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鹿島市成人式鹿島市成人式
写真写真

　１月１０日、第６７回鹿島市成人式が行われました。

　今年度は、東部中学校区と西部中学校区で時間を分けて行ったほか、新型コロナウイルス

感染症の拡大防止のため、マスクの着用や検温などを徹底したうえでの開催となりました。

　（関連記事２～３ページ）　　　　　　　　　※撮影時は一時的にマスクを外して撮影しています。

　１月１０日、第６７回鹿島市成人式が行われました。

　今年度は、東部中学校区と西部中学校区で時間を分けて行ったほか、新型コロナウイルス

感染症の拡大防止のため、マスクの着用や検温などを徹底したうえでの開催となりました。

　（関連記事２～３ページ）　　　　　　　　　※撮影時は一時的にマスクを外して撮影しています。

新しい道へ新しい道へ
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成 人 の 誓 い成 人 の 誓 い

令和３年　第６７回　鹿島市令和３年　第６７回　鹿島市

～二十歳の門出を祝う～～二十歳の門出を祝う～

野中　佑麻さん（東部中出身）野中　佑麻さん（東部中出身）

　今日、みんなと会って成人を迎えたんだ

なと実感しています。今は日本一の海苔の

仕事に携わることができていることに誇り

を感じながらがんばっています。

 また、学生時代は野球でハードな毎日を

過ごしていましたが、両親にたくさん支え

られてがんばることができました。お父さ

んお母さんありがとうございます。

 これからは大人としての自覚をもってが

んばっていきます。

原田　玲奈さん（東部中出身）原田　玲奈さん（東部中出身）

　今日の成人式まで、お母さんにいろいろ

と準備をしてもらいこの日を迎えることが

できました。また、これまでたくさんの人

に支えられ、調理関係の仕事に就くことが

できました。これからはお世話になった皆

さんに料理で恩返しをして、たくさんの人

を幸せにできればと思います。

　お母さん、今日まで大切に育ててくれて

ありがとう。

※撮影時は一時的にマスクを外して撮影しています。
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　１月１０日、平成１２年度に生まれた新成人２９２人が参加して『第６７回（令和３年）鹿島市成人式』が

行われました。会場となった生涯学習センターエイブルでは、凛々しいスーツ姿や艶やかな振り袖姿の新成人

が、久しぶりに会う友人たちと写真撮影や会話を楽しんでいました。

　今年度は、式典の時間を短縮し、マスク着用や検温、手指の消毒など、新型コロナウイルス感染症拡大防止

のため、さまざまな取り組みを講じたうえでの開催となりました。

北原　誠大さん（西部中出身）北原　誠大さん（西部中出身）

　成人を迎えたという実感があまりなかっ

たですが、会場に来て大人になるという責

任感を感じています。今は高校の社会の先

生になるために勉強中です。高校のときに

お世話になり、教えるという面で影響を受

けた恩師のように信頼される先生を目指し

てがんばります。また、両親には今まで数

えきれないくらい迷惑をかけてきました。

　面と向かってはなかなか言えませんが、

今まで育ててくれて本当にありがとう。

吉田　有希さん（西部中出身）吉田　有希さん（西部中出身）

　まだ実感がありませんが、大人の仲間入

りをしたという責任感をもって行動してい

きたいと思います。また、子どもが好きで

両親が学校の先生ということもあり、将来

はその両親のように絶えず努力をして信頼

される学校の先生になりたいと思います。

　お父さんお母さん、今まで大切に育てて

くれてありがとう。少しずつ恩返しできる

ようにこれからもがんばります。

北原　誠大さん　　今村　莉花さん
（司会）西部中

北原　誠大さん　　今村　莉花さん
（司会）西部中

寺山　昇磨さん　　宮﨑　琴望さん
（記念品贈呈）西部中

寺山　昇磨さん　　宮﨑　琴望さん
（記念品贈呈）西部中

高瀬　凜さん
（市民憲章宣言）

東部中

高瀬　凜さん
（市民憲章宣言）

東部中

大場　塁さん
（決意の言葉）

東部中

大場　塁さん
（決意の言葉）

東部中

山﨑　大二郎さん　　原田　玲奈さん
（記念品贈呈）東部中

山﨑　大二郎さん　　原田　玲奈さん
（記念品贈呈）東部中

山口　修平さん
（市民憲章宣言）

西部中

山口　修平さん
（市民憲章宣言）

西部中

吉田　有希さん
（決意の言葉）

西部中

吉田　有希さん
（決意の言葉）

西部中
※司会者をはじめ成人代表者はステージ登壇時のみマスクを外しています。

野中　佑麻さん　　中島　沙綾さん
（司会）東部中

野中　佑麻さん　　中島　沙綾さん
（司会）東部中
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TopicsTopics まちの話題

受賞者紹介

佐賀県緑の少年団活動発表大会
最優秀賞

鹿島市古枝緑の少年団

１２月７日、鹿島市古枝緑の少

年団の活動発表者が市役所を訪

問され、１１月１５日に行われ

た佐賀県緑の少年団活動発表大

会での最優秀賞受賞を報告され

ました。

日ごろの活動の様子や、７月の

豪雨で浜川が氾濫し景観が失わ

れたことにより、自分たちには

何ができるかを考えて、花植え

などをして緑いっぱいにしよう

と、日ごろお世話になっている

各施設にプランターを贈呈して

いる様子を発表し、受賞をされ

ました。

地域とつながる高校魅力づくりプロジェクト

　１２月１１日、鹿島高校で、地域とつな

がる高校魅力づくりプロジェクトの研究発

表会が開催されました。

　このプロジェクトは、高校生に地域活性

化への取組みや地域資源の豊富さを知って

もらい、地域で活躍している人材と交わる

ことで地域を愛する心を育み、魅力と活力

ある高校づくりを生徒自ら行うことを目的

に令和元年度から３カ年計画で実施してい

ます。

　今年度は、地域経済や文化、医療・福祉、環境や生活などの７つの分野につい

てグループで探求活動を行い、地域の課題解決に向けたプランなどの作成を行う

過程で、市の職員が講師としてアドバイスを行い、プランの内容やプレゼンテー

ション能力を向上させる活動に取り組んでいます。

　研究発表会では、普通科２年生の生徒がそれぞれのグループで研究テーマにつ

いて発表し、生徒同士の意見交換や相互評価が活発に行われました。

研究テーマについて発表するポスターセッションの様子

鹿島高校商業科３年生　マーケティング学習

　１月６日、鹿島高校商業科の３年生が地

元の菓子店と共同開発した商品の販売実習

を鹿島市役所で行いました。

　鹿島高校では、商業科の３年生が商品の

ネーミングから仕入れ、販売の計画などを

立案し、売上の計算や分析まで行うマーケ

ティングを学ぶ実習が行われています。当

日は商業科の生徒が商品を買いに来る人に

丁寧に対応していました。

　実習に参加した経塚桃さん（商業科３年）は「週１回の課題研究の時間にみん

なで計画を立て、学習してきました。今回の実習ではコミュニケーションの取り

方を学ぶことができました。社会に出たら周りの人に気を配り、信頼される社会

人になりたいです」と話されました。

鹿島市消防出初め式
－災害のない１年を願って－

　１月９日、市役所前駐車場で鹿島市消防出初め式が開催されました。

　今年は新型コロナウイルス感染症対策のため、マスク着用やお互いの距

離をとるなどの基本的感染予防のほか、班長以上の団員を参集範囲と縮小

した上で、祝賀放水中止など式典内容を見直して短時間での開催になりま

した。式典では、優良分団・部・個人の表彰、また、昨年２月に人命救助

に関わった４人に鹿島市から感謝状の贈呈が行われました。

　当日は雪が積もる中での開催でしたが、参加した団員はじめ消防関係者

は今年１年の活動に対しての決意を新たにしていました。

◇表彰旗　古枝分団　昨年１年間を通じて、消防の成績抜群の分団

◇竿頭綬　浜町分団（教養）　昨年１年間を通じて、教養訓練の成績優秀な分団

◇竿頭綬　古枝分団（無火災１年）　担当地区での火災がなかった分団

◇優良部　古枝分団第４部（中尾）、第６部第２班（竹ノ木庭）、北鹿島分団第４部（新籠）

　　　　　　　　　　　　　昨年１年間の車庫点検の成績や活動が優秀な部

◇感謝状　峰松広行さん、峰松正典さん、光武康隆さん、西山俊樹さん
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善行紹介

１月１５日、株式会社岡田電機

様からご寄附をいただきました。

株式会社岡田電機様からのご寄

附は昨年度に引き続き２回目と

なり、今回は鹿島市で初の企業

版ふるさと納税としてのご寄附

となります。

鹿島市の観光振興とＳＤＧｓの

推進に活用して欲しいとのご意

向に沿って、有効に使わせてい

ただきます。

おいしい！野菜チャレンジ

　１２月２２日、能古見小学校の３年生を

対象に『おいしい！野菜チャレンジ』が開

催されました。この事業は、将来に向けた

体づくりの大事な小学生の時期に野菜嫌い

を克服し、バランスよく栄養摂取をしても

らうことを目的に、放課後ＮＰＯアフター

スクールとカゴメ株式会社が連携して行っ

ているものです。

　当日は、東京と仙台を結んだオンライ

ン形式で、地元で採れた野菜を使い『さ

わる・見る・かぐ・知る・飲む』といっ

た体験学習を通し、普段とは違った見方

で野菜に親しんでいました。

　参加した児童は「いろんな野菜があっ

てビックリした。好き嫌いなく野菜をた

べたい」と話していました。

放課後子ども教室事業　遊びリンピック

　１２月２５日、放課後子ども教室事業

『遊びリンピック』を開催しました。

　当日は、能古見小学校『すぎの子クラ

ブ』、浜小学校『光の子クラブＡ・Ｂ』に

通う児童４４人が参加し、国立諫早青少年

自然の家のインストラクターの指導のも

と、丸太積・ペットボトルボーリングなど

５種目にチャレンジしました。

　はじめは、違う学校の友達同士で緊張

していた子どもたちも、競技前のアイス

ブレイクのときには打ち解け、笑顔いっ

ぱいになりました。中には難易度が高い

種目もあり、特に低学年に苦戦する場面

が見られましたが、周りの応援を受けな

がら最後まであきらめずトライすること

ができました。参加した児童は「丸太積

が面白かった。今度はもっと高く積める

ようにしたい」と楽しんでいました。

善行紹介

１月１５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４回目に

なります。

市では寄附を活

用して新生児へ

鹿島市産のヒノ

キを使用したフォトフレームを

贈呈しています。フォトフレー

ムには「ヒノキのようにたくま

しく、美しく、健やかに育って

ほしい」という願いが込められ

ています。

⇧ペットボトルボーリング

⇧ペットボトルダーツ
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　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。詳しくは『申告のお知らせ』をご覧ください。

　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。

⦿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。

確定申告・市県民税申告のお知らせ

申告は正しくお早めに！ ３月15日まで

　税務課課税係　☎０９５４（６３）２１１８詳しくは

武雄税務署申告相談日程　２月５日（金）～３月 15 日（月）９時～ 16 時　会場：武雄市役所５階

◇◇◇武雄税務署からのお知らせ◇◇◇

■確定申告会場へは入場整理券が必要です

　税務署での確定申告会場への入場整理券は当日会場で配布しますが、ＬＩＮＥアプリでの事前発行も可能で

す。入場の際には、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。

令和２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 15 日（月）

⦿個人事業者の消費税および地方消費税　３月 31 日（水）

税務署等の閉庁日対応【佐賀税務署】

•２月 21 日（日）　•２月 28 日（日）

　武雄税務署　☎０９５４（２３）２１２７詳しくは

□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障がい者の人は、戦傷・障害者手帳または福祉事
　務所長の認定通知書

□鹿島市申告相談日程

２月 16 日（火）～３月 15 日（月）　平日９時～ 15 時　《定員 150 人／日》日　　時

❖自身で来庁できない高齢者等がご家族と来られるよう２日間の休日受付を行います。

　休日受付　２月 21 日（日）・３月７日（日）９時～ 12 時（定員 70 人／日）

　※定員に達し次第当日の受付を終了します

鹿島市役所５階大会議室　［全地区対象］会　　場

❖各地区公民館での申告相談は行いませんのでご注意ください。

相談日ごとの申告受付番号札を事前に配布します番号札配布

❖申告相談には受付番号札が必要です。受付番号札は事前に配布します。※配布は１人１枚

　配布期間　２月２日（火）～相談日前日　平日８時 30 分～ 17 時 15 分

　配布期間　市役所１階税務課窓口

　※事前配布で定員に達しなかった残りの番号札は、当日会場前に８時30分から設置します。

　　番号札を紛失された場合、同じ番号での再交付はできません。また、電話等での予約や上記

　　以外での配布は行いません。配布状況については市ホームページに掲載します。
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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、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３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３年１月１日現在、
鹿島市内に居住していま
したか？

令和２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３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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　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３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

お問い合わせください。

　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 22 日（月）

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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　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）

第２期鹿島市子ども教育大綱

　子どもたちとその教育に焦点をあて、鹿島市にお

ける教育の方向性を示すものです。

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。

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、総務課でも閲覧できます。

意見募集期間　２月１日（月）～３月３日（水）

　　　　　　　　〒８４９－１３１２

鹿島市大字納富分２６４３番地１　鹿島市役所

総務課総務係　☎０９５４（６３）２１１１

　　　　　　　℻０９５４（６３）２１２９

　　　　　　　soumuka@city.saga-kashima.lg.jp

提出・問合せ先

　税務課課税係

　☎０９５４（６３）２１１８

詳しくは

　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。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。

お
知
ら
せ

増築・改築をした家屋の固定資産税の評価について

□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。

　マイナンバーカードを利用して最大５,０００ポイントが付与されるマイナポイント事業について、３月までの

期限が９月まで延長されました。キャッシュレス決済サービス（交通系ICカード、電子マネー、QRコード決済）

のチャージや利用をすることでその金額の２５％（最大５,０００ポイント）が付与されるものです。

お
知
ら
せ

マイナポイント事業が９月まで延長されます

　マイナンバーカードの申請・交付について　市　民　課　☎０９５４（６３）２１１７

　マイナポイント事業について　　　　　　　企画財政課　☎０９５４（６３）２１０１

詳しくは

３月からは健康保険証として

の利用も予定されています。

この機会にマイナンバーカー

ドの作成をお願いします。

３月からは健康保険証として

の利用も予定されています。

この機会にマイナンバーカー

ドの作成をお願いします。

■マイナポイントを利用するための手順

　①マイナンバーカードの取得（令和３年３月末までに交付申請が必要）

　②マイナポイントの予約（マイキーＩＤの設定）

　③マイナポイントの申込み（利用するキャッシュレス決済サービスの申込み）

　④決済サービスへのチャージまたは利用
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　総務課職員係　☎０９５４（６３）２１１３詳しくは

　令和３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。

お
知
ら
せ

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１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。

※任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３年４月１日～令和４年３月 31 日

　産業支援課・鹿島ジビエ料理研究会事務局

　☎０９５４（６３）３４１１

詳しくは

お
知
ら
せ

ＨＡＣＣＰ（ハサップ）講習会・ジビエ料理教室

□ＨＡＣＣＰ（ハサップ）講習会

　食品の安全を守るための衛生管理などを学ぶ講習

会を開催します。令和３年６月から食品に関わる全

ての事業者にＨＡＣＣＰに沿った衛生管理が完全義

務化されます。基礎知識や何からはじめ、気をつけ

る必要があるのかなどを学ぶ講習です。

と　　き　２月 16 日（火）14時～ 16 時

と　こ　ろ　産業活性化施設海道しるべ

講　　師　杵藤保健福祉事務所職員

対　　象　市内の食品製造業者

定　　員　先着 20 人

募集期限　２月 10 日（水）

□かんたん！ジビエ料理教室

　家庭で簡単に調理できるジビエ料理を市内飲食店

シェフから学ぶ料理教室です。ぜひご参加ください。

と　　き　２月 23 日（祝）14時～ 17 時

と　こ　ろ　産業活性化施設海道しるべ

対　　象　市内在住または市内事業所に勤務する人

持　参　品　三角巾、マスク、エプロン

定　　員　先着 20 人

募集期限　２月 10 日（水）

参加
無料

　保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３詳しくは

　定期通院中で鹿島市国保特定健診をまだ受けていない人は、ヘルスサポートを利用することで通常の診療時の

血液検査項目以外（特定健診と同様のもの）の検査を特定健診として受けることができます。かかりつけ医療機

関で定期通院時に一緒に受けられるので、ぜひご利用ください。　　　　　　　※今年度の特定健診は終了しました

受診期間　令和３年３月 31日（水）まで

費　　用　無料（診療にかかる費用は必要です）

持　参　品　特定健診受診券・受診票、健康保険証

市外医療機関については保健センター

へお問い合わせください

市外医療機関については保健センター

へお問い合わせください

お
知
ら
せ

～ヘルスサポート事業のご案内～

定期検査で受けていない検査を受けませんか

◇◇◇◇◇◇◇◇◇実施医療機関◇◇◇◇◇◇◇◇◇
犬塚病院　織田病院　志田病院　西岡内科クリニック

中村医院　ふきあげ納富病院　谷口医院（嬉野市）
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募
　
集 会計年度任用職員募集

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

募集期間　２月１日（月）～ 19 日（金）（土・日曜日および祝日を除く）

そ　の　他　詳しくは各提出先に備え付けの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　面接試験（①のみ一次審査で書類選考あり）

応募資格区　分

①
鹿島市干潟交流館
職員

募集要領に定め
る要件を満たし
ている人

任用期間 勤務内容 勤務時間・形態

干潟交流館の施設管
理、運営、水生生物
の飼育等

週 35 時間
（１日７時間）

令和３年４月１日
　～令和４年３月 31 日

１人

募集人員

■募集要領および登録申請書の備付場所、提出先、問合せ先・・・募集区分①

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

応募資格区　分

②
生活保護就労
支援員

業務に熱意を持って取
り組む人、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

任用期間 勤務内容 勤務時間・形態

生活保護受給者に対
する就労相談、就労
支援等

週 30 時間
（１日６時間程度）
月～金（祝日を除く）

令和３年４月１日
　～令和４年３月 31 日

１人

募集人員

■募集要領および登録申請書の備付場所、提出先、問合せ先・・・募集区分②

　福祉課生活保護係（市役所１階）　☎０９５４（６３）２１１６
■試　験　日　２月 25 日（木）　場所：福祉課会議室

■基本給付　１世帯 50,000 円　第２子以降１人につき 30,000 円

　対　　象　ひとり親世帯で、次のいずれかに該当する人

　　①令和２年６月分の児童扶養手当が支給されている人

　　　（申請不要）※対象者へは令和２年 12月 25 日に再支給分支給済

　　②公的年金等（遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、

　　　遺族補償など）を受給しており、令和２年６月分の児童

　　　扶養手当の支給が全額停止される人で、平成 30 年収入額

　　　の支給要件を満たす人（申請必要）

　　※児童扶養手当の申請をしていれば、令和２年６月分の児

　　　童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測さ

　　　れる人も対象となります。

　　③新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変す

　　　るなど収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準

　　　となっている人（申請必要）

　　※令和２年７月分以降の児童扶養手当受給者も含みます。
　　　（受給者になってから新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少した人）

　新型コロナウイルス感染症による国の緊急経済対策の一つとして、ひとり親世帯に給付金を支給しています。

　福祉課社会福祉係

　☎０９５４（６３）２１１９

詳しくは

■追加給付　１世帯 50,000 円

　対　　象　基本給付の①または②に該当

　　　　　　する人で、新型コロナウイル

　　　　　　ス感染症の影響を受けて家計

　　　　　　が急変し収入が減少した人　

　　　　　　（申請必要）

お
知
ら
せ

ひとり親世帯臨時特別給付金

申請期限　令和３年２月 26 日（金）

必要書類　申請書、戸籍謄本、

　　　　　収入等がわかる書類など

※詳細についてはお問い合わせください
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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
中村医院　　　　　☎０９５４（６３）９２３４
田中医院　　　　　☎０９５４（４３）２１１１
村山小児科　　　　☎０９５４（６３）１１５８
太田医院　　　　　☎０９５４（４３）１１４８

9日
2日

16日
23日

鹿島市
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

□子育て・相談・教室 場所：保健センター（エイブル１階）

母子健康手帳交付 3・10・17・24 日（水） 10時～10時30分
内　容　手帳交付、説明会
対　象　市内在住の妊婦　※都合の悪い人はお電話ください

備考受付時間開催日行事名

２か月児相談 18 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 12 月生まれ　　　　　（通知に記載）

赤ちゃん相談 17 日（水） 13時30分～14時30分
内　容　身体測定、個別相談（健康、栄養、歯科等）
対　象　乳幼児と保護者　※持参品：母子手帳、バスタオル

離乳食教室（前期） 2 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 16 日（火） 10時～10時30分
内　容　調理実習・試食等
対　象　1 歳 6 か月～就学前の児と保護者（要予約）

成人健康相談 3 日（水） ９時30分～10時30分
内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

２回目フッ化物塗布 25 日（木） 13時45分～14時
内　容　歯科診察、フッ化物塗布 ※必ず歯磨きをしてきてください
対　象　平成 31 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2年10月生まれ）

１歳６か月児健診
（令和元年7月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成29年7月生まれ）

24 日（水）

25 日（木）

4 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）

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

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
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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12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

6 日（土）
7 日（日）

11 日（祝）
13 日（土）
14 日（日）
20 日（土）
21 日（日）
23 日（祝）
27 日（土）
28 日（日）

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
鹿島工設　　　　　　☎（６３）１３２３

6・13・20・27 日（土）、
7・14・21・28 日（日）、
11・23 日（祝）

市役所
保健センター

令和２年１２月３１日現在

鹿島市

－ 5 人能古見

浜

－－北鹿島

男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

28,606

13,628

3,326

2,883

2,704

3,389

2,676

13,545

15,061

10,814

5,460

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

0 人 7 世帯

0 人 5 世帯

1,141 世帯 0 世帯

1,012 世帯

1,245 世帯

1,008 世帯

948 世帯

3 人

6 人

2 人

4 人

10 人

10 人

1 世帯

2 世帯

3 世帯

2 世帯

－ －

14 日（日）

2・9・16 日（火）、
11・23 日（祝）、14 日（日）

市民交流プラザ
（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

陸上競技場・社会体育館

産業活性化施設
（海道しるべ）

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

1・8・15 日（月）、12 日（金）、
22 日（月）～ 25 日（木）

市民図書館

2・9・16 日（火）、24 日（水）

日 在宅当番医 当番薬局
織田病院　☎（６３）３２７５7 日（日） 祐信堂薬局
西岡内科クリニック　☎（６３）４０９０11 日（祝） 前山薬局
志田病院　☎（６３）１２３６14 日（日） 溝上薬局北鹿島店
別府整形外科　☎（６３）３０６３21 日（日） 溝上薬局西牟田店
薬師寺医院　☎（６３）５２８１23 日（祝） アルナ薬局浜町店
森田医院　☎（６３）３９５６28 日（日） 西牟田薬局

1・8・15・22 日（月）、
12 日（金）、24 日（水）

1・8・15・22 日（月）、
12 日（金）、24 日（水）

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

　親子で自由に遊べる常設のひろば

です。ご利用ください。

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、全館清掃日、

　　　　　年末年始（12 月 29 日～１月３日）

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

わ・わ・わぽっとわ・わ・わぽっと
□子育てＵＰｄａｙ
　お子様連れ大歓迎。どなたでも

お気軽にご参加ください。

◆子育て講話『これからの時代を生きる我が子へ』

　と　き　３月４日（木）

　　　　　10 時 30 分～ 12 時 30 分

　講　師　田雑和子さん

　定　員　15 組（先着予約順）

◆読み聞かせ講座

　と　き　３月 13 日（土）

　　　　　14 時～ 15 時

　講　師　こだま朗読サークル

　定　員　30 人（先着予約順）

場　所　かたらい３階大会議室

❖参加費無料・要予約

□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。

8 日（月）　『つくって WAWAWA』
　　　　　　　～ひな飾りづくり～

22 日（月）　『いっしょに WAWAWA』
　　　　　～ひな祭り＆お誕生日お祝い～

時　間　11 時～ 11 時 40 分（予定）

場　所　かたらい４階多目的室

対　象　おおむね５か月～就学前児と保護者

定　員　各 10 組（先着予約順）

申　込　２月３日（水）10 時～

❖利用料不要・要予約

※詳しくは facebook をご覧ください
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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

◇佐賀県中体連模範競技者表彰

　佐賀県中体連模範競技者賞　山岡　颯太（東部中３年）

◇第15回佐賀県冬季水泳競技大会

　開　催　日　12月13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】

　　優勝　島　七海（鹿島小６年）

　13 ～ 14 歳男子　【50ｍバタフライ】

　　２位　山口　浩生（西部中１年）

　13 ～ 14 歳男子　【4×100ｍフリーリレー】

　　２位　山口　浩生（西部中１年）、井上　優大（西部中２年）

　13 ～ 14 歳男子　【4×100ｍメドレーリレー】　

　　２位　山口　浩生（西部中１年）

◇全国選抜ジュニアテニス選手権佐賀県予選大会

　開　催　日　12 月６日（SAGA サンライズパーク庭球場）

　【14 歳以下男子シングルス】

　　３位　光武　拓海（明倫小６年）

◇佐賀県弓道練成大会Ｕ－16大会

　開　催　日　12月12日（SAGAサンライズパーク総合体育館）

　【個人戦】　３位　小野原　暖花（鹿島高１年）

　【団体戦】　３位　鹿島高校Ａ

◇ＪＦさが海の子作品展

　【習字の部】　

　佐賀県有明海漁協組合長賞　大江　心温（明倫小２年）

　佐賀県漁協女性連会長賞　古賀　妃奈乃（西部中１年）

◇第66回青少年読書感想文コンクール

　優秀賞　有森　莉彩（明倫小６年）

◇わたしたちのくらしと農業作文・図画コンクール

　【図画部門】　

　佐賀新聞社社長賞　山口　純礼（鹿島小４年）

　　　佳　作　古賀　凜音（能古見小５年）

　【作文部門】　

　　　佳　作　小野原　奈緒（古枝小１年）

◇第46回佐賀県吹奏楽アンサンブルコンテスト

　開　催　日　12 月 27 日（佐賀市文化会館）

　【中学校の部】　

　　金賞　西部中学校吹奏楽部

　　　　　《西村はるか・織田こころ・宮﨑春妃（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

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
『希望の道を、つなごう。』をコンセプトに、３月２５日の福島県ス

タートから７月２３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９日（日）10 時 25 分～ 10 時 50 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

　生涯学習課スポーツ係

　☎０９５４（６３）２１２５

詳しくは

◆５月９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 10 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）
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人権ポスター　特選作品の紹介

　
鳥
井
　
音
緒
　（
七
浦
小
４
年
）

そ
だ
て
よ
う
や
さ
し
い
心

世界中のみんながやさしい心をもち他

の国の人とも仲良くなれるようにかき

ました。世界がいつまでもしあわせで

いられますように。

コメント

　
松
本
　
丹
湖
　（
東
部
中
３
年
）

気
づ
い
て
あ
げ
よ
う

「ただいま」と言ったら「おかえ

り」と返ってくる。そんな心のより

どころになるような場所を大切にし

てほしいと思いました。

コメント

　
釘
尾
　
未
来
　（
東
部
中
３
年
）

個
性

絵をかくのが得意ではないので文字と

図で分かりやすく描きました。

コメント

　
井
上
　
優
里
　（
東
部
中
３
年
）

自
分
ら
し
く
生
き
る

自分らしく生きたいのに周りに何か

言われたりして素の自分を出せない

人もいると思うので、すべての人が

自分らしく生きてほしいと思って描

きました。

コメント

世界を笑顔で平和に
　長友　志帆　（能古見小５年）

「生まれてきたからには笑顔で生き

よう」という言葉を強調したかった

のでグラデーションをしました。

コメント

一人がすきなわけじゃない
　　　　　　　　（鹿島小６年）

クラスで1人になっている人の様子を

かいた作品です。

コメント

小中学生人権ポスター
コンクール

－　特選作品の紹介　－
（敬称略）

小中学生人権ポスター
コンクール

－　特選作品の紹介　－
（敬称略）

令和２年度令和２年度 　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の一環として、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。

　今年度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。今回は、ポスターの優秀作品を紹介し

ます。作品をもとに、人権について考える時間を持ってい

ただければと思います。

　人権・同和対策課　☎０９５４（６３）２１２６詳しくは

　作文優秀作品については、広報かしま３月号で入賞者名を紹介し、標語については、広報

かしま４月号から『ひろげよう人権の輪』のコーナーで優秀作品として順次、掲載します。

　また、人権作文・標語・ポスターの優秀作品については、入賞作品集として冊子を作成し、

市内小中学校、公民館等に配布を行い、鹿島市のホームページにも掲載します。

◆お知らせ◆
人権作文・

標語について
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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

“Rome wasn’t built in a day”
この表現は、「ローマは１日にして成らず」という意味で使われます。

No.182

スティーブン先生

☆Filipino Words☆
（フィリピンの言葉）

　アテ　　　　　　　　　　　　　　　クヤ　　　　　　　　　　　　　　　カパティドゥ

Ate：姉　　　　Kuya：兄　　　　Kapatid：兄弟姉妹

Alicia:

Key:

Learning to play the piano is hard. I don’t 
think I’ll ever be good at it.
Don’t give up! Keep practicing! Rome 
wasn’t built in a day.

（アリシア）

（　キー　）

ピアノを習うって大変よね。ずっと

上手くならないと思うわ。

あきらめないで！練習を続けて！

ローマは１日にして成らずよ。

Ariana:

Mariah:

My sister is so much better at singing than 
me. I don’t think I’ll be as good as her.
Don’t think like that! Keep trying! Rome 
wasn’t built in a day.

（アリアナ）

（マリア）

私の姉は私よりとても歌が上手いの。私

は彼女の様に上手にはならないと思うわ。

そんなふうに思わないで！頑張り続け

て！ローマは１日にして成らずよ。

学 校 だ よ り

能古見小学校

No.285

マラソン大会

　１２月１６日に開催したマラソン

大会は、雪が舞うとても寒い日とな

りました。

　本番に向けて、昼休みや体育の授

業を通してタイム走やペース走に取

り組み、自分のベストの走りができ

るように準備をしました。

　低学年は学年ごとに、中学年、高

学年は、男女別で競いました。ス

タートラインに立った子どもたちの

顔は「寒さなんか関係ない。これま

での練習の成果を出してやるぞ！」

と言わんばかりに気合が入っていま

した。会場となった、のごみふれあ

い楽習館の周りには、応援に駆け付

けた保護者の声援が響きます。一斉

にスタートした子どもたちも、ゴー

ルするころには、息が上がるのをこ

らえながら、ラストスパートをかけ

ます。「頑張れ。」「もう少し。」

「ファイト。」と声援にも力が入り

ます。高学年では６年生同士が、

ゴールぎりぎりまで１位を競い合う

姿もありました。

　また、参加したすべての子どもが、

最後まで走り抜き、見事に完走する

ことができました。さすが能古見っ

子です。

　マラソンは、自分との戦いです。

諦めることなく、最後まで走りぬく

ことで、自分の弱さに打ち勝つこと

ができます。能古見っ子は、このマ

ラソン大会で、心も体もさらにたく

ましく成長できました。
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No.159

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　料金の改定とデザインの変更があった平成１１年以前の

ごみ袋と粗大ごみステッカーは現在使うことができません

ので、ごみステーションに出す際はご注意ください。

　また、改定時に一定期間、新しいごみ袋と粗大ごみス

テッカーに交換していましたが、現在は行っていません。

使用できる　　（現在のごみ袋）

使用できる（現在の粗大ごみステッカー）

使用できない　　（平成１１年以前のごみ袋）

住所と氏名の記入欄に“枠線”が入ってい

るものが、ごみステーションに出せる現在

のごみ袋と粗大ごみステッカーです。

デザインが違っても住所と氏名の記入欄に

“枠線”があれば使用できます。

平成１１年以前のごみ袋、
粗大ごみステッカーは

使えません

平成１１年以前のごみ袋、
粗大ごみステッカーは

使えません

　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保・後期高齢者医療

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。

このごみどの袋・お知らせ
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❖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　２月 15日（月）～２月 19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　２月 15日（月）～２月 19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。

家庭内感染予防のためにできること家庭内感染予防のためにできること

家庭内に感染が疑われる人がいない場合

◆家庭内にウイルスを持ち込まないために、

　帰宅したらすぐ手を洗いましょう。

◆持ち物の中で一番汚れているのは携帯電話

　やスマホです。家に帰ったら除菌シートな

　どで拭くとよいでしょう。

◆会話の際には、お互いにツバや飛沫を飛ば

　し合わないように気を付けましょう。

　また、咳やくしゃみが出そうなときは『咳

　エチケット』を忘れずに行いましょう。

◆トイレは蓋を閉めてから、水を流すように

　しましょう。

◆食事や調理の前、トイレの後など適切なタ

　イミングで手洗い、アルコール消毒を行い

　ましょう。

家庭内に感染が疑われる人がいる場合

◆食事や寝るときなど、部屋を分けましょう。部屋を分けられない場

　合は、少なくとも２ｍ以上の距離を保ちましょう。

◆感染者のお世話はできるだけ限られた人で。

◆マスクをつけましょう。使用したマスクはほかの部屋に持ち出さな

　いでください。マスクの表面には触れないようにしてください。マ

　スクを外した後は必ず石けんで手を洗いましょう。

◆こまめに手を洗いましょう。洗っていない手で目や鼻、口などを触

　らないようにしてください。

◆共有スペースや他の部屋も窓を開けるなど換気をしましょう。

◆物に付着したウイルスはしばらく生存します。ドアの取っ手、ノブ、

　ベッド柵など、手で触れる共有部分を消毒しましょう。

◆汚れた衣服やタオルを取り扱う際は、手袋とマスクをつけ、一般的

　な家庭用洗剤で洗濯し、完全に乾かしてください。

◆鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出すとき

　は密閉して捨ててください。その後直ちに手を洗いましょう。
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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（金）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　２月 12 日（金）

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

　　　　　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、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、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

実施期間　令和３年３月 31日（水）まで

費　　用　抗体検査・予防接種ともに無料

＜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］（通知に同封）　予防接種［予防接種予診票］（通知に同封）

※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。紛失した人は保健センターまでご連絡ください。

※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。紛失した人は保健センターまでご連絡ください。

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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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

□雑誌ふろくプレゼント

　図書館内にある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２日（火）～ 21 日（日）

ところ　図書館内

当選者発表　３月６日（土）

※当選された人は図書館でお受け取りください。

□臨時休館および空調が使用できない期間があります

　空調設備入替工事のため臨時休館します。それに伴い空調が使用

できない期間がありますので、あたたかい服装でご来館ください。

　ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

空調工事による臨時休館　２月 22 日（月）～ 25 日（木）

空調が使用できない期間　２月 20 日（土）～３月２日（火）

　鹿島市出身の画家 下村康二さんの作品

を紹介しています。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。2019年に

は第47回佐賀県芸術文化功労賞を受賞さ

れました。２月は、ゾウを描いた絵画と

動物の陶芸作品などを展示します。

展示期間　２月２日（火）～３月７日（日）

ギャラリートーク

　３月７日（日）

　14 時～ 15 時 30 分

　エイブル３階研修室

　定員：先着 30 人

に行ってみよう

『見つめる』

❖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。

エノケンの頑張り戦術　1939 年

大当たり三色娘　　　　1957 年

ニッポン無責任時代　　1962 年

君も出世ができる　　　1964 年

第８回
えいぶる事業 『なつかしの映画上映会』優秀映画

鑑賞推進事業

下村康二　作品展床の間
コーナー

市　民
図書館

空調工事のため

2月22日（月）～25日（木）は休館します

と　　き　２月 27 日（土）・28 日（日）

と　こ　ろ　エイブルホール［全席自由］

料　　金　１日券　大人／一般 500 円

[ 消費税込 ]　　　　　大人／会員 300 円

　　　　　２日券　大人／一般 800 円

　　　　　　　　　大人／会員 500 円

※高校生以下無料（要整理券）

プレイガイド　エイブル２階事務局、ゆめタウン武雄

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
＜有明海科学の市民講座＞
干潟の世界公

開
講
座

❖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

20 人 ３月５日（金）
10 時～ 12 時

エイブル３階
研修室

＜ＵＤ出前講座＞
ユニバーサルデザインってなに？
～車いすを体験しよう～

無　料
中西　美枝子さん

（佐賀県在宅生活サポートセンター副所長）

無　料

10 人 ２月 25 日（木）
10 時 30 分～ 12 時

エイブル２階
調理実習室

＜会員対象無料講座＞　
　節電・換気の豆知識＆
　　　　　ＩＨスイーツづくり

無　料
九州電力㈱武雄営業所
ホームアドバイザー

２
／
27（
土
）

エノケンの頑張り戦術10：00～11：14

大当たり三色娘13：00～14：34

ニッポン無責任時代15：10～16：36

２
／
28（
日
）

君も出世ができる10：00～11：40

ニッポン無責任時代13：00～14：26

大当たり三色娘15：10～16：44

ニッポン無責任時代　1962 年

大当たり三色娘　1957 年

藤井　直紀さん
（佐賀大学特任助教／

　鹿島市干潟交流館指導員）

２月 26 日（金）
13 時 30 分～ 15 時 30 分

鹿島市干潟交流館
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お知らせ

　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

　２月14日までとしていた飲食店

を含めた専門小売店で利用できる

“家めし＆店のみ”クーポン券の有

効期限を全国的な新型コロナウイル

ス感染症拡大の事態を鑑み２週間延

長します。お忘れのないようご利用

ください。

有効期限　令和３年２月 28日（日）

詳しくは　商工観光課

　　　　　☎０９５４（６３）３４１２

　

令和２年１２月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

□早朝や夜間はまだ暗い季節が続きます　　　　　※（　　）内は前年比

　歩行者は、暗い時間帯の外出はできるだけ避けて、外出するときは白色系服装と

反射材着装を心がけましょう。運転者は、原則ハイビームを心がけ、対向車がない

ときは、前照灯を上向き、対向車が来たときだけ下向きに切り替えましょう。

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

3,758 件（－1,282）
203 件（－055）
113 件（－026）

4,839 人（－1,874）
255 人（－076）
142 人（－039）

30 人（－04）
2 人（＋01）
2 人（＋01）

18,059 件（－2,416）
1,031 件（－136）

555 件（－056）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

国保・後期高齢者医療
葬祭費の支給制度について

詳しくは　企画財政課秘書広報係　☎０９５４（６３）２１１４

令和２年１２月分の市長交際費を公表します

3,780円 令和２年度累計　93,030 円合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名
12月７日 3,780円 年賀状 60 枚その他

市議会３月定例会会期日程（案）

２月 24 日（水）

25 日（木）

３月 2 日（火）

4 日（木）

5 日（金）

6 日（土）

8 日（月）

9 日（火）

12 日（金）

15 日（月）

17 日（水）

19 日（金）

20 日（祝）

22 日（月）

23 日（火）

24 日（水）

～３月１日（月）

～ 3日（水）

～ 7日（日）

～11日（木）

～14日（日）

～16日（火）

～18日（木）

～21日（日）

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

一般質問

一般質問 13 時 30 分～

休会

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

開　　議　10 時～　　詳しくは　議会事務局　☎０９５４（６３）２１０４

一般質問の数などにより会期日程を変更する場合があります。鹿島市ＨＰの『鹿島
市議会』では、一般質問の内容などを掲載するとともに、本会議のライブ中継を行
います。また、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。

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
　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、市民の皆さんのご協力をお

願いします。 　総務課総務係　☎０９５４（６３）２１１１詳しくは

“家めし＆店のみ”クーポン券
有効期限を延長します

情報掲示板　◇　お知らせ

◉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２６日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）
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情報掲示板　◇　お知らせ・募集

件　名 １時間 効力発生日

佐賀県最低賃金 792円 令和２年10月２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 870円 令和２年12月19日

電気機械器具製造業関係 839円 令和２年12月17日

陶磁器・同関連製品製造業 793円 令和２年12月２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

　市内の観光関係団体で組織する鹿

島市観光周遊乗合タクシー実証運行

協議会で観光産業の活性化を目的に

市内の交通拠点と観光地を結ぶ観光

周遊乗合タクシーを運行します。

停　留　所　

　肥前鹿島駅前、祐徳稲荷神社、

　肥前浜駅前、肥前浜宿酒蔵通り、

　道の駅鹿島

運　行　日　２月～６月の土・日・祝日

料　　金　大　人 1,000 円

　　　　　小学生 500 円

　　　　　（１日フリーパス）

　運行時刻など詳細

　はこちらからご確

　認ください　⇨
　http://www.saikouan.jp/news/2021/01/post-4.html

詳しくは　鹿島市観光周遊乗合タクシー

　　　　　実証運行協議会

　　　　　（再耕庵タクシー事務所内）

　　　　　☎０９５４（６２）２１７１

■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 18 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 18 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

　令和２年度のスポーツ振興くじ助

成金を受けて、陸上競技場に円盤・

ハンマー投用囲いを購入しました。

　ぜひ、ご利用ください。

詳しくは　生涯学習課スポーツ係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

　箱根駅伝の常連校を迎えて行って

きた『鹿島市スポーツ合宿』と、２

月に予定していた『第７０回公認鹿

島祐徳ロードレース大会』は、新型

コロナウイルス感染拡大防止のため、

今年度の開催は中止とさせていただ

きます。

詳しくは　生涯学習課スポーツ係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

募　集

　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 31 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 10 日（水）

入　試　日　２月 14 日（日）

合格発表　２月 18 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

願書請求・問合せ先　

　〒８４９－１３１１　鹿島市大字高津原８１３

　鹿島看護学校

　☎０９５４（６３）３９６９

ご活用ください！
シルバー人材センター

　『にっぽん縦断こころ旅 2021“春の旅”』（ＮＨＫＢＳプレミアム）が佐賀県内

で４本の番組を制作予定です。そこで紹介する市内の忘れられない風景や

思い出の場所など、エピソードと一緒に番組までお送りください。

締　　切　３月８日（月）必着　　放送予定　４月 19 日（月）～ 23 日（金）

※詳しくは番組ホームページをご覧ください　http://nhk.jp/kokorotabi

詳しくは　ＮＨＫふれあいセンター　☎０５７０（０６６）０６６

　　　　　　　　　　　　　　または☎０５０（３７８６）５０００

教えてください　あなたの『こころの風景』

鹿島看護学校
令和3年度生徒募集

⇦携帯電話から

　パソコンから⇩
鹿島看護学校 検索

鹿島の観光地を結ぶ
観光周遊乗合タクシー

円盤・ハンマー投用囲い
を購入しました

スポーツ合宿 ・祐徳ロードレース
中止のお知らせ
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 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

募集開始　２月１日（月）～

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

対　象　者　求職者

訓練期間　４月６日（火）～

　◇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 26 日（金）

※施設見学や模擬体験もできます

詳しくは　ポリテクセンター佐賀

　　　　　☎０９５２（２６）９５１６

イベント

　絵本作家ちえちひろさんと一緒に、

親子で工作を楽しみませんか。

と　　き　３月 14 日（日）

　　　　　14 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

対　　象　年中児～小学２年生と保護者

定　　員　10 組

参　加　費　無料

申　　込　２月 27 日（土）９時 30 分～

　　　　　電話・カウンター受付

※状況により中止となる場合があります

詳しくは　市民図書館

　　　　　☎０９５４（６３）４３４３

◆祐徳稲荷神社　節分祭　２日（火）

◆祐徳稲荷神社　初午祭　３日（水）

相　談

　相続・遺言に関する問題を始め、

不動産や会社の登記、債務整理、各

種裁判手続きなど、いろいろな相談

をお受けします。

と　　き　２月 23 日（祝）

　　　　　10 時～ 15 時

と　こ　ろ　かたらい３階生活相談室

❖予約不要です。マスク着用、１組２人

　以下での来場をお願いします。また、

　発熱や咳などの症状が認められる場合

　は相談を控えさせていただく場合があ

　ります。なお、状況により相談会を中

　止する場合があります。

詳しくは　佐賀県司法書士会

　　　　　☎０９５２（２９）０６２６

と　　き　２月 21 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

申込・問合せ先（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

　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 17 日（水）

　　　　　３月 17 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２営業日前まで

申込・問合せ先

　福岡財務支局多重債務相談窓口

　☎０９２（４１１）７２９１

　（月～金曜日９時～ 17 時）

◆無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　18 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

　25 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

　18 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

　４日（木）10 時～ 15 時

◆厚生年金・国民年金相談（要予約）

　２・16 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　

　12 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）

　17 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

　16 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

◆住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　13 日（土）10 時～ 12 時

　NPO 法人肥前まちづくりデザイン研究会

　（事務局：山田圭介建築設計事務所内）☎（６８）０００１

◆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）

　19 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

弁護士による
無料法律相談会

司法書士による県下一斉無料法律相談会
および相続登記相談会（佐賀地方法務局）

その他の相談

令和3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

旭ヶ岡公園桜まつり
夜桜電飾ボンボリ協賛募集

絵本作家ちえちひろさん
ワークショップ

情報掲示板　◇　募集・イベント・相談

多重債務の
無料出張相談会



“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
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普段の生活の中でできることがたくさんあるのだ。

ぼくもSDGｓのことがわかってきたのだ。

家や学校の給食の食べ残しを減らすことも達成につながるかな？

この目標は資源を無駄にしないことを目指しているんだ

すごく大切なことだよ。ラムサール条約推進室

も生ごみ堆肥づくりの授業を手伝ったよね

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からのお知らせ

　地域包括支援センター

　☎０９５４（６３）２１６０

詳しくは

■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。

　今回のテーマ“骨粗鬆症”　　講師　溝上薬局　管理栄養士

と　　き　２月 17 日（水）10時～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル２階和室

対　　象　おおむね 65 歳以上

定　　員　先着 15 人

持　参　品　筆記用具、マスク

※講座や教室など、状況により中止となる場合があります

■かしまオレンジカフェ～認知症カフェ・介護者のつどい～

　認知症の人もそうでない人も、介護をしている人もしていない人

も気軽に立ち寄って、ほっとひといき楽しくお茶でもしませんか。

　おしゃれな小物の創作や専門職によるミニ講座を用意していま

す。希望する人はお申込みください。

　ミニ講座『認知症の主な症状、治療とながれ』

　創作活動『ハーバリウム』

と　　き　２月 17 日（水）13時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル２階和室

定　　員　先着 16 人

参　加　費　無料

申込期限　２月 15 日（月）

■『終活ノート』を活用してみませんか

　終活ノートは、自分の人生を振り返り、

自分の考えを整理するきっかけになるだけ

でなく、判断能力や意思決定能力の喪失を

伴う病気などにかかった場合の治療や介

護、葬儀、財産等のことに関する思いや希

望を家族や身近な人に伝え残すためのもの

です。人生の最期を考えることで、今をよ

りよく生きるためのヒントを見いだす前向

きな活動として『終活

ノート』を活用してみま

せんか。

　希望する人には配布を

しています。なくなり次

第配布は終了となります

のでご注意ください。

つくる責任つかう責任
『目標１２』

つくる責任つかう責任
『目標１２』 堆肥を使ったたまねぎづくり


