてみませんか

令和３年度市会計年度任用職員を募集します令和３年度市会計年度任用職員を募集します

応募方法　市のホームページからダウンロードした登録申請書または各提出先に備え付けの登録申請書に必要事項

　　　　　を記入して、提出してください。（郵送可）

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

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

選考方法　◆①②③④は作文および面接試験（①のみ国語の学科試験も行います。）

　　　　　◆上記以外は面接による選考を行います。

■募集期間　１月４日（月）～１月 18 日（月）（土・日曜日および祝日を除く）・・・募集区分①②③④⑤⑥⑦⑧⑨

■試験日時　１次試験　１月 31 日（日）９時～（市役所５階大会議室）・・・募集区分①②③④⑤

■採用試験実施要領および登録申請書の備付場所、提出先、問合せ先

　教育総務課管理係（市役所２階）　☎０９５４（６３）２１０３
※⑥⑦⑧⑨の試験は２月中旬予定

①～⑨
自動車の普通免
許を有する人

③
社会教育または学
校教育に関する経
験を有する人

④⑤
学校教育に関する
経験を有する人

⑥
英語教育に関する
経験を有する人

⑨
情報通信技術等に
関する知識および
技能を有する人

区　分
募集
人員

任用期間 勤務内容 勤務時間・形態 主な応募資格

①
学校図書館事務補助

学校図書館事務など
１日６時間程度
（週 30 時間）②

学校用務員
学校用務員業務など

３人
程度 令和３年４月１日

　～令和４年３月 31 日２人
程度

週 24 時間程度
令和３年４月１日
　～令和４年３月 31 日

③
社会教育指導員
（生涯学習担当）

幼児・小中学生・高
齢者・女性に関する
各種施策の取り組み

２人

市内小中学校で、軽度発達障がいや
不登校などの困り感を抱える児童生
徒の学校生活や学習活動の支援を教
師と協同で支援する業務など

１日７時間程度
（週 35 時間）

１日４時間程度
（週 20 時間）

12人

10人

令和３年４月１日
　～令和４年３月 31 日

⑦
特別支援教育支援員

⑧
学校生活支援員

⑨
ＩＣＴ支援員

１人
程度

市内小中学校の校務または授業で
使用するパソコン、電子黒板など
のハードウェア、ソフトウェアの
操作指導を行う業務など

１日７時間程度
（週 35 時間）

令和３年４月１日
　～令和４年３月 31 日

④
適応指導教室指導員

１人 学校適応指導教室『さくら』
で不登校などの困り感を抱え
る生徒の学校生活や学習活動
を指導または支援する業務

１日６時間程度
（週 30 時間）令和３年４月１日

　～令和４年３月 31 日⑤
適応指導教室補助指導員

１人
１日６時間程度

（週２～３日、年間 88日）

⑥
小学校英語教育支援員

１人
令和３年４月１日
　～令和４年３月 31 日

市内小学校の英語教育の支援、英
語科の授業の補助を行う業務など

１日７時間程度
（週 35 時間）

■募集期間　１月４日（月）～１月 25 日（月）（土・日曜日および祝日を除く）・・・募集区分⑩⑪

■試　験　日　２月７日（日）予定

■採用試験実施要領および登録申請書の備付場所、提出先、問合せ先

　総務課職員係（市役所３階）　☎０９５４（６３）２１１３

土木設計、監理業務
のほか一般行政事務

１日７時間（週 35時間程度）
月～金曜日（祝日を除く）

令和３年４月１日
　～令和４年３月 31 日

⑩
土木技師

若干名
土木設計および現
場監督の経験者

一般行政事務
（企画立案、パソコン
を使用する事務等）

１日６時間
（週 30 時間程度）
月～金曜日（祝日を除く）

令和３年４月１日
　～令和４年３月 31 日

⑪
一般事務
（障がい者対象）

若干名

身体障害者手帳、
療育手帳、精神保
健福祉手帳の交付
を受けている人等
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■募集期間・試験日　◇募集：１月４日（月）～１月 20 日（水）（土・日曜日および祝日を除く）・・・区分⑫⑬⑭

　　　　　　　　　　　試験：１月 25 日（月）～ 27 日（水）市役所５階第５会議室

　　　　　　　　　　◇募集：１月４日（月）～１月 29 日（金）（土・日曜日および祝日を除く）・・・区分⑮⑯

　　　　　　　　　　　試験：２月 10 日（水）市民交流プラザかたらい

■募集要領および登録申請書の備付場所、提出先、問合せ先

　福祉課（市役所１階）　☎０９５４（６３）２１１９

■募集期間　１月４日（月）～１月 31 日（日）（火曜日および祝日を除く）・・・募集区分⑰⑱

■試　験　日　２月９日（火）市役所５階第６会議室

■募集要領および登録申請書の備付場所、提出先、問合せ先

　〒８４９－１３１１　鹿島市大字高津原４３２６－１

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

令和３年４月１日
　～令和４年３月 31 日⑱

子育て支援センター
補助指導員

若干名
子育てひろば、その他
センターの運営補助

月・水～日曜日（祝日を除く）
週３日、１日７時間

（９時～18時のうち）

⑰
子育て支援センター
指導員

若干名
子育てひろば運営、育
児相談、その他セン
ターの業務など

月・水～日曜日（祝日を除く）
週４日、１日７時間 30 分
（９時～ 18 時のうち）

⑰
保育士、幼稚園教諭、
看護師、教職員、栄養
士、社会福祉士、臨床
心理士などの資格を有
する人

■募集期間　１月６日（水）～１月 29 日（金）（土・日曜日および祝日を除く）・・・募集区分⑲⑳㉑

■試　験　日　２月 12 日（金）市民交流プラザかたらい３階会議室

■募集要領および登録申請書の備付場所、提出先、問合せ先

　〒８４９－１３１１　鹿島市大字高津原４３２６－１

　市民交流プラザかたらい管理室　☎０９５４（６３）３０３０

※ハローワークからの紹介状

　を添えて提出してください

かたらいの受付事務、
施設管理全般、一般・
経理事務補助など

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

（８時 30 分～ 22 時のうち）

令和３年４月１日
　～令和４年３月 31 日

⑳
かたらい管理室
職員

若干名
募集要領に定め
る要件を満たし
ている人

主に土・日・祝日
１日５～７時間 30分
（月２日程度、不定期）

若干名
かたらいの受付事務、
施設管理の運営補助

㉑
かたらい管理室
補助職員

市内小学校各クラブ
における学童保育

⑫
放課後児童クラブ
支援員

70人
程度

※⑫⑬
合わせて⑬

放課後児童クラブ
支援員（短時間）

平日 14 時～ 19時
土曜７時 30 分～ 18 時 10 分のうち
６～７時間程度（月１回以上の勤務）
長期休業中など６～７時間

週 20 時間未満
平日 14 時～ 18時
長期休業中など４～６時間

区　分
募集
人員

任用期間 勤務内容 勤務時間・形態 主な応募資格

令和３年４月１日
　～令和４年３月 31 日

⑭
放課後児童クラブ支援員
（学校休業日補助）

20人
程度

小学校長期休業中・代休日
７時 30 分～ 18 時 10 分
のうち６時間程度

すこやか教室での
　療育訓練や保育等

⑮
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

若干名

⑮
保育士の資格を
有する人

⑯
次のすべてを満たす人
◆自動車の普通免許
　を有する人
◆パソコンを使った
　事務が可能

障がい児・者に対す
る日常生活面での相
談対応、就労支援等

⑯
障がい者支援
相談員

若干名
週３日

９時 15分～ 17時 15 分

若干名
⑲
市民交流プラザ
職員

月～金曜日（祝日を除く）
①８時 30分～ 16時 30 分
②９時～ 17時　※週 35 時間

市民交流プラザ運営、
施設管理全般、行政・
管理組合等経理事務
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こんなときこのひとこと・学校だより

No.181

アマンダ先生

今月のキーフレーズ
 “ all over the map ”

この表現は、「支離滅裂（一貫性がない、まとまりがない）」

　　　　　　　　　　　　　　　　という意味で使われます。

Beth:

Daryl:

I feel like we talked about too many 
things at the meeting.
You are right, it was all over the map.

（ベ　ス）

（ダリル）

会議で私たちすごく沢山のことを

話し合った気がするわ。

そうだね。支離滅裂よね。

学 校 だ よ り

明倫小学校

No.284

明倫まつり開催

Shane:

Carol:

For vacation, I want to go to the America, 
Brazil and China! 
You need to choose one place to go! You 
are all over the map.

（シェーン）

（キャロル）

休暇にアメリカ、ブラジルそして

中国に行きたいなぁ。

行く場所一つに決めなきゃ。あな

た支離滅裂よ。

　今年度で『明倫まつり』も３０回

目となりました。しかし、コロナ禍

の中、毎年地域の皆さんや保護者の

皆さんとともに開催してきた明倫ま

つりは、児童の学習発表と『りんり

んお話会』による音読劇の発表会に

限定して開催しました。

　歌とリズムで元気の良さを伝えた

１年生の『ボディーパーカッション

と“おおきなかぶ”の音読』と２年

生の『声とリズムで元気をとどけよ

う！』。総合的な学習で調べた３年

生の『鹿島の宝、調査隊』、自分を

見つめなおし将来の夢を描いた４年

生の『二分の一成人式』。英語の学

習を生かした５年生の劇『ＭＯＭＯ

ＴＡＲＯＵ』。修学旅行や戦争体験

講話などで感じたことをまとめた６

年生の『平和の大切さを伝えよう』。

それぞれの学年の元気の良さや学習

の積み重ねが光る発表でした。

　りんりんお話会の皆さんにもプロ

の劇団も顔負けの『大工と鬼六』の

劇と『彦一とんち話』の読み語りを

披露していただきました。

　来年度は、明倫小学校創立３０周

年記念式典も合わせた明倫まつりを

開催します。これまで以上に地域の

皆さんや保護者の皆さんと心を一つ

にした会にしたいと考えています。

楽しみにお待ちください。
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温暖化対策・人権の輪

今すぐやろう温暖化対策
　環境省では、平成１７年度から冬季の地球温

暖化対策のひとつとして、過度な暖房に頼らず

室温２０℃を目安にさまざまな工夫をして快適

に過ごすライフスタイル『ＷＡＲＭＢＩＺ』

（ウォームビズ）を呼びかけています。

　暖房利用による CO２を削減し、地球温暖化

を防止しましょう。また、新型コロナウイルス

感染症対策をしながら行いましょう！　環境下水道課環境係　☎０９５４（６３）３４１６詳しくは

ＷＡＲＭＢＩＺで
温暖化対策

ＷＡＲＭＢＩＺで
温暖化対策

イクメン県　佐賀
～家事・育児を楽しもう！～

◆ご意見などをお寄せください
　人権・同和対策課　☎０９５４（６３）２１２６

　ある大手住宅メーカーが昨年７
月、小学生の子どもがいる 20 代か
ら 50 代の男女 9,400 人を対象にイ
ンターネットでアンケート調査を
行い、『夫婦の家事実践数』や『夫
の育児休暇取得日数』など、５項
目を数値化して都道府県ごとの順
位を発表しました。
　佐賀県は、妻が夫の“イクメン
（進んで育児にかかわる）度”を
評価する項目が全国１位で、20代
から30代までの妻の70％が「夫は
イクメンだと思う。」と回答しま
した。また、ごみ出しや子どもの
入浴など、夫が担当する家事・育
児の数は6.9個で全国５位。夫が家
事・育児にかける時間は１週間当

たり15.6時間で、全国８位となっ
ています。
　佐賀県は『マイナス１歳からの
イクカジ推進事業』の一環として
父親になる心構えなどについてま
とめた父子手帳『ＳＡＧＡＰＡＰ
Ａ（佐賀パパ）ポケットブック』
を配布しており公式ウエブサイト
からも検索することができます。
　「パパという素敵な役割を楽しも
う」「夫婦の笑顔が子どもの幸せ
につながる」などのパパの極意や
泣き止まない子どもをすぐに母親
に任せてしまうパパなど、残念な
パパにならないための注目ポイン
トなどがわかりやすく紹介されて
います。また、家事に取り組もう

としている夫に対して「遠くから
見守り感謝の言葉を伝える、注意
したいことがあればその後に伝え
る」など、妻へのアドバイスも示
されています。
　妊娠・出産・育児という大変な
時期を夫と妻がコミュニケーショ
ンを取りながら助け合っていくこ
とでお互いの関係が深まり、それ
を見て育つ子どもも自己肯定感や
自立心、挑戦心が高くなるなど、
成長によいと言われているそうで
す。夫婦のコミュニケーションの
大切なポイントは３つ。
【傾聴】話の腰を折らず、最後まで
　　　　聞く。
【共感】結論を求めたり、否定したり、
　　　　解決を求めたりしない。
【称賛】頑張っているところを誉め、
　　　　感謝を言葉にする。
　令和３年、今年も“イクメン県
佐賀”のお父さんたちが、仕事・
家事・育児に活躍されますように。

令和元年度小中学校『人権標語』特選・準特選の作品を紹介します　※学年は令和元年度

思いやり　されたらいいな　かえしたい　　　　森　咲羅（鹿島小３年）
悪口は　言葉のだんがん　ネットでも　　　　　三原　慧汰（古枝小６年）

人権標語
紹　介
人権標語
紹　介

首、手首、足首の“三つの首”をあたためましょう
　☞マフラー、手袋、レッグウォーマーを活用する

　☞機能性素材のセーターやジャケットを選ぶ
衣

“鍋”でからだも室内もあたためましょう
　☞家族で鍋を楽しみながら、からだも室内もあたたかくして、暖房を緩和する

　☞一つの部屋に集まることで、ほかの部屋の暖房や照明などのエネルギーを減らす
食

窓やドアに注目しましょう
　☞窓やドアなどからあたたかい空気が逃げない工夫をする

　☞窓は断熱シート、複層ガラス、二重サッシなどを活用する
住

ウォームビズのポイント！ウォームビズのポイント！ 衣・食・住のひと工夫！衣・食・住のひと工夫！
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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

◇佐賀県児童生徒ふるさと学習コンクール

　最優秀賞　北村　紅葵（古枝小３年）　坂井　星（古枝小３年）

　　　　　　小野原　夢彩（古枝小３年）

◇西日本読書感想画コンクール

　【自由の部】

　　特選　廣瀨　正侍（能古見小１年）　森田　逸平（明倫小２年）

　　　　　永野　莉音（明倫小４年）

　【指定の部】

　　特選　井上　睦（七浦小４年）　小池　望叶（七浦小４年）

◇第61回佐賀県学童美術展県審査

　　特選　榮田　愛（明倫小１年）　木原　伊織（七浦小１年）

　　　　　朝永　遥斗（明倫小２年）　西谷　勇人（明倫小２年）

　　　　　長友　ほのか（能古見小２年）　吉村　光聖（浜小２年）

　　　　　岡　彩智（七浦小２年）　小池　瑛士（明倫小３年）

　　　　　森田　南央（能古見小３年）　松本　幸春（能古見小３年）

　　　　　永田　龍成（北鹿島小４年）　山口　賢士朗（北鹿島小５年）

　　　　　田代　憲太郎（古枝小５年）　中村　楓（古枝小５年）

　　　　　松本　穣（七浦小５年）　三原　杏樹（浜小６年）

◇佐賀県児童文集『きらり』

　きらり賞　吉田　絢香（浜小２年）　中村　康生（七浦小４年）

　準きらり賞　峰松　亮道（浜小１年）　木下　叶夢（古枝小２年）

　　　　　髙田　彩華（明倫小６年）　

　　特選　栗山　鈴彩（能古見小１年）　白濱　寿夏（明倫小１年）

　　　　　西　はるな（北鹿島小２年）　坂本　颯介（明倫小３年）

　　　　　蒲原　塔弥（能古見小３年）　松尾　こはる（浜小３年）　

　　　　　富永　大翔（古枝小４年）　西　ひより（北鹿島小４年）

　　　　　長友　志帆（能古見小５年）　神谷　絵美（北鹿島小５年）

　　　　　香田　真里奈（能古見小６年）　川原　礼央（北鹿島小６年）

　　入選　竹下　柚希（古枝小２年）　増田　陽介（古枝小５年）

◇第66回青少年読書感想文コンクール

　優秀賞　萩尾　優仁（浜小１年）　秋月　奏人（鹿島小３年）

　　　　　古賀　妃奈乃（西部中１年）

　　佳作　西島　暉琉（明倫小２年）　加藤　青空（鹿島小４年）

　　　　　髙濱　咲良（明倫小５年）　馬郡　虹（北鹿島小６年）

　　　　　藤家　和香（西部中２年）

◇わが家のエコ自慢コンテスト2020

　　特選　澤野　瑛太郎（能古見小１年）

　準特選　萩尾　優仁（浜小１年）

◇郷土の誇りを“未来”へコンクール

　　特選　諸岡　心美（西部中３年）

　　入選　萩尾　優仁（浜小１年）

◇ミツバチの１枚画コンクール

　　佳作　小森　和香（明倫小２年）

◇統計グラフ佐賀県コンクール

　　佳作　太田　希彩（北鹿島小５年）

◇第 19 回佐賀県小学生バレーボール優勝大会

　開　催　日　11 月 23 日（鳥栖市民体育館）

　【女子】　優勝　能古見ＪＶＣ（能古見小）

◇第 44 回佐賀県少年剣道学年別個人選手権大会

　開　催　日　10 月 31 日（川副体育センター）

　【小学６年男子】　優勝　野中　龍臥（鹿島小６年）

　【小学２年男女】　３位　中島　あずみ（浜小２年）

◇佐賀県高等学校弓道選手権大会

　開　催　日　11 月 14 ～ 15 日（SAGA サンライズパーク総合体育館）

　【団体・個人】　２位　小野原　暖花（鹿島高１年）

◇第 40 回ニッタク杯卓球選手権大会

　開　催　日　10 月 25 日（佐賀市立体育館）

　【シングルス２年以下】　２位　峰松　晃太郎（東部中２年）

◇全九州卓球選手権大会

　開　催　日　11 月 29 日（SAGA サンライズパーク総合体育館）

　　３位　峰松　晃太郎（東部中２年）

◇第 23 回佐賀県中学生空手道大会新人戦

　開　催　日　11 月 29 日（みやき町中原体育館）

　【中学１年女子個人形】　３位　北原　愛深（西部中１年）

◇第 15 回佐賀県冬季水泳競技大会

　開　催　日　11 月 29 日（SAGA サンライズパーク水泳場）

　【９～10 歳女子 100m 平泳ぎ】　３位　島　青葉（鹿島小５年）

◇グリーンカップ九州中学生ソフトテニス大会

　開　催　日　11 月３日（佐賀市立テニスコート）

　【女子団体】　２位　西部中学校女子ソフトテニス部

◇佐賀県中学生新人ソフトテニス大会

　開　催　日　11 月７～８日（SAGA サンライズパーク庭球場）

　【男子団体】　２位　西部中学校男子ソフトテニス部

　【女子団体】　３位　西部中学校女子ソフトテニス部

◇佐賀県中学校駅伝大会

　開　催　日　11 月６日（福富マイランド公園）

　【女子】　３位　西部中学校女子駅伝チーム

　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
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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

　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
☎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

□“としょかん福袋”を貸し出します！

　スタッフおすすめの本が３冊入った“としょかん福袋（貸出用）”

を準備しています。すてきなおまけ付き☆
　貸出開始　１月５日（火）９時 30 分～

　鹿島市出身の画家 下村康二さんの作品

を紹介します。県展や日展などで多くの

入選、入賞歴をもつ下村さんは近年、陶

芸にも力を注がれています。

　今回は絵画と陶芸作品を３期に分けて

展示する予定です。第１期は、風景画や

茶碗、花器などを展示します。

展示期間　１月５日（火）～３月 28 日（日）

❖第１期展示は１月 31 日（日）まで

ギャラリートーク

３月７日（日）14 時～

エイブル３階研修室

に行ってみよう

『クリーク』

❖新型コロナウイルス感染拡大防止のため、１席ずつ空けての着席となる場合があります。また、緊急時に

　備え、来場者ご本人の連絡先を伺います。今後の感染状況によって延期または中止する場合があります。

　一人の新聞記者の姿を通して報道

メディアは権力にどう対峙するのか

を問いかける社会派サスペンス。

　主演はシム・ウンギョン、松坂桃李。

監督は藤井道人。

　昨年の第 43 回日本アカデミー賞

では作品賞、主演女優賞、主演男優

賞の３部門で最優秀賞を受賞。

第７回
えいぶる事業 『新聞記者』上映会えいぶるえいが

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

ところ定員 開講期間講　座　名 講　師

20 人
１月 19 日～６月８日
［火曜日　全 12 回］
19 時 30 分～ 21 時

エイブル３階
研修室

書道教室（入門編）夜コース②
永池　守

（エイブル館長）

会
員
対
象

16 人
エイブル２階
調理実習室

１月 21 日（木）
10 時～ 12 時
１月 23 日（土）
10 時～ 12 時

16 人

ダシで味わう
　　　旬の野菜！

土曜コース

木曜コース
松尾　久美子さん

（だしソムリエ３級ほか）

❖講座はすべて事前申込制です。新型コロナウイルス感染拡大の状況により、延期または中止とする場合があります。

受講料

500 円／１回
（別途テキスト代）

公
開
講
座

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

16 人
エイブル２階
調理実習室

からだぽかぽかティータイム 福田　雅子さん
２月６日（土）
10 時～ 12 時

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

限定110セット
（なくなり次第終了）

□冬の特大おはなし会にきてね！（要申込・参加無料）

　昔懐かしい幻燈で心も温まるおはなし会です。昔話のスライド

上映と冬のおはなしの読み語り、工作で大人も子どもも楽しめます。

　と　　き　２月６日（土）14 時～ 15 時 30 分

　と　こ　ろ　エイブル１階 いきいきルーム（保健センター内）

　定　　員　20 人

　申　　込　１月 17 日（日）９時 30 分～

　※参加申込は電話、カウンターで受け付けます。また、状況により中止

　　になる場合があります。詳しくは図書館ホームページをご覧ください。

下村康二　作品展床の間
コーナー

市　民
図書館 開館は１月５日（火）９時 30分から

◆エイブル２階事務局　◆ゆめタウン武雄　◆佐賀市文化会館
※前売券完売の場合、当日券の販売はありません。　車イス席あり（要予約）

プレイ

ガイド

　と　　き　１月 31 日（日）

　　　　　　①10 時～　②13 時 30 分～　（各 30 分前開場）

　と　こ　ろ　エイブルホール［全席指定］

　入　場　料　大　　　人：一般 800 円（会員 500 円）

　　　　　　高校生以下：一般 500 円（会員無料）

チケット
販売中

チケット
販売中
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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

新型コロナウイルス感染症予防の

ため、講習会・教室の参加や検診

などの受診時はマスクの着用、自

宅での検温をお願いします。

新型コロナウイルス感染症予防の

ため、講習会・教室の参加や検診

などの受診時はマスクの着用、自

宅での検温をお願いします。

　口腔内の状態を知るチャンスです！希望する人

は保健センターまでお申し込みください。

と　　き　１月 20 日（水）・22日（金）　

　　　　　◇20 日（水）受付 18 時～ 19 時

　　　　　◇22 日（金）受付９時 30 分～ 10 時 30 分

　　　　　◇22 日（金）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）

内　　容　問診および歯周病組織検査

対　象　者　今年度中に、40・50・60・70歳になる人

定　　員　30人／回

参　加　費　無料

歯周疾患検診のお知らせ歯周疾患検診のお知らせ

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では、料理教室を

開催しています。

　どなたでも参加できますので、希望する人

は保健センターまでお申し込みください。

と　　き　１月 19 日（火）10時～ 14 時

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

参　加　費　300円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾、マスク

申込期限　１月 12 日（火）

食改さんの料理教室食改さんの料理教室

　　　　　　忙しくて何度も健診（検診）を受ける時間がない人などにおすすめです。ぜひご利用ください。

国保特定健診とがん検診を同時に受けられます国保特定健診とがん検診を同時に受けられます

と　　き　１月 19 日（火）・20日（水）

　　　　　受付８時 30 分～ 10時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

内　　容　身長、体重、血圧測定、血液検査、尿検査、

　　　　　診察、がん検診（胃・肺・大腸・前立腺）

❖予約制です。特定健診のみの場合は、実施医療機関または別日の特定健診をご利用ください。

対　象　者　今年度 40 歳～ 74 歳になる国保特定健診対

　　　　　象者で、がんセット検診を同時に受診する人

料　　金　特定健診1,000円＋がんセット検診費用

　　　　　※後日郵送する受診票で確認してください

がんセット検診を実施します（１種類から受診可能）がんセット検診を実施します（１種類から受診可能）

　４種類のがん検診を国保特定健診と同日で実施します。

希望する人は保健センターまで予約してください。

　また、検診申込調査などにより申し込んだ人へ受診票

を郵送しています。未受診の人や新たに希望する人はご

連絡ください。市民税非課税世帯・生活保護世帯の人、

後期高齢者医療制度被保険者の自己負担金は無料です。

　未受診者検診　１月 19 日（火）・20日（水）

　　　　　　　　受付　８時 30分～ 10時 30 分

　大腸がん検診のみ　１月 20 日（水）

　　　　　　　　受付　18 時～ 19 時

　※会場：保健センター（エイブル１階）

胃がん検診
【対象】40 歳以上～ 79歳以下

【内容】バリウムを飲み

　　　レントゲン撮影

【自己負担金】1,000 円

肺がん検診
【対象】40 歳以上

【内容】①胸部レントゲン撮影

　　　②痰検査（問診で必要な人のみ）

【自己負担金】①400 円 ②700 円

前立腺がん検診
【対象】50 歳以上の男性

【内容】血液検査

【自己負担金】700 円

大腸がん検診
【対象】40 歳以上

【内容】便の潜血検査

※受診当日に容器を配布

【自己負担金】600 円
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　令和２年４月２０日現在、鹿島市に住民登録

している下記の対象者へ『無料クーポン券』を

送付しています。

　まだ使用されてない人で受診される場合は、

使用期限が令和３年２月２８日までですので、

早めに指定医療機関で受診しましょう。

　詳しくは送付している案内をご覧ください。

令和２年度対象者

子宮頸がん検診

　平成 11 年４月１日～平成 12年３月 31日生まれ

乳がん検診

　昭和 54 年４月１日～昭和 55年３月 31日生まれ

子宮頸がん・乳がん検診の
　無料クーポン券をお持ちの皆さん
子宮頸がん・乳がん検診の
　無料クーポン券をお持ちの皆さん

～検診はお済みですか～
　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３日（水）

　　　　　受付 13 時 30 分～ 15 時

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

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

　今年度、まだ国保特定健診を受診していない人はぜひ受診して

ください。保健センターまで事前の申し込みをお願いします。

今年度最後の
　国保特定健診を実施します
今年度最後の
　国保特定健診を実施します

注意事項

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

　◆対象の人には通知でお知らせします。

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

　◆17日は同時に歯周疾患検診も行いますので、歯みがき
　　をしてお越しください。

と　　き　１月 17 日（日）・18日（月）

　　　　　受付８時 30 分～ 10時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

対　象　者　令和２年度中に40～74歳になる国保加入者

内　　容　身長・体重・血圧測定・血液検査・

　　　　　尿検査・診察・歯周疾患検診（17 日のみ）

持　参　品　受診券・受診票・国保被保険者証

料　　金　1,000円

　感染性胃腸炎は、多種多様な病原体（細菌、ウイルス、原虫など）

による病気のことです。冬季に集中して発生がみられるものの多くは

ノロウイルスやロタウイルスなどが原因と考えられます。

◆下痢・嘔吐のある患者に接する注意点
　◆こまめに手を洗いましょう。（特に用便後）

　◆患者が嘔吐した部屋には、立ち入る人を最小限にし、

　　窓があれば換気をしてください。

　◆嘔吐物、糞便などを処理する際は、使い捨て手袋、

　　マスク、エプロンを着用して処理しましょう。

　◆汚物の付着した床などは、汚物を十分に取り去って

　　から、塩素系漂白剤で消毒しましょう。

□感染防止のポイント

　◆手洗いは予防の基本です。

　◆二枚貝については、なるべく生食を

　　避け、加熱して食べましょう。

　◆食品を加熱する際は、食品の中心部

　　まで十分に加熱調理しましょう。

□症状　①ノロウイルスやロタウイルスに感染すると、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱などの症状が見られます。

　　　　②高齢者や乳幼児では脱水症状などから症状が重くなる場合がありますので注意が必要です。

感染性胃腸炎に
　　注意しましょう！
感染性胃腸炎に
　　注意しましょう！

特定健診は１月３０日（土）までです　期限内に受診しましょう特定健診は１月３０日（土）までです　期限内に受診しましょう

　国保特定健診は期限を過ぎると受けることができなくなります。特定健診の受診率によって国から

の交付金の額が算定され、結果的に皆さんに納めていただく国保保険料の額にも反映されます。
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お知らせ

　今年度は、新型コロナウイルス感

染症対策として、中学校区別（住民

登録をしている地区）での２部制で

開催します。

　なお、状況により内容の変更また

は中止となる場合があります。

と　　き　１月 10 日（日）

と　こ　ろ　生涯学習センターエイブル

◆前半　古枝・浜・七浦

　受付 11 時 30 分～　開式 12 時～

◆後半　鹿島・能古見・北鹿島・明倫

　受付 14 時～　開式 15時～

❖前半、後半ともに同じ内容です。

　転居などにより現住所と出身小中

　学校区が異なる場合は、前半、後

　半のいずれかに参加してください。

　また、当日は新成人のみ会場に入

　場可能です。

詳しくは　生涯学習課社会教育・文化係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

　駅への送迎や切符購入など、ぜひ

ご利用いただき、駅前の道路が混雑

しないようにご協力をお願いします。

20 分以内　　無料

24 時間以内　310 円

24 時間以上　24 時間毎に 310 円加算

詳しくは　商工観光課

　　　　　☎０９５４（６３）３４１２

　高齢運転者の交通事故防止対策の

一環として、運転免許証を自主返納

された人を支援します。

対　　象　市内に住所を有し、満 75 歳

　　　　　になった日以降に運転免許

　　　　　証を自主返納した人

※平成30年７月１日以降の返納から対象

内　　容　祐徳バス、再耕庵タクシー

　　　　　で使用できる共通利用券

　　　　　8,000円分の交付（１回限り）

申請に必要なもの

　◆印鑑（認印可）

　◆運転免許の取消通知書

　　（返納時に警察で交付）

　◆保険証など

　　（住所・年齢が確認できるもの）

※家族などによる代理申請を行う場合、代理

　申請者の身分証明書も持参してください。

詳しくは　総務課防災係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１２

　安全・安心・快適

に図書館の本を利用

していただけるよう、

図書除菌機を導入し

ました。

　除菌・消臭・ほこり除去などの機

能を備えているので、衛生面が気に

なる人におすすめです。一度に６冊

まで３０秒で除菌します。

詳しくは　市民図書館

　　　　　☎０９５４（６３）４３４３

　新型コロナウイルス感染症の影響

により収入が減少した世帯は、市税

や国民健康保険税の納付猶予または

減免を受けられます。詳しくは税務

課へご相談ください。

詳しくは　税務課

　　　　　☎０９５４（６３）２１１８

　今年もいろいろな仕事を請け負い

ます。また、あなたも知識と経験を役

立てながら、生涯現役として仲間と

ともに楽しく仕事をしてみませんか。

■会員を募集しています

対　　象　60歳以上または今年３月

　　　　　までに60歳になる人

説　明　会　１月 21 日（木）９時 30 分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

※説明会はセンターでも随時行っています

■各種作業の注文をお受けします

　『農作業』『庭木の剪定』『家事（掃除

など）』『草刈り』など、いろいろな作

業についてお気軽にご相談、ご注文

ください。

■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　１月 21 日（木）８時 30 分～

■畑や家庭菜園などにＥＭ入り有機チップ

　の堆肥はいかがですか？配送もできます

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　☎０９５４（６３）０９７０

令和２年１１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　

□その他・・・積雪または凍結している道路で冬用タイヤ、タイヤチェーンを

装着せず運転するのは違反となり検挙の対象になります。大変危険ですので、

他の運転者への迷惑にならないためにも早めの準備・装着をお願いします。

詳しくは　鹿島警察署交通課　☎０９５４（６３）１１１１

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

3,394 件（－1,210）
184 件（－053）
99 件（－033）

4,378 人（－1,761）
236 人（－069）
128 人（－045）

27 人（－04）
1人（ 0）
1人（ 0）

16,275 件（－2,337）
935 件（－126）
503 件（－051）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

あけましておめでとうございます
シルバー人材センター

令和３年　鹿島市成人式

運転免許証を自主返納
された人を支援します

市営駅前駐車場は
最初の２０分間無料です！

市税・国民健康保険税の
納付猶予・減免について

図書除菌機が
利用できます

情報掲示板　◇　お知らせ
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　鹿島市、嬉野市、太良町の２市１

町の観光関係団体で組織する肥前路

南西部広域観光協議会（ＷＥＴ）で

観光循環バスを運行します。

　このバスは、２市１町内をそれぞ

れ循環し、鹿島市に設定している接

続点（鹿島バスセンター）で乗り換

えて他の市町への移動が可能で、更

なる広域観光の促進につながります。

　また、２市１町内店舗で 1,000 円

以上の飲食をすれば、指定店で使用

可能な 500 円のクーポンをプレゼ

ントします。

運　行　日　１月 23 日・24日・

　　　　　　30 日・31日（土・日）

始発時刻　９時発［それぞれの市町］

※最終便は 16 時～ 17時前後

料　　金　1,000 円（１日乗り放題）

詳しくは　運行時刻等の詳細はお問合せください

　バス運行について　祐徳旅行㈱鹿島営業所

　　　　　☎０９５４（６３）１１５１

　総合窓口　肥前路南西部広域観光協議会

　　　　　☎０９５４（６７）００６５

　不法投棄は法律で『何人も、みだ

りに廃棄物をすててはならない。』

と定められ禁じられています。

　違反した場合、５年以下の懲役や

１千万円以下の罰金、また、会社の

場合は、３億円以下の罰金など非常

に厳しい罰則の対象となります。

〔廃棄物の処理及び清掃に関する法律第２５条、３２条〕

　エアコン、冷蔵庫、冷凍庫、テレ

ビ、洗濯機、乾燥機は家電リサイク

ル法の対象となりますので、処分す

る際は家電販売店にリサイクル料金

を支払い、引き取ってもらってくだ

さい。

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

　１月１９日に開催を予定していた

『ふな市』は、新型コロナウイルス感

染拡大防止のため、中止とさせてい

ただきます。

詳しくは　浜公民館

　　　　　☎０９５４（６２）２５３４

　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。

（オンラインによる事前予約制）

と　　き　２月 21 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

入　場　料　無料

※状況により中止する場合があります。

　最新情報は当協会ＨＰをご覧ください。

　http://www.uce.or.jp/（事前予約）

詳しくは　私立大学通信教育協会

　　　　　☎０３（３８１８）３８７０

募　集

　詳しくは浜公民館だより１月号の

募集要項をご覧ください。

募集人数　職員（主事）１人

募集期間　１月12日（火）～22日（金）

条　　件　募集要項に定める要件を

　　　　　満たす人

勤務時間　週 40 時間程度

業務内容　地域振興、生涯学習推進、

　　　　　公民館の維持管理、各種

　　　　　団体の事務局業務など

給　与　等　月額 203,000 円

※社会保険等含む。昇給・賞与なし、退職金あり

雇用期間　令和３年４月１日

　　　　　～令和７年３月 31 日

※継続雇用あり、ただし１回目の更新は２年

詳しくは　浜公民館

　　　　　☎０９５４（６２）２５３４

　将来の水産業を担う後継者育成の

ため、研修生を募集します。

対　象　者　満 18 歳以上

募集人員　20人程度

研修期間　１年間（令和３年４月～）

研修科目　水産の基礎・専門研修、

　　　　　各種免許取得講習など

願書受付　１月 12 日（火）

　　　　　　～２月 15 日（月）

願書請求　佐賀県高等水産講習所

　　　　　または漁協本所、支所

試　験　日　３月４日（木）・５日（金）

試験内容　筆記試験・面接

詳しくは　佐賀県高等水産講習所

　　　　　☎０９５５（７２）２５６５

　入居予備者は、抽選により選考し

ます。詳細はお問い合わせください。

対象団地　市内全４団地ほか

　　　　　（武雄市・大町町地区）

申　込　書　２月１日（月）から配布

受付期間　２月４日（木）～10日（水）

　　　　　９時～19時（７日を除く）

受付場所　武雄市武雄町昭和 265 番地

　　　　　指定管理者　川原建設㈱

抽　選　日　２月 16 日（火）

抽選会場　武雄総合庁舎別館

詳しくは　川原建設㈱武雄管理室

　　　　　☎０９５４（２６）０５２２

対　象　者　求職者

訓練期間　３月２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　１月 29 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

令和3年3月期
職業訓練受講生募集

定員募集訓練科

ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科 １５

溶 接 技 術 科 １２

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科 １５

電 気 保 全 サ ー ビ ス 科 １２

ふな市
中止のお知らせ

浜公民館　職員募集

佐賀県高等水産講習所
研修生募集

県営住宅
入居予備者募集

大学通信教育合同入学
説明会のご案内

不法投棄された現場の様子不法投棄された現場の様子

鹿島・嬉野・太良間を走る
観光循環バス運行

不法投棄は犯罪です！

情報掲示板　◇　お知らせ・募集
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講習会・教室

　鹿島手話サークルでは、聴覚障が

い者への理解と簡単なコミュニケー

ション方法の習得を目的に講習会を

開催します。ぜひご参加ください。

と　　き　２月４日～３月25日（全８回）

　　　　　毎週木曜日 19 時～ 20 時 30 分

と　こ　ろ　かたらい４階多目的室

内　　容　初級学習と聴覚障がい者との交流

参　加　費　500円（保険料、テキスト代）

申込・問合せ先　

　鹿島市ボランティア活動センター

　（鹿島市社会福祉協議会内）

　☎０９５４（６２）２４４７

と　　き　１月９日（土）

　　　　　※少雨決行

集合場所　蟻尾山公園市民球場前

　　　　　※８時 20 分集合

コ　ー　ス　市内神社を３カ所巡る

　　　　　※約 10km（約３時間）

参　加　費　会員：200 円

（保険料を含む）　一般：300 円

　　　　　※当日受付でお支払いください

申込期限　１月７日（木）

詳しくは　スポーツライフ・鹿島事務局

　　　　　（鹿島市体育協会内）

　　　　　☎０９５４（６２）３３７９

　布とボンドで縫わずにできるブッ

クカバーをつくるワークショップで

す。電話または図書館カウンターま

でお申し込みください。

と　　き　２月18日（木）・21日（日）  

　①10 時～ 11 時　②15 時～ 16 時

と　こ　ろ　図書館内

対　　象　高校生以上　

定　　員　①②各回４人

参　加　費　無料

申　　込　１月 16 日（土）9 時 30 分～

詳しくは　市民図書館

　　　　　☎０９５４（６３）４３４３

　鹿島史談会では、郷土の歴史など、

毎月、会員や外部講師による講座や

年２回の見学会を行っています。

　どなたでも参加できます。一緒に

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（城内）

資　料　代　200 円

◇１月 13 日（水）

演　題　日本人は何で石塔にこだわったのか

　　　　～葬式仏教は革新的な宗教活動だった～

講　師　大石　一久さん

　　　　（鹿島市文化財審議委員）

◇２月４日（木）

演　題　地形と地名でたどる干拓の歴史

講　師　江島　賢一さん

　　　　（鹿島市生涯学習課）

◇３月４日（木）

演　題　白石町の中近世城館

講　師　米田　実さん

　　　　（白石町生涯学習課）

詳しくは　鹿島史談会事務局　杉谷

　　　　　☎０９５４（６３）２４８７

　要約筆記とは、聞こえない人や聞

こえにくい人に話の内容を文字で伝

えるコミュニケーション手段の一つ

です。全国障害者スポーツ大会に向

けて、ボランティア活動に関心のあ

る人など、ぜひ、ご参加ください。

と　　き　１月 13・20・27 日（水）

　　　　　10 時～ 12 時

と　こ　ろ　エイブル２階音楽スタジオ

内　　容　聴覚障害の基礎知識、

　　　　　筆談・要約筆記の体験

定　　員　10 人

参　加　費　無料

申込期限　１月６日（水）

詳しくは　佐賀県聴覚障害者サポートセンター

　　　　　☎０９５２（４０）７７１５

　　　　　nakao@saga-mimisapo.jp

イベント

　

　昭和６０年に旭ヶ岡公園の桜の保

存と育成を目的に発足した鹿島市桜

樹保存会では、今日まで約５００本

の桜を植樹し、また、桜の生育調査

を行うなど、より良い桜の環境づく

りを目指しています。

　今年も皆さんとともに桜の木を植

樹します。ぜひご参加ください。

※状況により中止になった場合でも、

　当方で寄附の分の植樹は行います。

と　　き　２月 21 日（日）10 時～

と　こ　ろ　旭ヶ岡公園

❖ご寄附も、随時受け付けています。

　皆さんのご支援をお願いします。

詳しくは　鹿島市桜樹保存会事務局

　　　　　（鹿島青年会議所内）

　　　　　☎０９５４（６２）５６５６

　第３回鹿島検定（大人・子どもの

部）と第４回日本酒検定を開催しま

す。今年は参加者に問題文を発送し

ます。問題文はメールまたは直接受

け取り可能です。

　解答は各自メールまたは郵送で返

信してください。参考資料・検定本

を見ても大丈夫です。豪華賞品も準

備しています。

　問題文の受け取りや回答方法など

は鹿島市観光協会のＨＰ、フェイス

ブックをご覧ください。

https://saga-kashima-kankou.com

問題文発送　２月 10 日（水）

解答期間　２月 10 日（水）～ 16 日（火）必着

詳しくは　鹿島市観光協会

　　　　　☎０９５４（６２）３９４２

鹿島史談会　歴史講座

鹿島市桜樹保存会
植樹祭

要約筆記体験教室

情報掲示板　◇　講習会・教室・イベント

鹿島を知り、鹿島を好きになろう
鹿島検定・日本酒検定

手話講習会

新春！三社参りウォーキング

ブックカバーづくり
ワークショップ

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　☎（６２）３７１８
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　祐徳門前商店街を舞台にしたeス

ポーツ大会『太鼓の達人』を開催し

ます。子どもから大人まで楽しめる

大会です。ぜひ参加してください。

と　　き　３月 13 日（土）

　　　　　10 時～ 16 時

と　こ　ろ　祐徳門前商店街（赤鳥居そば）

定　　員　子どもの部　16 人（小中学生）

　　　　　一般の部　８チーム（３人１組）

参　加　費　無料

参加方法　事前に公式サイトから申込

　申込などの

　情報はこち

　らからご覧

　ください

　　　http://esports-saga.com/taiko/

詳しくは　佐賀県ｅスポーツ協会

　　　　　☎０９５２（２５）２１６０

　　　　　さが祐徳ｅスポーツ協会

　　　　　Instagram @saepo2020

◇市内小中学校第３学期始業式

　８日（金）

◇鹿島市消防出初め式　中川グラウンド

　９日（土）９時 30 分～

◇鹿島市成人式　エイブル

　10 日（日）前半 12 時～、後半 15 時～

相　談

　もう少し働きたいシニア世代の人

の就職希望を相談員がお受けします。

と　　き　１月 13 日・２月３日・

　　　　　３月３日（水）10 時～ 15 時

と　こ　ろ　ハローワーク鹿島２階

詳しくは　佐賀県シニアはたらきたいけん推進協議会

　　　　　☎０９５２（３３）７３８０

と　　き　１月 17 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

申込・問合せ先（要申込、電話での相談可）

　佐賀県労働者福祉協議会

　ライフサポートセンターさが

　☎０１２０（９３１）５３６

　制度の利用方法や事例の紹介など

についての講座です。講座終了後は、

個別相談も受け付けますので、ぜひ

ご参加ください。

と　　き　２月 11 日（祝）13 時～ 15 時

と　こ　ろ　アバンセ（佐賀市）

定　　員　20 人

参　加　費　無料

申込方法　電話での事前予約

※状況により中止となる場合があります

申込・問合せ先

　成年後見センター・リーガルサポート佐賀支部

　☎０９５２（２９）０６２６　

◆無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　21 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

　28 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

　21 日（木）受付 13 時～ 14 時 30 分　13 時開始

　総務課 ☎（６３）２１１１

◆人権相談　かたらい３階健康相談室

　14 日（木）10 時～ 15 時

◆厚生年金・国民年金相談（要予約）

　５・19 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

　新世紀センター２階会議室１

　武雄年金事務所☎０９５４（２３）０１２１

◆消費生活相談　商工観光課　

　毎週月・金曜日（祝日を除く）

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

新世紀センター２階会議室

◆働き方改革推進出張相談　

　８日（金）10 時～ 12 時、13 時～ 16 時

市役所５階会議室

　同支援センター☎０１２０（６１０）４６４

◆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）

　20 日（水）９時 30 分～ 12 時

新世紀センター２階会議室２

　（要予約）福祉課 ☎（６３）２１１９

◆発達障害児（者）専門相談

　26 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（売買・賃貸など）

　26 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

◆納税相談（要予約）　税務課

　月曜日～金曜日９時～16時（祝日を除く）

　　　　　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）

　15 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

その他のイベント

さが祐徳ｅスポーツ大会
太鼓の達人

子どもの部 一般の部

◉市税集合徴収分
◉介護保険料
◉後期高齢者医療保険料の
第８期の口座振替日は

１月２９日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

　健康増進法に基づく受動喫煙防止

対策を推進するため、令和元年７月

から市役所敷地内（駐車場含む）は

原則禁煙になりました。喫煙は特定

屋外喫煙場所に限ります。

　違反者には、罰則の適

用（過料）が課せられる

ことがあります。

　望まない受動喫煙をなくすため、

市民の皆さんのご理解とご協力をお

願いします。

　総務課総務係

　☎０９５４（６３）２１１１

詳しくは

なくそう受動喫煙！

市役所敷地内は『禁煙』です

なくそう受動喫煙！

市役所敷地内は『禁煙』です

弁護士による
無料法律相談会

司法書士による
成年後見制度入門講座

シニア無料就労相談会

その他の相談

情報掲示板　◇　イベント・相談
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働きがいも経済成長も
『目標８』

働きがいも経済成長も
『目標８』

“クロちゃん”
　　“もりも”と学ぶ
　　　　ＳＤＧｓ！
　　　　　　　　　　　（エスディージーズ）

“クロちゃん”
　　“もりも”と学ぶ
　　　　ＳＤＧｓ！
　　　　　　　　　　　（エスディージーズ）

　ラムサール条約推進室　☎０９５４（６３）３４１６　ラムサール条約推進室　☎０９５４（６３）３４１６詳しくは

もりももりも

クロちゃんクロちゃん も、も、もちろん知ってたのだ！ぼくも去年

モニターツアーに参加したのだ！

去年は源流体験からトビハゼ獲り、浜宿散策までとっても楽しめたね。

エコツアーを通じて、鹿島の文化や産品の魅力を伝えていくのだ。

この目標は、地方の文化振興・産品の販売促進などにつながる

持続可能な観光業を促進しているんだ。ラムサール条約推進室

ではエコツアーになるかな。

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

　商工観光課観光振興係

　☎０９５４（６３）３４１２

詳しくは

募集キャンペーン実施中！
応募締切　令和３年２月２８日（日）

皆さんの作品で

　鹿島をPRしましょう！皆さんの作品で

　鹿島をPRしましょう！

写真＆動画投稿サイト『かしまもよう』

鹿島の魅力を写真と動画で投稿しませんか
写真＆動画投稿サイト『かしまもよう』

鹿島の魅力を写真と動画で投稿しませんか
写真＆動画投稿サイト『かしまもよう』

鹿島の魅力を写真と動画で投稿しませんか
写真＆動画投稿サイト『かしまもよう』

鹿島の魅力を写真と動画で投稿しませんか

https://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/12380.htmlhttps://www.city.saga-kashima.lg.jp/main/12380.html

応募作品は、公式インスタグラム“鹿島もよう”に
随時アップしています。ぜひフォローしてください！
応募作品は、公式インスタグラム“鹿島もよう”に
随時アップしています。ぜひフォローしてください！

応募はインターネットのみの受け付けになります。

詳しくは市のホームページをご覧ください。

　このサイトは、皆さんが撮影した写真や動画を市のホーム

ページに投稿してもらうことで、鹿島市の魅力をより多くの人

に知ってもらおうと開設しています。観光で訪れた市外の人が

気づいた鹿島の魅力的な風景やモノなどを募集します。もちろ

ん市民の皆さんの投稿も大歓迎。また、鹿島の特産品が当たる

キャンペーンも行っています。ぜひ、ご応募ください。

　このサイトは、皆さんが撮影した写真や動画を市のホーム

ページに投稿してもらうことで、鹿島市の魅力をより多くの人

に知ってもらおうと開設しています。観光で訪れた市外の人が

気づいた鹿島の魅力的な風景やモノなどを募集します。もちろ

ん市民の皆さんの投稿も大歓迎。また、鹿島の特産品が当たる

キャンペーンも行っています。ぜひ、ご応募ください。

エコツアー　トビハゼ獲り体験




