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新市民会館の新築工事

　新市民会館の新築工事に

伴い、市民会館とエイブル

の間の道を通行止めとして

おりますが、工事順序の見

直し等を行った結果、安全

に通行が可能となる、令和

4年の秋頃まで通行止めを

継続させていただきます。

　市民の皆様には大変ご迷

惑をおかけすることとなり

ますが、ご理解ご協力のほ

どよろしくお願いいたしま

す。

【通行止め解除時期】

　　令和4年秋頃を予定

　総務課（中川エリア整備推進室）

　☎０９５４（６３）２１１１

詳しくは

　同協議会事務局（中村蒲鉾店内）

　☎０９５４（６２）１１６１

詳しくは

主　　催　鹿島市地場産業振興協議会

❖特産品の即売および展示

❖伝統工芸品制作実演

❖お楽しみガラポン抽選会

❖干支キーホルダープレゼント（数量限定）

　鹿島自慢の農水産物や加工品などの物産を即売・

展示する催しを、祐徳稲荷神社のお火たきに合わせ

て開催します。ぜひお立ち寄りください。

　鹿島自慢の農水産物や加工品などの物産を即売・

展示する催しを、祐徳稲荷神社のお火たきに合わせ

て開催します。ぜひお立ち寄りください。

❖新型コロナウイルス感染症対策のため、マスク着用の上ご

　来場ください。発熱・咳など風邪の症状がある人、濃厚接

　触者の疑いがある人などは、来場をご遠慮ください。

　と　き　12 月８日（水）10 時～ 22 時

　　　　　12 月９日（木）10 時～ 14 時

　ところ　祐徳稲荷神社参集殿

　と　き　12 月８日（水）10 時～ 22 時

　　　　　12 月９日（木）10 時～ 14 時

　ところ　祐徳稲荷神社参集殿

鹿島市特産品まつり鹿島市特産品まつり

　　　：歩行者・自転車

　　　：自動車

【通行止め】

通り抜けできません

エイブル入口

までは使えます

エイブル前の道を

通ってください

ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願い
します



３２ Ｒ3（2021）.1２.1　広報かしま 広報かしま　Ｒ3（2021）.1２.1

　１０月２７日、市の教育に関する分野に

功績のあった人たちに対する市教育委員会

表彰式が、市庁舎大会議室で行われ、９人

が受賞されました。

市の教育に関する

貢献をたたえて　１１月１０日、社会福祉や

教育文化体育など５つの分野

で市政に功労のあった人たち

に対する鹿島市表彰式が市庁

舎大会議室で行われ、２０件

２１人が受賞されました。

－鹿島市表彰　受賞者の紹介－

鹿島市表彰式

民生委員・児童委員として、地域福祉の向上に貢献市 社会福祉

山田　シメ子　さん

木原　道子　さん 中尾　眞理子　さん森田　睦　さん植松　直樹　さん一ノ瀬　日都美　さん

野中　由美子　さん太田尾　　喜　さん山本　幸一　さん小森　厚子　さん

市政功労者表彰

治安維持

大谷　舞桜　さん白川　剣斗　さん中村　文子　さん笠継　明　さん森田　実　さん

市 教育文化体育

鹿島市柔道協会の
役員として、体育
の振興に貢献

鹿島市軟式野球連
盟の役員として、
体育の振興に貢献

JOCジュニアオリン
ピックカップ第２９回
全国中学生なぎなた大
会個人女子の部優勝

第６４回全国高等
学校選抜レスリン
グ大会個人対抗戦
優勝

鹿島市体育指導委
員として、体育の
振興に貢献

山口　庄次・智美　さん渕上　政徳　さん原　一正　さん小池　幸照　さん

鹿島市消防団の役
員として、市民の
生命と財産の保全
に貢献

キク栽培の技術向上
に寄与し、花き園芸
共進会において、農
林水産大臣賞を受賞

鋳造技術の向上に寄
与し『卓越した技能
者』として厚生労働
大臣表彰を受賞

鹿島市消防団の役
員として、市民の
生命と財産の保全
に貢献

森田　興司　さん

明倫小学校の学校
歯科医として、児
童の健康増進に貢
献

市 保健衛生 市 その他市

－市教育委員会表彰　受賞者の紹介－

甫木　元起　さん大谷　舞桜　さん白川　剣斗　さん峰松　洋二　さん

教 社会体育スポーツ

鹿島市軟式野球連盟理

事および公認審判員と

して、野球の普及・発

展に貢献

第６４回全国高等学校選抜レスリン

グ大会個人対抗戦および学校対抗戦

優勝、第６８回全国高等学校レスリ

ング選手権大会学校対抗戦優勝

第６８回全国高等学

校レスリング選手権

大会学校対抗戦優勝

JOCジュニアオリン

ピックカップ第２９回

全国中学生なぎなた大

会個人女子の部優勝

志田　かおる　さん千々岩　親幸　さん

鹿島小学校の学校医

として児童の健康増

進に貢献

北鹿島小学校および

西部中学校の学校医

として児童生徒の健

康増進に貢献

池田　博　さん

鹿島市の学校教育に

対し多額の浄財を寄

附され、教育の振興

に貢献

教 教育行政

鶴田　英則　さん

古枝小学校の米作り講

師として、児童の指導

等に尽力され、教育活

動の発展・充実に貢献

教 学校教育

永渕　凱都　さん

第４３回九州中学校陸

上大会三段跳第２位

教 感謝状教 学校保健

５年以上にわたり統計調査員として積極的に

従事し、各種統計調査に尽力。

　岩永　秀昭　さん　　石橋　佳代子　さん　　福田　勝　さん

令和３年度佐賀県統計功労者知事表彰令和３年度佐賀県統計功労者知事表彰

統計調査員の表彰

　土井　利治　さん　　馬場　政則　さん

鹿島市教育委員会表彰式
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　地域コミュニティ活動の活性化と宝くじの普及宣伝を目的とした『宝くじ助成

金』を活用して、令和３年度に西牟田区自主防災会では消火訓練、救護訓練や避

難所で活用する防災用資機材（訓練用消火器、メガホン、ヘルメット、圧縮毛布、

防災用垂れ幕、担架、防災用かまど、ガソリン式発電機、消火用バケツなど）を

整備しました。

　企画財政課企画係　

　☎０９５４（６３）２１０１

詳しくは

防災用垂れ幕、担架防災用垂れ幕、担架防災用かまど、ガソリン式発電機、消火用バケツ防災用かまど、ガソリン式発電機、消火用バケツ

訓練用消火器、メガホン、

ヘルメット、圧縮毛布

訓練用消火器、メガホン、

ヘルメット、圧縮毛布

TopicsTopics まちの話題

有限会社 平川重機クレーン 様

　１１月４日、有限会社平川重機クレーン様から株式会社佐賀銀行の『ＳＤＧｓ

私募債』を利用し、ご寄附をいただきました。　

 今後有明海の環境保全を通じたＳＤＧｓの推進事業に役立てます。

有限会社 平川重機クレーン 様

　１１月４日、有限会社平川重機クレーン様から株式会社佐賀銀行の『ＳＤＧｓ

私募債』を利用し、ご寄附をいただきました。　

 今後有明海の環境保全を通じたＳＤＧｓの推進事業に役立てます。

清掃活動イベント『ガタピカ』が開催されました 

　１０月３１日、清掃活動イベント『ガタピカ』が開催さ

れました。

　ガタピカとは、５人以内のチームで肥前鹿島干潟を清掃

し拾ったゴミの量を競うイベント。参加者は市内外の企業

団体や市民、計３０組１１５人で、プラスチックゴミを中

心に多くのゴミを回収することができました。

　また、今回は開催日がハロウィンということもあり仮装

での参加を呼び掛けたことで、より楽しみながら清掃活動

ができました。

　１０月３１日、清掃活動イベント『ガタピカ』が開催さ

れました。

　ガタピカとは、５人以内のチームで肥前鹿島干潟を清掃

し拾ったゴミの量を競うイベント。参加者は市内外の企業

団体や市民、計３０組１１５人で、プラスチックゴミを中

心に多くのゴミを回収することができました。

　また、今回は開催日がハロウィンということもあり仮装

での参加を呼び掛けたことで、より楽しみながら清掃活動

ができました。

【順位】

第１位　カシマエン フィフティーフィフティ（鹿島保育園）

第２位　野村證券佐賀支店①

第３位　九州電力 武雄営業所A

仮装賞　わわわぽっと（子育て支援センター）

【順位】

第１位　カシマエン フィフティーフィフティ（鹿島保育園）

第２位　野村證券佐賀支店①

第３位　九州電力 武雄営業所A

仮装賞　わわわぽっと（子育て支援センター）

織田 圭司郎 さん

善行紹介

公益社団法人 武雄法人会 様

　１０月２９日、公益社団法人武雄法人会様から市内中学校２校へサーモマネー

ジャーのご寄附をいただきました。

　この寄附は、生徒の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、武雄

法人会管内の中学校１９校全てに寄附されるものです。ご意向に沿って子ども達

のために活用させていただきます。

公益社団法人 武雄法人会 様

　１０月２９日、公益社団法人武雄法人会様から市内中学校２校へサーモマネー

ジャーのご寄附をいただきました。

　この寄附は、生徒の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、武雄

法人会管内の中学校１９校全てに寄附されるものです。ご意向に沿って子ども達

のために活用させていただきます。

東亜工機株式会社 様

　１１月１７日、東亜工機株式会社様から会社創立７７周年の記念としてご寄附

をいただきました。

　寄附金は、現在建設を進めている新市民会館の備品の整備に活用してほしいと

のご意向に沿って、有効に活用させていただきます。

東亜工機株式会社 様

　１１月１７日、東亜工機株式会社様から会社創立７７周年の記念としてご寄附

をいただきました。

　寄附金は、現在建設を進めている新市民会館の備品の整備に活用してほしいと

のご意向に沿って、有効に活用させていただきます。

受賞者紹介

佐賀ものづくりびと表彰式

　１０月２５日、ものづくりの分野で輝いている人を表彰する『第６回

世界に翔びたて佐賀ものづくりびと表彰式』が佐賀市で行われました。

　鹿島市からは、東亜工機株式会社に勤務する大畑将吾さんと有限会社

夢木香の松尾壮一郎さんが表彰されました。おめでとうございます。

佐賀ものづくりびと表彰式

　１０月２５日、ものづくりの分野で輝いている人を表彰する『第６回

世界に翔びたて佐賀ものづくりびと表彰式』が佐賀市で行われました。

　鹿島市からは、東亜工機株式会社に勤務する大畑将吾さんと有限会社

夢木香の松尾壮一郎さんが表彰されました。おめでとうございます。

文部科学大臣表彰伝達式

　１１月１日、文部科学大臣表彰伝達式が行われ、織田圭司郎さんと鹿

島小学校防犯ボランティアが表彰されました。

 織田さんは、多年にわたり学校薬剤師として学校保健の普及と向上に尽

力し多大な貢献をされたこと、また鹿島小防犯ボランティアは、多年に

わたり児童の登下校見守りに取り組まれ、通学路の防犯および交通安全

に貢献されたことを認められての受賞となりました。

文部科学大臣表彰伝達式

　１１月１日、文部科学大臣表彰伝達式が行われ、織田圭司郎さんと鹿

島小学校防犯ボランティアが表彰されました。

 織田さんは、多年にわたり学校薬剤師として学校保健の普及と向上に尽

力し多大な貢献をされたこと、また鹿島小防犯ボランティアは、多年に

わたり児童の登下校見守りに取り組まれ、通学路の防犯および交通安全

に貢献されたことを認められての受賞となりました。

左から大畑さん、山口知事、松尾さん

鹿島小学校防犯ボランティア

鹿島ライオンズクラブ 様

　１１月２１日、鹿島ライオンズクラブ様から結成６０周年の記念としてご寄附

をいただきました。

　祐徳グラウンドのベンチを１２脚と新市民会館の建設にあわせて時計塔を１基

いただきました。どちらも以前、鹿島ライオンズクラブ様から頂いたものが老朽

化したため、新たにいただくこととなりました。ありがとうございました。（な

お、時計塔は新市民会館の建設に合わせての設置となります）

鹿島ライオンズクラブ 様

　１１月２１日、鹿島ライオンズクラブ様から結成６０周年の記念としてご寄附

をいただきました。

　祐徳グラウンドのベンチを１２脚と新市民会館の建設にあわせて時計塔を１基

いただきました。どちらも以前、鹿島ライオンズクラブ様から頂いたものが老朽

化したため、新たにいただくこととなりました。ありがとうございました。（な

お、時計塔は新市民会館の建設に合わせての設置となります）
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　地域コミュニティ活動の活性化と宝くじの普及宣伝を目的とした『宝くじ助成

金』を活用して、令和３年度に西牟田区自主防災会では消火訓練、救護訓練や避

難所で活用する防災用資機材（訓練用消火器、メガホン、ヘルメット、圧縮毛布、

防災用垂れ幕、担架、防災用かまど、ガソリン式発電機、消火用バケツなど）を

整備しました。

　企画財政課企画係　

　☎０９５４（６３）２１０１

詳しくは

防災用垂れ幕、担架防災用垂れ幕、担架防災用かまど、ガソリン式発電機、消火用バケツ防災用かまど、ガソリン式発電機、消火用バケツ

訓練用消火器、メガホン、

ヘルメット、圧縮毛布

訓練用消火器、メガホン、

ヘルメット、圧縮毛布

TopicsTopics まちの話題

有限会社 平川重機クレーン 様

　１１月４日、有限会社平川重機クレーン様から株式会社佐賀銀行の『ＳＤＧｓ

私募債』を利用し、ご寄附をいただきました。　

 今後有明海の環境保全を通じたＳＤＧｓの推進事業に役立てます。

有限会社 平川重機クレーン 様

　１１月４日、有限会社平川重機クレーン様から株式会社佐賀銀行の『ＳＤＧｓ

私募債』を利用し、ご寄附をいただきました。　

 今後有明海の環境保全を通じたＳＤＧｓの推進事業に役立てます。

清掃活動イベント『ガタピカ』が開催されました 

　１０月３１日、清掃活動イベント『ガタピカ』が開催さ

れました。

　ガタピカとは、５人以内のチームで肥前鹿島干潟を清掃

し拾ったゴミの量を競うイベント。参加者は市内外の企業

団体や市民、計３０組１１５人で、プラスチックゴミを中

心に多くのゴミを回収することができました。

　また、今回は開催日がハロウィンということもあり仮装

での参加を呼び掛けたことで、より楽しみながら清掃活動

ができました。

　１０月３１日、清掃活動イベント『ガタピカ』が開催さ

れました。

　ガタピカとは、５人以内のチームで肥前鹿島干潟を清掃

し拾ったゴミの量を競うイベント。参加者は市内外の企業

団体や市民、計３０組１１５人で、プラスチックゴミを中

心に多くのゴミを回収することができました。

　また、今回は開催日がハロウィンということもあり仮装

での参加を呼び掛けたことで、より楽しみながら清掃活動

ができました。

【順位】

第１位　カシマエン フィフティーフィフティ（鹿島保育園）

第２位　野村證券佐賀支店①

第３位　九州電力 武雄営業所A

仮装賞　わわわぽっと（子育て支援センター）

【順位】

第１位　カシマエン フィフティーフィフティ（鹿島保育園）

第２位　野村證券佐賀支店①

第３位　九州電力 武雄営業所A

仮装賞　わわわぽっと（子育て支援センター）

織田 圭司郎 さん

善行紹介

公益社団法人 武雄法人会 様

　１０月２９日、公益社団法人武雄法人会様から市内中学校２校へサーモマネー

ジャーのご寄附をいただきました。

　この寄附は、生徒の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、武雄

法人会管内の中学校１９校全てに寄附されるものです。ご意向に沿って子ども達

のために活用させていただきます。

公益社団法人 武雄法人会 様

　１０月２９日、公益社団法人武雄法人会様から市内中学校２校へサーモマネー

ジャーのご寄附をいただきました。

　この寄附は、生徒の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために、武雄

法人会管内の中学校１９校全てに寄附されるものです。ご意向に沿って子ども達

のために活用させていただきます。

東亜工機株式会社 様

　１１月１７日、東亜工機株式会社様から会社創立７７周年の記念としてご寄附

をいただきました。

　寄附金は、現在建設を進めている新市民会館の備品の整備に活用してほしいと

のご意向に沿って、有効に活用させていただきます。

東亜工機株式会社 様

　１１月１７日、東亜工機株式会社様から会社創立７７周年の記念としてご寄附

をいただきました。

　寄附金は、現在建設を進めている新市民会館の備品の整備に活用してほしいと

のご意向に沿って、有効に活用させていただきます。

受賞者紹介

佐賀ものづくりびと表彰式

　１０月２５日、ものづくりの分野で輝いている人を表彰する『第６回

世界に翔びたて佐賀ものづくりびと表彰式』が佐賀市で行われました。

　鹿島市からは、東亜工機株式会社に勤務する大畑将吾さんと有限会社

夢木香の松尾壮一郎さんが表彰されました。おめでとうございます。

佐賀ものづくりびと表彰式

　１０月２５日、ものづくりの分野で輝いている人を表彰する『第６回

世界に翔びたて佐賀ものづくりびと表彰式』が佐賀市で行われました。

　鹿島市からは、東亜工機株式会社に勤務する大畑将吾さんと有限会社

夢木香の松尾壮一郎さんが表彰されました。おめでとうございます。

文部科学大臣表彰伝達式

　１１月１日、文部科学大臣表彰伝達式が行われ、織田圭司郎さんと鹿

島小学校防犯ボランティアが表彰されました。

 織田さんは、多年にわたり学校薬剤師として学校保健の普及と向上に尽

力し多大な貢献をされたこと、また鹿島小防犯ボランティアは、多年に

わたり児童の登下校見守りに取り組まれ、通学路の防犯および交通安全

に貢献されたことを認められての受賞となりました。

文部科学大臣表彰伝達式

　１１月１日、文部科学大臣表彰伝達式が行われ、織田圭司郎さんと鹿

島小学校防犯ボランティアが表彰されました。

 織田さんは、多年にわたり学校薬剤師として学校保健の普及と向上に尽

力し多大な貢献をされたこと、また鹿島小防犯ボランティアは、多年に

わたり児童の登下校見守りに取り組まれ、通学路の防犯および交通安全

に貢献されたことを認められての受賞となりました。

左から大畑さん、山口知事、松尾さん

鹿島小学校防犯ボランティア

鹿島ライオンズクラブ 様

　１１月２１日、鹿島ライオンズクラブ様から結成６０周年の記念としてご寄附

をいただきました。

　祐徳グラウンドのベンチを１２脚と新市民会館の建設にあわせて時計塔を１基

いただきました。どちらも以前、鹿島ライオンズクラブ様から頂いたものが老朽

化したため、新たにいただくこととなりました。ありがとうございました。（な

お、時計塔は新市民会館の建設に合わせての設置となります）

鹿島ライオンズクラブ 様

　１１月２１日、鹿島ライオンズクラブ様から結成６０周年の記念としてご寄附

をいただきました。

　祐徳グラウンドのベンチを１２脚と新市民会館の建設にあわせて時計塔を１基

いただきました。どちらも以前、鹿島ライオンズクラブ様から頂いたものが老朽

化したため、新たにいただくこととなりました。ありがとうございました。（な

お、時計塔は新市民会館の建設に合わせての設置となります）
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３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）勤務時間（標準的なもの）

１週間の正規の労働時間
３８時間４５分

１日の正規の労働時間
７時間４５分

開始時刻
８時３０分

終了時刻
１７時１５分

休憩時間
１２時～１３時

（２）年次有給休暇の取得状況（令和２年１月１日～令和２年 12 月 31 日）
総付与日数（Ａ）
８,０９２日

総取得日数（Ｂ）
１,５０９日

全対象職員数（Ｃ）
２１４人

平均取得日数（Ｂ）/（Ｃ）
７.１日

消化率（Ｂ）/（Ａ）
１８.７％

※全対象職員数は、当該期間中に採用・退職した者および休業等の事由がある職員を除きます。

有給・無給休暇の種類 付与日数・期間等
有給①公民権行使のための休暇 必要と認める期間
有給②裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭するための休暇 必要と認める期間
有給③骨髄提供のための休暇 必要と認める期間
有給④結婚休暇 ７日
有給⑤妊産婦のつわり休暇 ７日の範囲内で必要と認める期間

有給⑥妊産婦の健康診査等のための休暇
妊娠６月末までは４週間に１回、７月から９月末までは２週間に１回、10月から分べんまでは
１週間に１回、産後１年まではその間に１回とし、１日の正規の勤務時間内で必要と認める期間

有給⑦出産休暇 出産予定日前８週間（多胎妊娠の場合は１4 週間）に当たる日から出産の日後８週間目に当たる日までの範囲内の期間
有給⑧生後満１歳に達しない子を育てるための休暇 １日２回（１回につき 45 分）
有給⑨妻の出産に伴う休暇 ３日の範囲内で必要と認める期間
有給⑩出産の際、子を養育するための休暇 出産予定日前８週間（多胎妊娠の場合は１4週間）前の日から出産の日後８週間を経過する日までの期間内における５日の範囲内の期間
有給⑪子の看護のための休暇 １年に５日（２人以上 10 日）の範囲内で必要と認める期間
有給⑫短期の介護休暇 １年に５日（２人以上 10 日）の範囲内で必要と認める期間
有給⑬生理休暇 ２日の範囲内で必要とする期間
有給⑭忌引 死亡者の区分に応じ１日から 10 日の範囲内
有給⑮夏季休暇 ５日の範囲内の期間
有給⑯災害または交通機関の事故等による休暇 必要と認める期間
有給⑰ボランティア休暇 １年に５日の範囲内で必要と認める期間

（５）特別休暇の状況

４．職員の分限および懲戒処分の状況

戒告 減給 停職

0人 0人 0人

0人 0人 0人

0人 0人 0人

処分の種類
免職 合計

0人 0人

0人 0人

0人 0人

0人 0人 0人 0人 0人

処分事由

法律または条例、規則若し
くは規程に違反した場合

職務上の義務に違反または
職務を怠った場合

全体の奉仕者たるにふさわ
しくない非行のあった場合

合計

（２）懲戒処分者数

５．職員の服務の状況
（１）公益法人等への一般職の地方公務員の
　　派遣等に関する法律に基づく派遣の状況

（２）営利企業等の従事許可の状況
許可件数

０
営利企業等の従事内容

営利を目的とする会社の役員等に就任する場合

1自ら営利を目的とする私企業を営む場合

5報酬を得て事業または事務に従事する場合

６．職員の退職管理の状況
令和２年度退職者（14 人）の再就職状況

人数
6人

区分
退職者のうち市役所に採用した者

5人再任用職員

1人非常勤職員等

5人退職者のうち市役所以外へ再就職した者

1人民間企業等

4人国および他の地方公共団体

※

0人その他　法人等

※退職者からの再就職の状況に係る届出等に基づきます。

７．職員の福祉および利益の保護の状況

受診者数
94人

健康診断の種類

定期健康診断

（１）健康診断の実績

基本健診

93人胸部Ｘ線

26人胃検診

0人肝炎ウイルス検診

人間ドック 146人
婦人（子宮がん）検診 13人
婦人（乳がん）検診 20人

ＶＤＴ検査 32人

申請件数
0

区分
公務災害

（２）公務員災害補償
認定件数

0
不認定件数

０
0通勤災害 0 ０

（３）福利厚生事業
事業名称

職員互助会福利厚生事業

決算額
4,940千円

公費負担額
1,641千円

実施主体
鹿島市職員互助会

（４）勤務条件に関する措置の要求の状況
　　該当なし

（５）不利益処分に関する審査請求の状況
　　該当なし

２．職員の人事評価の状況

評価対象職員

（２）勤務成績の評定（令和３年４月１日現在）
管理職を除く職員

評価者 課長
評価方法 勤務概評の総合評定をＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの５段階評価

勤務評定の活用方法 普通昇給の決定

（１）人事評価制度の概要（令和３年４月１日現在）
評価の目的 職員の能力開発および人材育成に活用する

評価者

被評価者
部長級
課長級

部長級および課長級以外の職員

第１次評価者
副市長

部長級、教育長
課長級

第２次評価者
－

副市長
部長級、教育長

評価期間 ４月１日から１２月３１日まで
被評価者の範囲 すべての一般職の職員（派遣、休業等の職員を除く）

評価方法 能力評価および目標評価の結果を基に、Ａ・Ｂ・Ｃの３段階評価
人事評価の活用方法 人事管理の一部に活用

評価内容 能力評価および目標評価

　総務課職員係　☎０９５４（６３）２１１３詳しくは

（１）職員の競争試験の状況

（３）職員の退職の状況

１．職員の任免および職員数に関する状況
（２）職員の採用の状況（令和３年４月１日付）

区分

一般事務

合計

職
種

派遣先法人 人数
1人鹿島市シルバー人材センター

令和２年度　市の人事行政の運営等を公表します

（１）分限処分者数

（３）時間外勤務および休日勤務等の状況
時間外・休日勤務

総時間数

３１,２２５時間

※総時間数には振替時間を含みます。

職員１人当たりの時間外・
休日勤務月平均時間数

１３.５時間

（４）育児休業および部分休業の取得状況
区分

令和２年度に新たに取得した職員

男性職員

１
０

女性職員

５
３令和元年度以前から引き続き取得している職員

※ほかの休業制度による取得はありません。

処分事由

職制、定数の改廃、予算減少により廃職、過員を生じた場合

降任 免職 休職
1人
0人 0人 4人
0人
0人

0人

処分の種類
降給 合計

1人0人
4人
0人
0人
0人

0人
1人 0人 4人

0人
0人 5人

勤務実績がよくない場合

心身の故障の場合

職に必要な適格性を欠く場合

刑事事件に関し起訴された場合

条例で定める事由による場合

合計

0人
0人

0人

受験者数
20人

最終合格者数
7人

区分
一般事務Ａ

1人
7人
0人
2人

16人

0人
1人
0人
2人
1人

土木Ｃ
土木Ｄ
建築Ｅ
保健師Ｆ

社会人経験者

76人 28人合計

5人 0人一般事務Ｂ

25人 17人一般事務（任期付）

男性 女性 計
5人 2人 7人
2人 0人 2人
0人 0人 0人
0人 2人 2人

競争試験
男性 女性 計
0人 0人 0人
2人 0人 2人
0人 0人 0人
0人 0人 0人

選考

7人 4人 11人 2人 0人 2人
0人 0人 0人 0人 0人 0人

男性 女性 計
4人 1人 5人
0人 0人 0人
0人 0人 0人
0人 0人 0人

再任用

4人 1人 5人
0人 0人 0人

男性 女性 計
1人 16人 17人
0人 0人 0人
0人 0人 0人
0人 0人 0人

競争試験（任期付）

1人 16人 17人
0人 0人 0人その他

保健師
建　　築
土　　木

男性
5人
0人
6人
5人

女性
1人
0人
3人
1人

区分
定年退職
勧奨退職
その他

再任用後の離職

計
6人
0人
9人
6人

16人 22人合計 38人
0人 17人任期満了（任期付） 17人
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３．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
（１）勤務時間（標準的なもの）

１週間の正規の労働時間
３８時間４５分

１日の正規の労働時間
７時間４５分

開始時刻
８時３０分

終了時刻
１７時１５分

休憩時間
１２時～１３時

（２）年次有給休暇の取得状況（令和２年１月１日～令和２年 12 月 31 日）
総付与日数（Ａ）
８,０９２日

総取得日数（Ｂ）
１,５０９日

全対象職員数（Ｃ）
２１４人

平均取得日数（Ｂ）/（Ｃ）
７.１日

消化率（Ｂ）/（Ａ）
１８.７％

※全対象職員数は、当該期間中に採用・退職した者および休業等の事由がある職員を除きます。

有給・無給休暇の種類 付与日数・期間等
有給①公民権行使のための休暇 必要と認める期間
有給②裁判員、証人、鑑定人、参考人等として官公署に出頭するための休暇 必要と認める期間
有給③骨髄提供のための休暇 必要と認める期間
有給④結婚休暇 ７日
有給⑤妊産婦のつわり休暇 ７日の範囲内で必要と認める期間

有給⑥妊産婦の健康診査等のための休暇
妊娠６月末までは４週間に１回、７月から９月末までは２週間に１回、10月から分べんまでは
１週間に１回、産後１年まではその間に１回とし、１日の正規の勤務時間内で必要と認める期間

有給⑦出産休暇 出産予定日前８週間（多胎妊娠の場合は１4 週間）に当たる日から出産の日後８週間目に当たる日までの範囲内の期間
有給⑧生後満１歳に達しない子を育てるための休暇 １日２回（１回につき 45 分）
有給⑨妻の出産に伴う休暇 ３日の範囲内で必要と認める期間
有給⑩出産の際、子を養育するための休暇 出産予定日前８週間（多胎妊娠の場合は１4週間）前の日から出産の日後８週間を経過する日までの期間内における５日の範囲内の期間
有給⑪子の看護のための休暇 １年に５日（２人以上 10 日）の範囲内で必要と認める期間
有給⑫短期の介護休暇 １年に５日（２人以上 10 日）の範囲内で必要と認める期間
有給⑬生理休暇 ２日の範囲内で必要とする期間
有給⑭忌引 死亡者の区分に応じ１日から 10 日の範囲内
有給⑮夏季休暇 ５日の範囲内の期間
有給⑯災害または交通機関の事故等による休暇 必要と認める期間
有給⑰ボランティア休暇 １年に５日の範囲内で必要と認める期間

（５）特別休暇の状況

４．職員の分限および懲戒処分の状況

戒告 減給 停職

0人 0人 0人

0人 0人 0人

0人 0人 0人

処分の種類
免職 合計

0人 0人

0人 0人

0人 0人

0人 0人 0人 0人 0人

処分事由

法律または条例、規則若し
くは規程に違反した場合

職務上の義務に違反または
職務を怠った場合

全体の奉仕者たるにふさわ
しくない非行のあった場合

合計

（２）懲戒処分者数

５．職員の服務の状況
（１）公益法人等への一般職の地方公務員の
　　派遣等に関する法律に基づく派遣の状況

（２）営利企業等の従事許可の状況
許可件数

０
営利企業等の従事内容

営利を目的とする会社の役員等に就任する場合

1自ら営利を目的とする私企業を営む場合

5報酬を得て事業または事務に従事する場合

６．職員の退職管理の状況
令和２年度退職者（14 人）の再就職状況

人数
6人

区分
退職者のうち市役所に採用した者

5人再任用職員

1人非常勤職員等

5人退職者のうち市役所以外へ再就職した者

1人民間企業等

4人国および他の地方公共団体

※

0人その他　法人等

※退職者からの再就職の状況に係る届出等に基づきます。

７．職員の福祉および利益の保護の状況

受診者数
94人

健康診断の種類

定期健康診断

（１）健康診断の実績

基本健診

93人胸部Ｘ線

26人胃検診

0人肝炎ウイルス検診

人間ドック 146人
婦人（子宮がん）検診 13人
婦人（乳がん）検診 20人

ＶＤＴ検査 32人

申請件数
0

区分
公務災害

（２）公務員災害補償
認定件数

0
不認定件数

０
0通勤災害 0 ０

（３）福利厚生事業
事業名称

職員互助会福利厚生事業

決算額
4,940千円

公費負担額
1,641千円

実施主体
鹿島市職員互助会

（４）勤務条件に関する措置の要求の状況
　　該当なし

（５）不利益処分に関する審査請求の状況
　　該当なし

２．職員の人事評価の状況

評価対象職員

（２）勤務成績の評定（令和３年４月１日現在）
管理職を除く職員

評価者 課長
評価方法 勤務概評の総合評定をＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅの５段階評価

勤務評定の活用方法 普通昇給の決定

（１）人事評価制度の概要（令和３年４月１日現在）
評価の目的 職員の能力開発および人材育成に活用する

評価者

被評価者
部長級
課長級

部長級および課長級以外の職員

第１次評価者
副市長

部長級、教育長
課長級

第２次評価者
－

副市長
部長級、教育長

評価期間 ４月１日から１２月３１日まで
被評価者の範囲 すべての一般職の職員（派遣、休業等の職員を除く）

評価方法 能力評価および目標評価の結果を基に、Ａ・Ｂ・Ｃの３段階評価
人事評価の活用方法 人事管理の一部に活用

評価内容 能力評価および目標評価

　総務課職員係　☎０９５４（６３）２１１３詳しくは

（１）職員の競争試験の状況

（３）職員の退職の状況

１．職員の任免および職員数に関する状況
（２）職員の採用の状況（令和３年４月１日付）

区分

一般事務

合計

職
種

派遣先法人 人数
1人鹿島市シルバー人材センター

令和２年度　市の人事行政の運営等を公表します

（１）分限処分者数

（３）時間外勤務および休日勤務等の状況
時間外・休日勤務

総時間数

３１,２２５時間

※総時間数には振替時間を含みます。

職員１人当たりの時間外・
休日勤務月平均時間数

１３.５時間

（４）育児休業および部分休業の取得状況
区分

令和２年度に新たに取得した職員

男性職員

１
０

女性職員

５
３令和元年度以前から引き続き取得している職員

※ほかの休業制度による取得はありません。

処分事由

職制、定数の改廃、予算減少により廃職、過員を生じた場合

降任 免職 休職
1人
0人 0人 4人
0人
0人

0人

処分の種類
降給 合計

1人0人
4人
0人
0人
0人

0人
1人 0人 4人

0人
0人 5人

勤務実績がよくない場合

心身の故障の場合

職に必要な適格性を欠く場合

刑事事件に関し起訴された場合

条例で定める事由による場合

合計

0人
0人

0人

受験者数
20人

最終合格者数
7人

区分
一般事務Ａ

1人
7人
0人
2人

16人

0人
1人
0人
2人
1人

土木Ｃ
土木Ｄ
建築Ｅ
保健師Ｆ

社会人経験者

76人 28人合計

5人 0人一般事務Ｂ

25人 17人一般事務（任期付）

男性 女性 計
5人 2人 7人
2人 0人 2人
0人 0人 0人
0人 2人 2人

競争試験
男性 女性 計
0人 0人 0人
2人 0人 2人
0人 0人 0人
0人 0人 0人

選考

7人 4人 11人 2人 0人 2人
0人 0人 0人 0人 0人 0人

男性 女性 計
4人 1人 5人
0人 0人 0人
0人 0人 0人
0人 0人 0人

再任用

4人 1人 5人
0人 0人 0人

男性 女性 計
1人 16人 17人
0人 0人 0人
0人 0人 0人
0人 0人 0人

競争試験（任期付）

1人 16人 17人
0人 0人 0人その他

保健師
建　　築
土　　木

男性
5人
0人
6人
5人

女性
1人
0人
3人
1人

区分
定年退職
勧奨退職
その他

再任用後の離職

計
6人
0人
9人
6人

16人 22人合計 38人
0人 17人任期満了（任期付） 17人
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８．職員の研修の状況
受講者数

433人
区分

職場研修 市主催研修

研修内容
メンタルヘルス研修、ハラスメント防止研修、人権・同和問題研修、パソコン研修など

36人階層別研修 新規採用職員研修、新任係長研修、新任課長研修など

40人自主研修 佐賀県市町村振興協会主催研修、市町村職員中央研修所、民間等主催実務研修など

0人その他 杵藤地区広域市町村圏組合主催研修など

職場外研修

509人合計

９．市の給与・定員管理等について

（４）職員の手当の状況
①期末手当・勤勉手当（令和２年度）

鹿島市

１人当たりの平均支給額
期末手当　900千円
勤勉手当　650千円

支給割合
期末手当　2.55月分
勤勉手当　1.90月分

加算措置の状況

役職加算　5～15％

国

－
－

支給割合

同左

加算措置の状況
役職加算　 5～20％
管理職加算　10～25％

※１人当たり平均支給額は、公営企業職員を除いた全職種に
　係る平均支給額です。

③特殊勤務手当（令和２年度）
支給実績

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

71千円
支給職員１人当たりの平均支給年額 6千円
職員全体に占める手当支給職員の割合 4.6％

手当の種類（数） 4種類

⑤その他手当（令和３年４月１日現在）

手当名

扶養手当

国の制度
との比較
（相違点）

同じ

支給実績
（令和２年度）

28,513千円

支給職員１人
当たりの

平均支給年額
（令和２年度）

257千円
住居手当 同じ 10,711千円 282千円

管理職手当 （役職区分） 14,103千円 564千円

通勤手当
（交通用具利用者
の通勤距離区分） 8,921千円 72千円

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

（５）特別職の報酬等の状況（令和３年４月１日現在）
給料月額等区分

市　長　786,000円
副市長　635,000円
教育長　596,000円

給　料

議　長　420,000円
副議長　354,000円
議　員　334,000円

報　酬

市長・副市長・教育長・議長・副議長・議員
令和２年度支給割合　3.35月分
加算措置の状況　役職加算15％

期末手当

市長・副市長・教育長とも一般職と同じ通勤手当

退職手当

市　長　給料月額×在職月数×50/100
副市長　給料月額×在職月数×33/100
教育長　給料月額×在職月数×20/100
　　　　※いずれも任期毎に支給

②退職手当（令和３年４月１日現在）
区分 鹿島市 国

支給率

勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度額

自己都合

19.6695月分
28.0395月分
39.7575月分
47.709月分

勧奨・定年

24.586875月分
33.27075月分
47.709月分
47.709月分

同左

定年前早期退職特例措置
3～45％加算2～20％加算

その他の
加算措置

１人当たり
平均支給額

－13,639千円

※１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る
　平均支給額です。

④超過勤務手当（時間外勤務手当）

区分

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

令和元年度

支給実績

71,621千円

支給職員１人当たり
平均支給年額
332千円

令和２年度 60,989千円 305千円

（１）総括
①人件費の状況（一般会計決算）

18,348,976千円

住民基本台帳人口
（令和３年３月 31 日現在）

歳出額Ａ

令和２年度

区分

251,612千円

実質収支

2,359,313千円

人件費Ｂ

14.0％

人件費率
Ｂ/Ａ

12.9％

（参考）令和元年度
の人件費率

28,396人

②職員給与費の状況（一般会計決算）

令和２年度

区分

199人

職員数Ａ
給料

給与費区分
817,023千円

職員手当 137,264千円
期末・勤勉手当 325,536千円

給与費計Ｂ

1,279,823千円

１人当たり給与費Ｂ/Ａ

6,431千円

（注）１．職員手当には、退職手当は含みません。　２．職員数は、令和２年４月１日現在の人数です。

区分

43.4歳

平均年齢 平均給料月額
389,112円
351,671円

平均給与月額

329,623円

鹿島市

43.0歳

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

325,827円

国

407,153円一般行政職

（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況
①職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（令和３年４月１日現在）

（注）１．『平均給料月額』とは、職員の基本給を平均したものです。

　　２．『平均給与月額』とは、給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです。このうち、上段はすべての諸手当

　　　　込みのものであり、下段は国家公務員の平均給与月額と比較するために手当の種類を限定して算出したものです。

区分

大学卒
高校卒

鹿島市

182,900円
150,700円一般行政職

②職員の初任給の状況（令和３年４月１日現在）
国

182,200円
150,600円

区分

大学卒
高校卒

10年

254,220円
ー一般行政職

③職員の経験年数別・学歴平均給料月額の状況（令和３年４月１日現在）
15年

277,200円
ー

20年

348,660円
295,767円

区分

職員数
構成比

職務内容

１級

定型的な職務

または比較的

高度の知識、

経験を必要と

する職員の職

務

２級

高度の知識ま

たは経験を必

要とする職員

の職務

３級 ４級

1. 高度の知識

または経験を

必要とする主

任の職務

2. 係長または

主査の職務

５級

課長補佐

の職務

６級 ７級

主任の職務 課長の職務 部長の職務

15 人
8.6％

（３）一般行政職の級別職員数の状況（令和３年４月１日現在）

12 人
6.9％

37 人
21.3％

61 人
35.1％

25 人
14.4％

18 人
10.3％

6 人
3.4％

　一般職員の給与などは、地方公務員法に基づき決定されます。具体的には、国や他の地方公共団体、民間企業等

との均衡を図りながら、市議会の議決を経て定められます。特別職の給与や報酬は、市内の公共的団体の代表者や

住民によって構成される特別職報酬等審議会の答申をもとに、市議会の議決を経て定められます。

（６）職員数の状況
部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

部門
職員数（人）

（注）１．職員数は、一般職に属する職員数です。

　　２．[　] 内は、条例定数の合計です。

令和２年 令和３年
対前年
増減数

4

57

15

2

19

13

20

32

16

4

55

16

2

20

12

21

31

16

0

△2

1

0

1

△1

1

△1

0

議 会

総 務

税 務

労 働

農林水産

商 工

土 木

民 生

衛 生

小 計 178 177 △1
教 育 21 22 1
小 計 21 22 1

水 道

下 水 道

そ の 他

10

10

15

10

10

14

0

0

△1

小 計 35 34 △1

合 計
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８．職員の研修の状況
受講者数

433人
区分

職場研修 市主催研修

研修内容
メンタルヘルス研修、ハラスメント防止研修、人権・同和問題研修、パソコン研修など

36人階層別研修 新規採用職員研修、新任係長研修、新任課長研修など

40人自主研修 佐賀県市町村振興協会主催研修、市町村職員中央研修所、民間等主催実務研修など

0人その他 杵藤地区広域市町村圏組合主催研修など

職場外研修

509人合計

９．市の給与・定員管理等について

（４）職員の手当の状況
①期末手当・勤勉手当（令和２年度）

鹿島市

１人当たりの平均支給額
期末手当　900千円
勤勉手当　650千円

支給割合
期末手当　2.55月分
勤勉手当　1.90月分

加算措置の状況

役職加算　5～15％

国

－
－

支給割合

同左

加算措置の状況
役職加算　 5～20％
管理職加算　10～25％

※１人当たり平均支給額は、公営企業職員を除いた全職種に
　係る平均支給額です。

③特殊勤務手当（令和２年度）
支給実績

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

71千円
支給職員１人当たりの平均支給年額 6千円
職員全体に占める手当支給職員の割合 4.6％

手当の種類（数） 4種類

⑤その他手当（令和３年４月１日現在）

手当名

扶養手当

国の制度
との比較
（相違点）

同じ

支給実績
（令和２年度）

28,513千円

支給職員１人
当たりの

平均支給年額
（令和２年度）

257千円
住居手当 同じ 10,711千円 282千円

管理職手当 （役職区分） 14,103千円 564千円

通勤手当
（交通用具利用者
の通勤距離区分） 8,921千円 72千円

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

（５）特別職の報酬等の状況（令和３年４月１日現在）
給料月額等区分

市　長　786,000円
副市長　635,000円
教育長　596,000円

給　料

議　長　420,000円
副議長　354,000円
議　員　334,000円

報　酬

市長・副市長・教育長・議長・副議長・議員
令和２年度支給割合　3.35月分
加算措置の状況　役職加算15％

期末手当

市長・副市長・教育長とも一般職と同じ通勤手当

退職手当

市　長　給料月額×在職月数×50/100
副市長　給料月額×在職月数×33/100
教育長　給料月額×在職月数×20/100
　　　　※いずれも任期毎に支給

②退職手当（令和３年４月１日現在）
区分 鹿島市 国

支給率

勤続20年
勤続25年
勤続35年
最高限度額

自己都合

19.6695月分
28.0395月分
39.7575月分
47.709月分

勧奨・定年

24.586875月分
33.27075月分
47.709月分
47.709月分

同左

定年前早期退職特例措置
3～45％加算2～20％加算

その他の
加算措置

１人当たり
平均支給額

－13,639千円

※１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る
　平均支給額です。

④超過勤務手当（時間外勤務手当）

区分

※公営企業職員を除いた全職種に係るものです。

令和元年度

支給実績

71,621千円

支給職員１人当たり
平均支給年額
332千円

令和２年度 60,989千円 305千円

（１）総括
①人件費の状況（一般会計決算）

18,348,976千円

住民基本台帳人口
（令和３年３月 31 日現在）

歳出額Ａ

令和２年度

区分

251,612千円

実質収支

2,359,313千円

人件費Ｂ

14.0％

人件費率
Ｂ/Ａ

12.9％

（参考）令和元年度
の人件費率

28,396人

②職員給与費の状況（一般会計決算）

令和２年度

区分

199人

職員数Ａ
給料

給与費区分
817,023千円

職員手当 137,264千円
期末・勤勉手当 325,536千円

給与費計Ｂ

1,279,823千円

１人当たり給与費Ｂ/Ａ

6,431千円

（注）１．職員手当には、退職手当は含みません。　２．職員数は、令和２年４月１日現在の人数です。

区分

43.4歳

平均年齢 平均給料月額
389,112円
351,671円

平均給与月額

329,623円

鹿島市

43.0歳

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額

325,827円

国

407,153円一般行政職

（２）職員の平均給与月額、初任給等の状況
①職員の平均年齢、平均給料月額および平均給与月額の状況（令和３年４月１日現在）

（注）１．『平均給料月額』とは、職員の基本給を平均したものです。

　　２．『平均給与月額』とは、給料月額と毎月支払われる諸手当の額を合計したものです。このうち、上段はすべての諸手当

　　　　込みのものであり、下段は国家公務員の平均給与月額と比較するために手当の種類を限定して算出したものです。

区分

大学卒
高校卒

鹿島市

182,900円
150,700円一般行政職

②職員の初任給の状況（令和３年４月１日現在）
国

182,200円
150,600円

区分

大学卒
高校卒

10年

254,220円
ー一般行政職

③職員の経験年数別・学歴平均給料月額の状況（令和３年４月１日現在）
15年

277,200円
ー

20年

348,660円
295,767円

区分

職員数
構成比

職務内容

１級

定型的な職務

または比較的

高度の知識、

経験を必要と

する職員の職

務

２級

高度の知識ま

たは経験を必

要とする職員

の職務

３級 ４級

1. 高度の知識

または経験を

必要とする主

任の職務

2. 係長または

主査の職務

５級

課長補佐

の職務

６級 ７級

主任の職務 課長の職務 部長の職務

15 人
8.6％

（３）一般行政職の級別職員数の状況（令和３年４月１日現在）

12 人
6.9％

37 人
21.3％

61 人
35.1％

25 人
14.4％

18 人
10.3％

6 人
3.4％

　一般職員の給与などは、地方公務員法に基づき決定されます。具体的には、国や他の地方公共団体、民間企業等

との均衡を図りながら、市議会の議決を経て定められます。特別職の給与や報酬は、市内の公共的団体の代表者や

住民によって構成される特別職報酬等審議会の答申をもとに、市議会の議決を経て定められます。

（６）職員数の状況
部門別職員数の状況（各年４月１日現在）

部門
職員数（人）

（注）１．職員数は、一般職に属する職員数です。

　　２．[　] 内は、条例定数の合計です。

令和２年 令和３年
対前年
増減数

4

57

15

2

19

13

20

32

16

4

55

16

2

20

12

21

31

16

0

△2

1

0

1

△1

1

△1

0

議 会

総 務

税 務

労 働

農林水産

商 工

土 木

民 生

衛 生
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教 育 21 22 1
小 計 21 22 1

水 道

下 水 道

そ の 他

10

10
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10

10
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0

0

△1
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情報掲示板ワイド情報掲示板ワイド

　市に関係する公共施設・サービスの年末年始の休みは次のとおりです。

お
知
ら
せ

年末年始の公共施設等の休みと取り扱い業務

◉杵藤葬斎公園　　　　１月１日（祝）

◉市民交流プラザかたらい　12 月 29 日（水）～１月３日（月）

◉子育て支援センター　12 月 28 日（火）～１月４日（火）

◉産業活性化施設『海道しるべ』　12 月 29 日（水）～１月３日（月）

◉干潟交流館『なな海』　12 月 29 日（水）～１月３日（月）

◉市陸上競技場　　　　12 月 28 日（火）～１月４日（火）

◉市民球場　　　　　　12 月１日（水）～２月 28日（月）

　※芝の養生のため

◉蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場　12 月 27 日（月）～２月 28 日（月）

　※年末年始および芝の養生のため

◉生涯学習センター『エイブル』　12 月 29 日（水）～１月３日（月）

◉市民図書館　　　　　12 月 27 日（月）～１月４日（火）13時

◉各地区公民館　　　　12 月 29 日（水）～１月３日（月）

◉市内各体育館　　　　12 月 28 日（火）～１月４日（火）

◉北公園　　　　　　　年中無休

◉し尿汲み取り　　　　12 月 29 日（水）～１月３日（月）

　※緊急の汲み取りは、12月 22 日（水）までに担当の業者までご連絡ください。

◉ごみ収集　　　　　　12 月 31 日（金）～１月３日（月）

◉生ごみ収集バケツ　　12 月 27 日（月）～１月７日（金）

　※対象地区は大字納富分です。12月 27 日（月）・28日（火）に生ごみ
　　バケツ（青色）ごと回収し、１月７日（金）に設置します。

　市役所の業務のうち、次のものは年末年始の休み

の期間中（12 月 29 日～１月３日）も行っています。

■出生届

　［持参品］出生届出書、印鑑（任意）、母子手帳

■婚姻・離婚届

　［持参品］婚姻・離婚届出書、印鑑（任意）、

　　　　　身分証明書（マイナンバーカード、運転免許証など）

■死亡届

　［持参品］死亡届出書、印鑑（任意）、

　　　　　火葬料 7,000 円（杵藤広域圏内）

■各種証明書の予約交付（市民課、税務課関係分）

　［持参品］手数料、身分証明書

　　　　　※印鑑証明書のときは、印鑑登録証をお持ちください。

　［予約方法］12 月 28 日（火）17 時までに、本人か同一

　　　　　世帯の人が市民課☎（６３）２１１７に電

　　　　　話で申し込んでください。

　　　　　※戸籍に関する証明書は予約交付できません。

　［交付時間］８時 30 分～ 20 時

■届出および交付する場所　市役所守衛室

　福祉課と社会福祉協議会では、来春、高校や大学などに進学される人で、学費の支払いが困難な人のために無利

子の修学資金貸付申込を受け付けています。どうぞご利用ください。

お
知
ら
せ

ご利用ください『修学資金』

教育支援

費

35,000以内高校
社会福祉協議会

（市民交流プラザ３階）

☎（６２）２４４７

◆貸付総額200万円以

　下の場合10年以内

◆貸付総額200万円を

　超える場合20年以内

60,000以内

65,000以内

高専・短大

大学

◆低所得世帯（母子・父子家庭は除く）

◆佐賀県育英資金、日本学生支

　援機構第１種奨学金利用優先

12,000高校

福祉課

（市役所１階）

☎（６３）２１１９

12 月 15 日（水）

10年

修
学
資
金（
月
額
）

◆市内に１年以上在住

◆学業成績優良な人

◆中学校３年時の予約申込のみ

※他の修学資金貸付との併用不可

市奨学

資金

母子父子

寡婦福祉

資金

27,000以内高校（公立）

45,000以内

67,500～93,500以内短大
◆母子・父子家庭世帯

※他の修学資金貸付との併用について

　はご相談ください

高校（私立） ９年

69,500～108,500以内大学 18年

27,000～89,000以内専門学校等 ９年

64,300以内小学校

81,000以内

150,000以内

中学校

高校（公立）母子父子

寡婦福祉

資金

５年

◆母子・父子家庭世帯

◆前年度所得税住民税非課税者

410,000以内高校（私立）

410,000～580,000以内

150,000～580,000以内

大学・短大

専門学校等

◆母子・父子家庭世帯

※他の修学資金貸付との併用について

　はご相談ください

福祉課

（市役所１階）

☎（６３）２１１９

就学支援

費
500,000以内

高校・高専

大学・短大

社会福祉協議会

（市民交流プラザ３階）

☎（６２）２４４７

◆低所得世帯（母子・父子家庭は除く）

◆佐賀県育英資金利用優先10年以内

就
学
支
援
資
金（
入
学
時
の
み
）

貸付額（円）学校区分 償還期間貸付の種類 資格 申込先・問合先 締切

貸　付　内　容

補足説明　◇資格の欄で複数の要件がある場合は、すべての要件を満たす必要があります。

　　　　　◇貸付金の償還は、返済据置期間が設けられているものもあります。詳しくはお問い合わせください。

　　　　　◇貸付けには条件がありますので、申込者全員が、貸付けを受けられるとは限りません。

　　　　　◇母子父子寡婦福祉資金の上記貸付額は、自宅通学の場合です。自宅外通学についてはお問い合わせください。

　市では、経済的な理由で就学困難な児童生徒へ、就学に必要な経費の一部を援助する制度を設けています。

お
知
ら
せ

就学援助制度のお知らせ

対　　象　生活保護世帯およびこれに準じる程度に生活が苦しく、学用品費や給食

　　　　　費などの負担が困難な保護者

内　　容　◆学用品費、通学用品費　◆校外活動費、修学旅行費

　　　　　◆医療費（学校保健安全法で定められた病気のみ）

　　　　　◆給食費　◆新入学児童生徒学用品費など

申請手続　申請の受け付けは、市役所２階の教育委員会教育総務課で行っています。

　　　　　収入がわかる書類等（世帯全員分）が必要です。

　教育総務課学校教育係　☎０９５４（６３）２１０３申込・問合せ先

申請期間　令和４年１月 11 日（火）～２月２日（水）※既に就学援助の認定を受けている場合は申請不要

対　　象　就学援助制度の対象者で、令和４年４月に市内小・中学校入学予定の子どもの保護者

持　参　品　①保護者名義の通帳の写し　②世帯全員分の所得情報取得に係る同意書

　　　　　③児童扶養手当などの証書（受給している場合）　※所得証明書（有料）を提出する場合は③不要です

～令和４年４月　市内小・中学校入学予定の子どもの保護者の人へ～

募

　集 鹿島市放課後児童クラブ支援員募集

放課後児童クラブ支援員
（学校休業日補助）

【主に小学校長期休業中】７時 30分～ 18 時 10 分の６時間程度
（休日：土・日・祝日、12月 29 日～１月３日）

募集区分

契約日～令和４年３月 31 日
時間給：870 円

雇用期間等 勤務時間

内　　容　市内全校区の小学校各クラブで学童保育

応募資格　働く保護者を応援する元気で明るい人

申込方法　市のホームページからダウンロードまたは

　　　　　福祉課に備え付けの専用履歴書に必要事項

　　　　　を記入し、提出してください。

　　　　　　　　〒８４９－１３１２

　鹿島市大字納富分２６４３番地１　鹿島市役所

　福祉課社会福祉係　☎０９５４（６３）２１１９

提出・問合せ先

試験日時　後日連絡します（面接による選考）

募集締切　12 月 10 日（金）　※郵送可、必着
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　市に関係する公共施設・サービスの年末年始の休みは次のとおりです。

お
知
ら
せ

年末年始の公共施設等の休みと取り扱い業務

◉杵藤葬斎公園　　　　１月１日（祝）

◉市民交流プラザかたらい　12 月 29 日（水）～１月３日（月）

◉子育て支援センター　12 月 28 日（火）～１月４日（火）

◉産業活性化施設『海道しるべ』　12 月 29 日（水）～１月３日（月）

◉干潟交流館『なな海』　12 月 29 日（水）～１月３日（月）

◉市陸上競技場　　　　12 月 28 日（火）～１月４日（火）

◉市民球場　　　　　　12 月１日（水）～２月 28日（月）

　※芝の養生のため

◉蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場　12 月 27 日（月）～２月 28 日（月）

　※年末年始および芝の養生のため

◉生涯学習センター『エイブル』　12 月 29 日（水）～１月３日（月）

◉市民図書館　　　　　12 月 27 日（月）～１月４日（火）13時

◉各地区公民館　　　　12 月 29 日（水）～１月３日（月）

◉市内各体育館　　　　12 月 28 日（火）～１月４日（火）

◉北公園　　　　　　　年中無休

◉し尿汲み取り　　　　12 月 29 日（水）～１月３日（月）

　※緊急の汲み取りは、12月 22 日（水）までに担当の業者までご連絡ください。

◉ごみ収集　　　　　　12 月 31 日（金）～１月３日（月）

◉生ごみ収集バケツ　　12 月 27 日（月）～１月７日（金）

　※対象地区は大字納富分です。12月 27 日（月）・28日（火）に生ごみ
　　バケツ（青色）ごと回収し、１月７日（金）に設置します。

　市役所の業務のうち、次のものは年末年始の休み

の期間中（12 月 29 日～１月３日）も行っています。

■出生届

　［持参品］出生届出書、印鑑（任意）、母子手帳

■婚姻・離婚届

　［持参品］婚姻・離婚届出書、印鑑（任意）、

　　　　　身分証明書（マイナンバーカード、運転免許証など）

■死亡届

　［持参品］死亡届出書、印鑑（任意）、

　　　　　火葬料 7,000 円（杵藤広域圏内）

■各種証明書の予約交付（市民課、税務課関係分）

　［持参品］手数料、身分証明書

　　　　　※印鑑証明書のときは、印鑑登録証をお持ちください。

　［予約方法］12 月 28 日（火）17 時までに、本人か同一

　　　　　世帯の人が市民課☎（６３）２１１７に電

　　　　　話で申し込んでください。

　　　　　※戸籍に関する証明書は予約交付できません。

　［交付時間］８時 30 分～ 20 時

■届出および交付する場所　市役所守衛室

　福祉課と社会福祉協議会では、来春、高校や大学などに進学される人で、学費の支払いが困難な人のために無利

子の修学資金貸付申込を受け付けています。どうぞご利用ください。

お
知
ら
せ

ご利用ください『修学資金』

教育支援

費

35,000以内高校
社会福祉協議会

（市民交流プラザ３階）

☎（６２）２４４７

◆貸付総額200万円以

　下の場合10年以内

◆貸付総額200万円を

　超える場合20年以内

60,000以内

65,000以内

高専・短大

大学

◆低所得世帯（母子・父子家庭は除く）

◆佐賀県育英資金、日本学生支

　援機構第１種奨学金利用優先

12,000高校

福祉課

（市役所１階）

☎（６３）２１１９

12 月 15 日（水）

10年

修
学
資
金（
月
額
）

◆市内に１年以上在住

◆学業成績優良な人

◆中学校３年時の予約申込のみ

※他の修学資金貸付との併用不可

市奨学

資金

母子父子

寡婦福祉

資金

27,000以内高校（公立）

45,000以内

67,500～93,500以内短大
◆母子・父子家庭世帯

※他の修学資金貸付との併用について

　はご相談ください

高校（私立） ９年

69,500～108,500以内大学 18年

27,000～89,000以内専門学校等 ９年

64,300以内小学校

81,000以内

150,000以内

中学校

高校（公立）母子父子

寡婦福祉

資金

５年

◆母子・父子家庭世帯

◆前年度所得税住民税非課税者

410,000以内高校（私立）

410,000～580,000以内

150,000～580,000以内

大学・短大

専門学校等

◆母子・父子家庭世帯

※他の修学資金貸付との併用について

　はご相談ください

福祉課

（市役所１階）

☎（６３）２１１９

就学支援

費
500,000以内

高校・高専

大学・短大

社会福祉協議会

（市民交流プラザ３階）

☎（６２）２４４７

◆低所得世帯（母子・父子家庭は除く）

◆佐賀県育英資金利用優先10年以内

就
学
支
援
資
金（
入
学
時
の
み
）

貸付額（円）学校区分 償還期間貸付の種類 資格 申込先・問合先 締切

貸　付　内　容

補足説明　◇資格の欄で複数の要件がある場合は、すべての要件を満たす必要があります。

　　　　　◇貸付金の償還は、返済据置期間が設けられているものもあります。詳しくはお問い合わせください。

　　　　　◇貸付けには条件がありますので、申込者全員が、貸付けを受けられるとは限りません。

　　　　　◇母子父子寡婦福祉資金の上記貸付額は、自宅通学の場合です。自宅外通学についてはお問い合わせください。

　市では、経済的な理由で就学困難な児童生徒へ、就学に必要な経費の一部を援助する制度を設けています。

お
知
ら
せ

就学援助制度のお知らせ

対　　象　生活保護世帯およびこれに準じる程度に生活が苦しく、学用品費や給食

　　　　　費などの負担が困難な保護者

内　　容　◆学用品費、通学用品費　◆校外活動費、修学旅行費

　　　　　◆医療費（学校保健安全法で定められた病気のみ）

　　　　　◆給食費　◆新入学児童生徒学用品費など

申請手続　申請の受け付けは、市役所２階の教育委員会教育総務課で行っています。

　　　　　収入がわかる書類等（世帯全員分）が必要です。

　教育総務課学校教育係　☎０９５４（６３）２１０３申込・問合せ先

申請期間　令和４年１月 11 日（火）～２月２日（水）※既に就学援助の認定を受けている場合は申請不要

対　　象　就学援助制度の対象者で、令和４年４月に市内小・中学校入学予定の子どもの保護者

持　参　品　①保護者名義の通帳の写し　②世帯全員分の所得情報取得に係る同意書

　　　　　③児童扶養手当などの証書（受給している場合）　※所得証明書（有料）を提出する場合は③不要です

～令和４年４月　市内小・中学校入学予定の子どもの保護者の人へ～

募

　集 鹿島市放課後児童クラブ支援員募集

放課後児童クラブ支援員
（学校休業日補助）

【主に小学校長期休業中】７時 30分～ 18 時 10 分の６時間程度
（休日：土・日・祝日、12月 29 日～１月３日）

募集区分

契約日～令和４年３月 31 日
時間給：870 円

雇用期間等 勤務時間

内　　容　市内全校区の小学校各クラブで学童保育

応募資格　働く保護者を応援する元気で明るい人

申込方法　市のホームページからダウンロードまたは

　　　　　福祉課に備え付けの専用履歴書に必要事項

　　　　　を記入し、提出してください。

　　　　　　　　〒８４９－１３１２

　鹿島市大字納富分２６４３番地１　鹿島市役所

　福祉課社会福祉係　☎０９５４（６３）２１１９

提出・問合せ先

試験日時　後日連絡します（面接による選考）

募集締切　12 月 10 日（金）　※郵送可、必着
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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。

佐賀県後期高齢者医療広域連合

総務課　総務係　

☎０９５２（６４）８４７６

詳しくは

　佐賀県後期高齢者医療広域連合では、平成２９年２月に行った特定個人情報保護評価書（全項目評価書）の公表

から一定期間（５年）が経過することから、特定個人情報ファイルの適正な取扱い等に関する評価の再実施を行う

ため、パブリックコメントを実施し、広く住民の皆さんからのご意見を募集します。

募

　集
特定個人情報保護評価書（案）の意見を募集します

□募集期間

　12 月８日（水）～令和４年１月６日（木）まで

□公表する資料の閲覧場所等

　・佐賀県後期高齢者医療広域連合のホームページおよび事務局の窓口

　・市保険健康課の窓口

　令和３年４月末までにマイナンバーカードの

交付申請をした人は、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

ナポイント事業の対象となります。

　令和３年１２月末までに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

マイナポイントの対象期間は１２月末までです

　◇マイナンバーカードの申請・交付に関すること　 市民課市民年金係　　　　☎０９５４（６３）２１１７

　◇マイナポイント事業に関すること　企画財政課広報ＩＣＴ係　☎０９５４（６３）２１１４

詳しくは

◉マイナポイントを利用するためには以下の手順が必要

　となります。

①マイナンバーカードの取得（令和３年４月末までに交付

　申請をしている必要があります）

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（12 月末までの

　チャージまたは利用が付与の対象です）

　総務課防災係　☎０９５４（６３）２１１２詳しくは

　市では、災害による被害を予防・軽減する活動を行うため、住民の皆さんが自主的に設置する自主防災組織の結

成や活動の活性化を支援しています。

お
知
ら
せ

自主防災組織への活動を支援します

□自主防災組織への助成・補助の例

・組織結成時に世帯数に応じた設置助成金の支給

・研修会や防災訓練など組織の活動に要する経費に

　対する補助金

・消火器、メガホン、発電機など防災資機材の購入

　経費に対する補助金

□防災に関する講座

　自主防災組織の必要性や活動内容について、職員

が希望会場へ出向いて地域の皆さんへ説明を行う

『まちづくり出前講座』を実施しています。　　　

　自主防災組織が結成されている地域においても、

住民への防災意識の普及や組織の役員向け研修会な

どにご活用ください。

　環境下水道課環境係　☎０９５４（６３）３４１６詳しくは

　市内スーパーなどで販売されている食品は、手前の商

品から選びましょう。賞味期限や消費期限が過ぎると、

ごみとして処分されることになります。年末年始で、食

材を買う機会も増えてきます。

　食品ロス削減のために、皆さんで一緒に『てまえど

り』を心がけましょう。

お
知
ら
せ

『てまえどり』にご協力ください

『手前から買う』も立派な貢献

お
知
ら
せ

『ゾンビランドサガ』オリジナルデザインの
ナンバープレートを交付します

　税務課課税係　☎０９５４（６３）２１１８詳しくは

　佐賀県を舞台にしたテレビアニメ『ゾンビランドサガ』オリジナルデザインの原付バイク用ご当地ナンバー

プレートの交付を開始します。

□対象となる車両　

　市内に定置所（駐輪所）がある原付バイク（50 ㏄以下）

□交付開始

　令和３年 12 月（予定）

□交付内容・注意事項

　・200 枚限定で従来のナンバープレートとの選択制

　　（末尾『4』『9』『42』は欠番です）

　・交付済みのナンバープレートからの交換ができます。

　・事前予約や郵送による申請はできません。

　・希望番号は選べません。

□交付窓口

　市役所１階　税務課

□申請に必要なもの　

　・軽自動車税申告書兼標識交付申請書

　（窓口・市ホームページで入手可）

　・購入（譲渡）証明書

　・窓口に来る人の本人確認書類（運転免許証等）

　　などが必要です。

　詳しくは、市ホームページをご確認ください。

Ⓒゾンビランドサガ製作委員会

Ⓒゾンビランドサガ　リベンジ製作委員会

　身近な人が新型コロナウイルス感染症の陽性者や濃厚接触者となったことで感染の不安がある人に、市から抗

原検査キットを無料で配布します。

お
知
ら
せ

　保健センター　☎０９５４（６３）３３７３

　　　　　　　　℻０９５４（６３）２１３５

詳しくは

新型コロナウイルス感染症
抗原検査キットを無料で配布します

□対象者

　市民、市内事業所に勤務する人

□申請方法

　・市ホームページの申請フォーム

　・保健センターあて電話または申請書をFAX

□配布方法

　エイブル駐車場にて受け渡し

※詳しくは、市ホームページをご覧ください。
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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
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から一定期間（５年）が経過することから、特定個人情報ファイルの適正な取扱い等に関する評価の再実施を行う

ため、パブリックコメントを実施し、広く住民の皆さんからのご意見を募集します。

募

　集
特定個人情報保護評価書（案）の意見を募集します

□募集期間

　12 月８日（水）～令和４年１月６日（木）まで

□公表する資料の閲覧場所等

　・佐賀県後期高齢者医療広域連合のホームページおよび事務局の窓口

　・市保険健康課の窓口

　令和３年４月末までにマイナンバーカードの

交付申請をした人は、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

ナポイント事業の対象となります。

　令和３年１２月末までに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

マイナポイントの対象期間は１２月末までです

　◇マイナンバーカードの申請・交付に関すること　 市民課市民年金係　　　　☎０９５４（６３）２１１７

　◇マイナポイント事業に関すること　企画財政課広報ＩＣＴ係　☎０９５４（６３）２１１４

詳しくは

◉マイナポイントを利用するためには以下の手順が必要

　となります。

①マイナンバーカードの取得（令和３年４月末までに交付

　申請をしている必要があります）

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（12 月末までの

　チャージまたは利用が付与の対象です）

　総務課防災係　☎０９５４（６３）２１１２詳しくは

　市では、災害による被害を予防・軽減する活動を行うため、住民の皆さんが自主的に設置する自主防災組織の結

成や活動の活性化を支援しています。

お
知
ら
せ

自主防災組織への活動を支援します

□自主防災組織への助成・補助の例

・組織結成時に世帯数に応じた設置助成金の支給

・研修会や防災訓練など組織の活動に要する経費に

　対する補助金

・消火器、メガホン、発電機など防災資機材の購入

　経費に対する補助金

□防災に関する講座

　自主防災組織の必要性や活動内容について、職員

が希望会場へ出向いて地域の皆さんへ説明を行う

『まちづくり出前講座』を実施しています。　　　

　自主防災組織が結成されている地域においても、

住民への防災意識の普及や組織の役員向け研修会な

どにご活用ください。

　環境下水道課環境係　☎０９５４（６３）３４１６詳しくは

　市内スーパーなどで販売されている食品は、手前の商

品から選びましょう。賞味期限や消費期限が過ぎると、

ごみとして処分されることになります。年末年始で、食

材を買う機会も増えてきます。

　食品ロス削減のために、皆さんで一緒に『てまえど

り』を心がけましょう。

お
知
ら
せ

『てまえどり』にご協力ください

『手前から買う』も立派な貢献

お
知
ら
せ

『ゾンビランドサガ』オリジナルデザインの
ナンバープレートを交付します

　税務課課税係　☎０９５４（６３）２１１８詳しくは

　佐賀県を舞台にしたテレビアニメ『ゾンビランドサガ』オリジナルデザインの原付バイク用ご当地ナンバー

プレートの交付を開始します。

□対象となる車両　

　市内に定置所（駐輪所）がある原付バイク（50 ㏄以下）

□交付開始

　令和３年 12 月（予定）

□交付内容・注意事項

　・200 枚限定で従来のナンバープレートとの選択制

　　（末尾『4』『9』『42』は欠番です）

　・交付済みのナンバープレートからの交換ができます。

　・事前予約や郵送による申請はできません。

　・希望番号は選べません。

□交付窓口

　市役所１階　税務課

□申請に必要なもの　

　・軽自動車税申告書兼標識交付申請書

　（窓口・市ホームページで入手可）

　・購入（譲渡）証明書

　・窓口に来る人の本人確認書類（運転免許証等）

　　などが必要です。

　詳しくは、市ホームページをご確認ください。

Ⓒゾンビランドサガ製作委員会

Ⓒゾンビランドサガ　リベンジ製作委員会

　身近な人が新型コロナウイルス感染症の陽性者や濃厚接触者となったことで感染の不安がある人に、市から抗

原検査キットを無料で配布します。

お
知
ら
せ

　保健センター　☎０９５４（６３）３３７３

　　　　　　　　℻０９５４（６３）２１３５

詳しくは

新型コロナウイルス感染症
抗原検査キットを無料で配布します

□対象者

　市民、市内事業所に勤務する人

□申請方法

　・市ホームページの申請フォーム

　・保健センターあて電話または申請書をFAX

□配布方法

　エイブル駐車場にて受け渡し

※詳しくは、市ホームページをご覧ください。



１7１４ Ｒ3（2021）.1２.1　広報かしま 広報かしま　Ｒ3（2021）.1２.1

✿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

※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 1・8・15・22 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 10 日（金） 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 3 年 10 月生まれ　　　　　（通知に記載）

赤ちゃん相談 8 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） 7 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導　※持参品：母子手帳、バスタオル
対　象　5・6 か月児の保護者

幼児食教室 14 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 1 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歳児フッ化物塗布 16 日（木） 13時40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　令和元年 12 月生まれ（希望者のみ）

□子どもの健診

４か月児健診
（令和3年8月生まれ）

１歳６か月児健診
（令和2年5月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成30年5月生まれ）

15 日（水）

16 日（木）

９日（木）

13時10分～13時30分

持参品　母子健康手帳、アンケート、問診票、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12月

December

✿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

日 在宅当番医 当番薬局
薬師寺医院　☎（６３）５２８１5 日（日） アルナ薬局浜町店
別府整形外科　☎（６３）３０６３12 日（日） 溝上薬局西牟田店
納富病院　☎（６３）１１１７19 日（日） なごみ薬局
犬塚病院　☎（６３）２５３８26 日（日） アルバ薬局

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

4 日（土）
5 日（日）

11 日（土）
12 日（日）
18 日（土）
19 日（日）
25 日（土）
26 日（日）
29 日（水）
30 日（木）
31 日（金）
1 月 1 日（祝）

大隈設備工業　　　　☎（６２）１３０２
マツモト　　　　　　☎（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　☎（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　☎（６３）１６１６
鹿島設備工業所　　　☎（６３）３２２８
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

4・11・18・25 日（土）、
5・12・19・26 日（日）、
29 日（水）～ 1 月 3 日（月）

29 日（水）～ 1 月 3 日（月）

7・14・21・28 日（火）、
29 日（水）～ 1 月 4 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）

市民図書館

7・14・21 日（火）、
28 日（火）～ 1 月 4 日（火）

陸上競技場・社会体育館

6・13・20・27 日（月）、
29 日（水）～ 1 月 3 日（月）

産業活性化施設
（海道しるべ）

6・13・20（月）
27 日（月）～ 1 月４日（火）13 時

6・13・20・27 日（月）、
29 日（水）～ 1 月３日（月）

※市民球場は、芝の養生のため12/１～２/28まで休場
※蟻尾山グラウンド・ゴルフ場は、年末年始および芝
　の養生のため12/27～２/28まで休場
※各地区公民館など詳しくは10ページへ

令和３年１０月３１日現在

鹿島市
－

－ 16 人能古見

浜

－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

28,310

13,591

3,254

2,866

2,692

3,334

2,573

13,375

14,935

10,890

5,518

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

14 人 12 世帯

5 人 6 世帯

1,135 世帯 0 世帯

1,026 世帯

1,244 世帯

1,029 世帯

938 世帯

6 人

0 人

5 人

4 人

11 人

3 人

0 世帯

5 世帯

3 世帯

2 世帯－

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

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　https://www.city.saga-kashima.lg.jp

日 在宅当番医 所在地
谷口医院　　　　　☎０９５４（６６）３５６８
樋口医院　　　　　☎０９５４（４３）１６５２
福田医院　　　　　☎０９５４（４３）０５５０
うれしのふくだクリニック　☎０９５４（４２）１２１１

14日
7日

21日
28日

嬉野市
嬉野市
嬉野市
嬉野市

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

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可）

 　　　  　❖小学生専用の遊び場《わ・わ・わキッズゾーン》もあります

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
　親子の交流を広げる楽しい時間です。

　初めての人もお気軽にどうぞ♡
『もうすぐクリスマス☆
　みんなで楽しい音遊び♪歌って遊ぼう！』

と　き　６日（月）・13 日（月）

❖どちらか１回の申込みとなります

❖お誕生日お祝いは 13 日（月）にします

時　間　11 時～ 11 時 45 分

場　所　かたらい４階多目的室

対　象　５か月～就学前児と保護者

定　員　各７組（先着予約順）

※申込みは 12 月２日（木）10 時から

※利用料不要

※詳しくは facebook をご覧ください
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日曜・祝日および１月１日～３日
（９時～１７時）

鹿島市休日こどもクリニック

（高津原）

☎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

※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 1・8・15・22 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 10 日（金） 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 3 年 10 月生まれ　　　　　（通知に記載）

赤ちゃん相談 8 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） 7 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導　※持参品：母子手帳、バスタオル
対　象　5・6 か月児の保護者

幼児食教室 14 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 1 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歳児フッ化物塗布 16 日（木） 13時40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　令和元年 12 月生まれ（希望者のみ）

□子どもの健診

４か月児健診
（令和3年8月生まれ）

１歳６か月児健診
（令和2年5月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成30年5月生まれ）

15 日（水）

16 日（木）

９日（木）

13時10分～13時30分

持参品　母子健康手帳、アンケート、問診票、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12月

December

✿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

日 在宅当番医 当番薬局
薬師寺医院　☎（６３）５２８１5 日（日） アルナ薬局浜町店
別府整形外科　☎（６３）３０６３12 日（日） 溝上薬局西牟田店
納富病院　☎（６３）１１１７19 日（日） なごみ薬局
犬塚病院　☎（６３）２５３８26 日（日） アルバ薬局

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

4 日（土）
5 日（日）

11 日（土）
12 日（日）
18 日（土）
19 日（日）
25 日（土）
26 日（日）
29 日（水）
30 日（木）
31 日（金）
1 月 1 日（祝）

大隈設備工業　　　　☎（６２）１３０２
マツモト　　　　　　☎（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　☎（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　☎（６３）１６１６
鹿島設備工業所　　　☎（６３）３２２８
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

4・11・18・25 日（土）、
5・12・19・26 日（日）、
29 日（水）～ 1 月 3 日（月）

29 日（水）～ 1 月 3 日（月）

7・14・21・28 日（火）、
29 日（水）～ 1 月 4 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）

市民図書館

7・14・21 日（火）、
28 日（火）～ 1 月 4 日（火）

陸上競技場・社会体育館

6・13・20・27 日（月）、
29 日（水）～ 1 月 3 日（月）

産業活性化施設
（海道しるべ）

6・13・20（月）
27 日（月）～ 1 月４日（火）13 時

6・13・20・27 日（月）、
29 日（水）～ 1 月３日（月）

※市民球場は、芝の養生のため12/１～２/28まで休場
※蟻尾山グラウンド・ゴルフ場は、年末年始および芝
　の養生のため12/27～２/28まで休場
※各地区公民館など詳しくは10ページへ

令和３年１０月３１日現在

鹿島市
－

－ 16 人能古見

浜

－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

28,310

13,591

3,254

2,866

2,692

3,334

2,573

13,375

14,935

10,890

5,518

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

14 人 12 世帯

5 人 6 世帯

1,135 世帯 0 世帯

1,026 世帯

1,244 世帯

1,029 世帯

938 世帯

6 人

0 人

5 人

4 人

11 人

3 人

0 世帯

5 世帯

3 世帯

2 世帯－

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

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　https://www.city.saga-kashima.lg.jp

日 在宅当番医 所在地
谷口医院　　　　　☎０９５４（６６）３５６８
樋口医院　　　　　☎０９５４（４３）１６５２
福田医院　　　　　☎０９５４（４３）０５５０
うれしのふくだクリニック　☎０９５４（４２）１２１１

14日
7日

21日
28日

嬉野市
嬉野市
嬉野市
嬉野市

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

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可）

 　　　  　❖小学生専用の遊び場《わ・わ・わキッズゾーン》もあります

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
　親子の交流を広げる楽しい時間です。

　初めての人もお気軽にどうぞ♡
『もうすぐクリスマス☆
　みんなで楽しい音遊び♪歌って遊ぼう！』

と　き　６日（月）・13 日（月）

❖どちらか１回の申込みとなります

❖お誕生日お祝いは 13 日（月）にします

時　間　11 時～ 11 時 45 分

場　所　かたらい４階多目的室

対　象　５か月～就学前児と保護者

定　員　各７組（先着予約順）

※申込みは 12 月２日（木）10 時から

※利用料不要

※詳しくは facebook をご覧ください
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新型コロナウイルスワクチン接種について
３回目接種について３回目接種について

　下記は１１月１５日現在の情報です。今後変更になる可能性があります。

■対象者と回数
　２回目接種を終了した人のうち、おおむね８カ月以上経過した人を対象に１回追加接種を行います。

　　　　　鹿島市新型コロナウイルスワクチン接種推進室（鹿島市保健センター内）

　　　　　☎０９５４（６８）０００２　℻０９５４（６３）２１３５　

詳しくは

□利用について

　対　　象　生後おおむね４か月から小学６年生まで

　申　　込　原則として利用の３日前まで

□こんなことをお手伝いします

　◇「リフレッシュしたい！」ときの預かり

　◇保育施設、小学校等の時間外の預かり、送迎

　◇習い事等の送迎

　◇買い物等外出の際の預かり

　◇他の子どもの学校行事の際の預かり

　◇冠婚葬祭、通院などの一時的な預かり

　※その他、お気軽にご相談ください

ファミリーサポートセンターとは、子育て

の援助を受けたい人（依頼会員）と、子育

ての手伝いができる人（援助会員）を会員

として組織し、子育ての助け合いを行う事

業です。

ファミリーサポートセンターとは、子育て

の援助を受けたい人（依頼会員）と、子育

ての手伝いができる人（援助会員）を会員

として組織し、子育ての助け合いを行う事

業です。

鹿島市ファミリーサポートセンター鹿島市ファミリーサポートセンター

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　ファミリーサポートセンター（子育て支援センター内）　☎０９５４（６３）０８７４詳しくは

平　日 800 円／時間 700 円／時間 800 円／時間

土・日・祝日 900 円／時間 800 円／時間 900 円／時間

《利用料》 ７時～９時 ９時～ 17 時 17 時～ 21 時 ❖ファミリーサポートセンターの利用には、会員登録
　が必要です。子どもの一時的な預かりなどの援助が
　必要な人、援助を引き受けていただける人は、ぜひ
　会員登録をお願いします。（登録料・年会費なし）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あなたの子育て応援します！あなたの子育て応援します！

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

★鹿島市内での活動です

★子どもへの急な対応を補うための援助で補助的なものに限ります

★活動場所として子育て支援センター内をご利用いただけます

【禁止されている寄附の例】

　◆お歳暮やお中元、お年賀など

　◆卒業祝い、入学祝い、病院見舞など

　◆お祭りへの寄附やお酒などの差し入れ

　◆地域の運動会などへの飲食物の差し入れ

　◆家族や秘書などが代理で出席するときの結婚祝いや葬式の香典

　◆地域の集会や旅行、運動会などの行事への寸志や飲食物の差し入れ

【政治家が選挙区内にある者に対する禁止の例】

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

　◆あいさつを目的とする有料広告を出すこと

みんなで徹底しよう！『選挙の三ない運動』みんなで徹底しよう！『選挙の三ない運動』
　政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者）が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは

法律で禁止されています。違反すると、処罰されます。

　また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。 -選挙の三ない運動-

贈らない！

　求めない！

　　受け取らない！

　選挙管理委員会

　☎０９５４（６３）３４１８

詳しくは

さんさん

■接種券発送時期
　２回目接種を終了された人へ３回目接種の該当時期にあわせて順次接種券を発送します。

２回目を接種した日 接種券発送予定日 追加接種の対象月 接種方法

令和３年３月・４月

令和３年５月１日～ 15 日

令和３年５月 16 日～ 31日

令和３年９月 16 日～ 30日

令和３年９月１日～ 15 日

令和３年８月 16 日～ 31日

令和３年８月１日～ 15 日

令和３年７月 16 日～ 31日

令和３年７月１日～ 15 日

令和３年６月 16 日～ 30日

令和３年６月１日～ 15 日

令和３年 12 月上旬頃

令和４年２月中旬頃

令和４年５月中旬頃

令和４年４月下旬頃

令和４年４月中旬頃

令和４年３月下旬頃

令和４年３月中旬頃

令和４年２月下旬頃

令和４年１月下旬頃

令和４年１月中旬頃

令和３年 12 月下旬頃

令和３年 12 月～

令和４年５月～

令和４年４月～

令和４年３月～

令和４年２月～

令和４年１月～

具体的な接種方法に

ついては、接種券同封

チラシをご覧ください

　※２回目接種が１０月以降の人は、上記接種時期にあわせて順次接種券を発送予定です。

　※２回目接種を終了した後に鹿島市に転入された人は保健センターへお越しください。

　　２回目接種が終了したことを把握できないと接種券を発行できないため、接種をしたことがわかるもの（接種済証や

　　接種記録書）を持参してください。

❖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
❖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

　時間８時 30 分～ 20 時（土・日・祝日含む）
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新型コロナウイルスワクチン接種について
３回目接種について３回目接種について

　下記は１１月１５日現在の情報です。今後変更になる可能性があります。

■対象者と回数
　２回目接種を終了した人のうち、おおむね８カ月以上経過した人を対象に１回追加接種を行います。

　　　　　鹿島市新型コロナウイルスワクチン接種推進室（鹿島市保健センター内）

　　　　　☎０９５４（６８）０００２　℻０９５４（６３）２１３５　

詳しくは

□利用について

　対　　象　生後おおむね４か月から小学６年生まで

　申　　込　原則として利用の３日前まで

□こんなことをお手伝いします

　◇「リフレッシュしたい！」ときの預かり

　◇保育施設、小学校等の時間外の預かり、送迎

　◇習い事等の送迎

　◇買い物等外出の際の預かり

　◇他の子どもの学校行事の際の預かり

　◇冠婚葬祭、通院などの一時的な預かり

　※その他、お気軽にご相談ください

ファミリーサポートセンターとは、子育て

の援助を受けたい人（依頼会員）と、子育

ての手伝いができる人（援助会員）を会員

として組織し、子育ての助け合いを行う事

業です。

ファミリーサポートセンターとは、子育て

の援助を受けたい人（依頼会員）と、子育

ての手伝いができる人（援助会員）を会員

として組織し、子育ての助け合いを行う事

業です。

鹿島市ファミリーサポートセンター鹿島市ファミリーサポートセンター

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　ファミリーサポートセンター（子育て支援センター内）　☎０９５４（６３）０８７４詳しくは

平　日 800 円／時間 700 円／時間 800 円／時間

土・日・祝日 900 円／時間 800 円／時間 900 円／時間

《利用料》 ７時～９時 ９時～ 17 時 17 時～ 21 時 ❖ファミリーサポートセンターの利用には、会員登録
　が必要です。子どもの一時的な預かりなどの援助が
　必要な人、援助を引き受けていただける人は、ぜひ
　会員登録をお願いします。（登録料・年会費なし）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あなたの子育て応援します！あなたの子育て応援します！

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

★鹿島市内での活動です

★子どもへの急な対応を補うための援助で補助的なものに限ります

★活動場所として子育て支援センター内をご利用いただけます

【禁止されている寄附の例】

　◆お歳暮やお中元、お年賀など

　◆卒業祝い、入学祝い、病院見舞など

　◆お祭りへの寄附やお酒などの差し入れ

　◆地域の運動会などへの飲食物の差し入れ

　◆家族や秘書などが代理で出席するときの結婚祝いや葬式の香典

　◆地域の集会や旅行、運動会などの行事への寸志や飲食物の差し入れ

【政治家が選挙区内にある者に対する禁止の例】

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

　◆あいさつを目的とする有料広告を出すこと

みんなで徹底しよう！『選挙の三ない運動』みんなで徹底しよう！『選挙の三ない運動』
　政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職にある者）が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは

法律で禁止されています。違反すると、処罰されます。

　また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。 -選挙の三ない運動-

贈らない！

　求めない！

　　受け取らない！

　選挙管理委員会

　☎０９５４（６３）３４１８

詳しくは

さんさん

■接種券発送時期
　２回目接種を終了された人へ３回目接種の該当時期にあわせて順次接種券を発送します。

２回目を接種した日 接種券発送予定日 追加接種の対象月 接種方法

令和３年３月・４月

令和３年５月１日～ 15 日

令和３年５月 16 日～ 31日

令和３年９月 16 日～ 30日

令和３年９月１日～ 15 日

令和３年８月 16 日～ 31日

令和３年８月１日～ 15 日

令和３年７月 16 日～ 31日

令和３年７月１日～ 15 日

令和３年６月 16 日～ 30日

令和３年６月１日～ 15 日

令和３年 12 月上旬頃

令和４年２月中旬頃

令和４年５月中旬頃

令和４年４月下旬頃

令和４年４月中旬頃

令和４年３月下旬頃

令和４年３月中旬頃

令和４年２月下旬頃

令和４年１月下旬頃

令和４年１月中旬頃

令和３年 12 月下旬頃

令和３年 12 月～

令和４年５月～

令和４年４月～

令和４年３月～

令和４年２月～

令和４年１月～

具体的な接種方法に

ついては、接種券同封

チラシをご覧ください

　※２回目接種が１０月以降の人は、上記接種時期にあわせて順次接種券を発送予定です。

　※２回目接種を終了した後に鹿島市に転入された人は保健センターへお越しください。

　　２回目接種が終了したことを把握できないと接種券を発行できないため、接種をしたことがわかるもの（接種済証や

　　接種記録書）を持参してください。

❖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
❖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

　時間８時 30 分～ 20 時（土・日・祝日含む）
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日曜・祝日および１月１日～３日
（９時～１７時）

鹿島市休日こどもクリニック

（高津原）

☎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

※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 1・8・15・22 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 10 日（金） 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 3 年 10 月生まれ　　　　　（通知に記載）

赤ちゃん相談 8 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） 7 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導　※持参品：母子手帳、バスタオル
対　象　5・6 か月児の保護者

幼児食教室 14 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 1 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歳児フッ化物塗布 16 日（木） 13時40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　令和元年 12 月生まれ（希望者のみ）

□子どもの健診

４か月児健診
（令和3年8月生まれ）

１歳６か月児健診
（令和2年5月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成30年5月生まれ）

15 日（水）

16 日（木）

９日（木）

13時10分～13時30分

持参品　母子健康手帳、アンケート、問診票、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12月

December

✿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

日 在宅当番医 当番薬局
薬師寺医院　☎（６３）５２８１5 日（日） アルナ薬局浜町店
別府整形外科　☎（６３）３０６３12 日（日） 溝上薬局西牟田店
納富病院　☎（６３）１１１７19 日（日） なごみ薬局
犬塚病院　☎（６３）２５３８26 日（日） アルバ薬局

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

4 日（土）
5 日（日）

11 日（土）
12 日（日）
18 日（土）
19 日（日）
25 日（土）
26 日（日）
29 日（水）
30 日（木）
31 日（金）
1 月 1 日（祝）

大隈設備工業　　　　☎（６２）１３０２
マツモト　　　　　　☎（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　☎（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　☎（６３）１６１６
鹿島設備工業所　　　☎（６３）３２２８
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

4・11・18・25 日（土）、
5・12・19・26 日（日）、
29 日（水）～ 1 月 3 日（月）

29 日（水）～ 1 月 3 日（月）

7・14・21・28 日（火）、
29 日（水）～ 1 月 4 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）

市民図書館

7・14・21 日（火）、
28 日（火）～ 1 月 4 日（火）

陸上競技場・社会体育館

6・13・20・27 日（月）、
29 日（水）～ 1 月 3 日（月）

産業活性化施設
（海道しるべ）

6・13・20（月）
27 日（月）～ 1 月４日（火）13 時

6・13・20・27 日（月）、
29 日（水）～ 1 月３日（月）

※市民球場は、芝の養生のため12/１～２/28まで休場
※蟻尾山グラウンド・ゴルフ場は、年末年始および芝
　の養生のため12/27～２/28まで休場
※各地区公民館など詳しくは10ページへ

令和３年１０月３１日現在

鹿島市
－

－ 16 人能古見

浜

－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

28,310

13,591

3,254

2,866

2,692

3,334

2,573

13,375

14,935

10,890

5,518

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

14 人 12 世帯

5 人 6 世帯

1,135 世帯 0 世帯

1,026 世帯

1,244 世帯

1,029 世帯

938 世帯

6 人

0 人

5 人

4 人

11 人

3 人

0 世帯

5 世帯

3 世帯

2 世帯－

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

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　https://www.city.saga-kashima.lg.jp

日 在宅当番医 所在地
谷口医院　　　　　☎０９５４（６６）３５６８
樋口医院　　　　　☎０９５４（４３）１６５２
福田医院　　　　　☎０９５４（４３）０５５０
うれしのふくだクリニック　☎０９５４（４２）１２１１

14日
7日

21日
28日

嬉野市
嬉野市
嬉野市
嬉野市

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

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可）

 　　　  　❖小学生専用の遊び場《わ・わ・わキッズゾーン》もあります

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
　親子の交流を広げる楽しい時間です。

　初めての人もお気軽にどうぞ♡
『もうすぐクリスマス☆
　みんなで楽しい音遊び♪歌って遊ぼう！』

と　き　６日（月）・13 日（月）

❖どちらか１回の申込みとなります

❖お誕生日お祝いは 13 日（月）にします

時　間　11 時～ 11 時 45 分

場　所　かたらい４階多目的室

対　象　５か月～就学前児と保護者

定　員　各７組（先着予約順）

※申込みは 12 月２日（木）10 時から

※利用料不要

※詳しくは facebook をご覧ください
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新型コロナウイルスワクチン接種について
３回目接種について３回目接種について

　下記は１１月１５日現在の情報です。今後変更になる可能性があります。

■対象者と回数
　２回目接種を終了した人のうち、おおむね８カ月以上経過した人を対象に１回追加接種を行います。

　　　　　鹿島市新型コロナウイルスワクチン接種推進室（鹿島市保健センター内）

　　　　　☎０９５４（６８）０００２　℻０９５４（６３）２１３５　

詳しくは

□利用について

　対　　象　生後おおむね４か月から小学６年生まで

　申　　込　原則として利用の３日前まで

□こんなことをお手伝いします

　◇「リフレッシュしたい！」ときの預かり

　◇保育施設、小学校等の時間外の預かり、送迎

　◇習い事等の送迎

　◇買い物等外出の際の預かり

　◇他の子どもの学校行事の際の預かり

　◇冠婚葬祭、通院などの一時的な預かり

　※その他、お気軽にご相談ください

ファミリーサポートセンターとは、子育て

の援助を受けたい人（依頼会員）と、子育

ての手伝いができる人（援助会員）を会員

として組織し、子育ての助け合いを行う事

業です。

ファミリーサポートセンターとは、子育て

の援助を受けたい人（依頼会員）と、子育

ての手伝いができる人（援助会員）を会員

として組織し、子育ての助け合いを行う事

業です。

鹿島市ファミリーサポートセンター鹿島市ファミリーサポートセンター

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

　ファミリーサポートセンター（子育て支援センター内）　☎０９５４（６３）０８７４詳しくは

平　日 800 円／時間 700 円／時間 800 円／時間

土・日・祝日 900 円／時間 800 円／時間 900 円／時間

《利用料》 ７時～９時 ９時～ 17 時 17 時～ 21 時 ❖ファミリーサポートセンターの利用には、会員登録
　が必要です。子どもの一時的な預かりなどの援助が
　必要な人、援助を引き受けていただける人は、ぜひ
　会員登録をお願いします。（登録料・年会費なし）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あなたの子育て応援します！あなたの子育て応援します！

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

★鹿島市内での活動です

★子どもへの急な対応を補うための援助で補助的なものに限ります

★活動場所として子育て支援センター内をご利用いただけます

【禁止されている寄附の例】

　◆お歳暮やお中元、お年賀など

　◆卒業祝い、入学祝い、病院見舞など

　◆お祭りへの寄附やお酒などの差し入れ

　◆地域の運動会などへの飲食物の差し入れ

　◆家族や秘書などが代理で出席するときの結婚祝いや葬式の香典

　◆地域の集会や旅行、運動会などの行事への寸志や飲食物の差し入れ

【政治家が選挙区内にある者に対する禁止の例】
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　市民の皆さんが新型コロナウイルス感染症を心配することなく来場できるような感染予防対策を整えるために、

各地区公民館での受付を行わず、市庁舎のみで受付を行います。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願

いします。

　また、会場の混雑を避けるため、申告は郵送やe-Taxを利用いただくようご協力をお願いします。

　◆令和３年度受付会場◆　鹿島市役所５階大会議室 　税務課課税係　☎０９５４（６３）２１１８詳しくは

　武雄税務署　☎０９５４（２３）２１２７詳しくは

・『ＩＤ・パスワード方式の届出完了通知』の発行を希望さ
　れる場合は、申告されるご本人が顔写真付きの本人確認書
　類をお持ちの上、お近くの税務署にお越しください。
　※ＩＤ・パスワード発行まで５分程度です！

・既にＩＤ・パスワード方式の届出を提出された人は、申告
　書の控えと一緒に保管されている場合がありますので、ご
　確認ください。
　（注）ＩＤ・パスワード方式は暫定的な対応です。
　　　お早めにマイナンバーカードの取得をお願いします。

（見本）
ＩＤ・パスワード方式に対応した

ＩＤ・パスワード⇩

ＩＤ・ＰＷ
が目印

ＩＤとパスワードで送信

　自宅などからパソコン、スマートフォンでのｅ-Ｔａｘが便利です。新型コロ

ナウイルス感染症等の感染防止の観点から、ぜひｅ-Ｔａｘをご利用ください。
確定申告 検索☜☜

令和３年分の確定申告は、ご自宅等からのｅ-Ｔａｘで送信！武雄税務署からの
お知らせ

用意するものは、次の２つ！

②ＩＣカードリーダーライタまたは

　マイナンバーカード読取対応の

　スマートフォン

ＩＣカードリーダラ

イタとして代用でき

る 端 末 は 一 部 の

Android 端末のみ
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○
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①マイナンバーカード

マイナンバーカードを使って送信

確定申告・住民税申告の受付は市庁舎のみで行います確定申告・住民税申告の受付は市庁舎のみで行います

スマホ申告説明会の開催について

　スマホ申告なら、いつでもどこでも都合の良い時間・場所で

　申告手続きが可能でとても便利です。

　スマホ申告を疑似体験できる説明会を開催します。ぜひご参加ください。

　　と　き　令和３年12月22日（水）10時～（１時間30分程度）

　　ところ　新世紀センター２階会議室

　　定　員　40人（事前予約制）

　　　　　　参加希望者は、下記までご連絡ください

　　対　象　給与・年金収入の人（住宅ローン控除が１年目の人を除く）

　※ ご自分のスマートフォンおよび運転免許証などの本人確認書類をお持ちください。

　※ e-Taxが可能となる『ID・パスワード』の発行も併せて行います。

　※ 新型コロナウイルス感染症対策にご留意いただき、マスク着用のうえお越しください。

　税務課課税係　☎０９５４（６３）２１１８詳しくは

スキマ時間で

どこでもできる
面倒な計算

必要なし
コロナの心配

仕事を休む

必要なし

学 校 だ よ り

鹿島高校

No.295

『鹿高祭』

　９月３日・４日に学校祭を開催し

ました。昨年、新設鹿島高校の生徒

が３学年揃ったことを機に『鹿高

祭』と名称を改め、今年で２回目の

『鹿高祭』となりました。

　３日の文化祭では、赤門学舎の体

育館で吹奏楽部の演奏や個人発表の

ダンス等のステージパフォーマンス

を行い、武道場や渡り廊下などでは

クラスや文化部の展示を行いました。

新型コロナウイルス感染症対策のた

め、ステージパフォーマンスは各ク

ラスの教室でリモート視聴となりま

したが、クラスや文化部の展示は、

鑑賞する時間を学年ごとに設定する

ことで、直接見て楽しむことができ

ました。

　４日の体育祭は、赤門学舎グラウ

ンドで行いました。昨年は、新型コ

ロナウイルス感染症対策として蟻尾

山公園内の鹿島市陸上競技場で開催

しましたので、『鹿高祭』の体育祭

としては初の校内開催となりました。

しかしながら、今年も感染症対策と

して、無観客および時短での開催と

させていただきました。いろいろな

制限の中で準備や練習を進めること

になりましたが、当日は晴天に恵ま

れ、その成果を遺憾なく発揮した体

育祭となりました。
体育祭で総合優勝した青団

長崎本線の利便性確保・利用について

　令和４年秋に、西九州新幹線

（武雄温泉―長崎）が開業するこ

とに伴い、新幹線開業後の長崎本

線（肥前山口―諫早）は、『上下

分離方式』（JRが運行し、鉄道施

設は佐賀県・長崎県が保有）によ

る運行となります。

　これは、平成１９年の『三者基本

合意』、平成２８年の『六者合意』

で定められたもので、主な合意内容

等は右記のとおりです。

　通勤や通学、観光、ビジネス等

で多くの皆様が利用されている長

崎本線について、上下分離後も少

しでも『サービスレベル（利便

性）を確保』するために、鹿島市

では、本年度、国やJR九州に対し、

次のような要望を行っています。

主な要望内容（R3.10.29 国土交通省九州運輸局に対する意見陳述、R3.11.10 JR九州に対する要望)

（特急列車）

　　　上下分離後は特急列車が大幅に減少するが、特急列車は、通勤・通学だけではなく、観光やビジネスなど

　　でも利用されており、地域を支える重要な交通手段であるため、朝夕の通勤・通学利用者はもちろんのこと、

　　観光客やビジネス利用者などのニーズにも配慮したダイヤ編成を。

（普通列車）

　　　朝夕の通勤・通学時間帯における佐賀方面との直通運行を確保するとともに、乗換負担や乗換時の利便性に配慮

　　した運行を。また、博多方面とのアクセスが低下しないよう、肥前山口駅における特急列車との円滑な接続を。

　今後も、佐賀県や沿線市町と連携し、利便性の確保に向け取り組んでまいります。

　また、より多くの方に長崎本線を利用してもらうことも、今後の利便性確保の点において大切です。

　皆さま、長崎本線をぜひご利用ください。 　企画財政課　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

特急列車　現行：上下45本程度／日
　　　　　　　　　↓
　　　　　開業後：３年間は、上下14本程度／日
　　　　　　　　　４年目以降は、上下10本程度／日
普通列車　現行：上下35本／日
　　　　　　　　　↓
　　　　　開業後：現行水準を維持
線路構造　現行：電化
　　　　　　　　　↓
　　　　　開業後：肥前浜～諫早間は非電化

※JRが23年間運行を維持
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主な要望内容（R3.10.29 国土交通省九州運輸局に対する意見陳述、R3.11.10 JR九州に対する要望)

（特急列車）

　　　上下分離後は特急列車が大幅に減少するが、特急列車は、通勤・通学だけではなく、観光やビジネスなど

　　でも利用されており、地域を支える重要な交通手段であるため、朝夕の通勤・通学利用者はもちろんのこと、

　　観光客やビジネス利用者などのニーズにも配慮したダイヤ編成を。

（普通列車）

　　　朝夕の通勤・通学時間帯における佐賀方面との直通運行を確保するとともに、乗換負担や乗換時の利便性に配慮

　　した運行を。また、博多方面とのアクセスが低下しないよう、肥前山口駅における特急列車との円滑な接続を。

　今後も、佐賀県や沿線市町と連携し、利便性の確保に向け取り組んでまいります。

　また、より多くの方に長崎本線を利用してもらうことも、今後の利便性確保の点において大切です。

　皆さま、長崎本線をぜひご利用ください。 　企画財政課　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

特急列車　現行：上下45本程度／日
　　　　　　　　　↓
　　　　　開業後：３年間は、上下14本程度／日
　　　　　　　　　４年目以降は、上下10本程度／日
普通列車　現行：上下35本／日
　　　　　　　　　↓
　　　　　開業後：現行水準を維持
線路構造　現行：電化
　　　　　　　　　↓
　　　　　開業後：肥前浜～諫早間は非電化

※JRが23年間運行を維持



２１２０ Ｒ3（2021）.1２.1　広報かしま 広報かしま　Ｒ3（2021）.1２.1

文化・スポーツの結果

Hello! My name is Arjun Moore and I’m from Chicago.
I recently graduated from Knox College and my major was Asian studies.
In 2019 I studied Japanese at Waseda University.
My favorite Japanese food is natto.

こんにちは！私の名前はモーリ・アージュンです。シカゴから来ました。

私は最近ノックス大学を卒業し、専攻はアジア研究でした。

２０１９年に早稲田大学で日本語を勉強しました。私の好きな日本食は、納豆です。

　１０月からALTとしてアージュン先生が着任されました。市

内の小中学校で英語の授業を行っていただきます。

　今回は、アージュン先生より皆さんへメッセージをいただき

ました。 アージュン先生

　ALT紹介・人権の輪

　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８回こども作文コンクール『ありがとう』

　感謝の心を、未来へつなぐ

　　佳作　田中　旭（明倫小２年）

◇第 44 回子ども絵画コンクール佐賀支社コンクール

　【中学生部門】　最優秀賞　溝江　桃果（東部中１年）

◇第 71 回”社会を明るくする運動”作文コンテスト

　【中学生の部】　佐賀県保護観察所長賞　光武　駿（東部中３年）

◇第 49 回七夕書道展覧会

　奨励賞　有森　龍（明倫小４年）

◇西日本新聞ヤング川柳

　　一席　井上　聖菜（七浦小１年）

　　《作品》　ういんくを だいじなひとに とどけます

　　二席　大島　摑夢（七浦小４年）

　　《作品》　ウインクは えのぐじゃないけど 色がでる

◇七夕書き方会

　【硬筆の部】　特選　大江　真心（明倫小１年）

　【毛筆の部】　特選　川上　るな（明倫小６年）

◇統計グラフ佐賀県コンクール

　　佳作　織田　玲菜（北鹿島小４年）、石橋　京典（浜小５年）

◇道路愛護ポスターコンクール

　　入選　峰松　つぐみ（古枝小５年）

◇私の夢のトラック絵画コンクール

　　入選　仲原　悠真（鹿島小３年）、小瀬　悠貴（古枝小３年）

　　　　　宮﨑　耀（鹿島小４年）

◇佐賀県児童文集きらり

　きらり　小野原　彩衣（浜小２年）、一藤　瑶助（明倫小５年）

　　　　　坂井　妃香（明倫小６年）

　準きらり　野中　芽依（明倫小４年）、中村　心絆（浜小５年）

◇ＪA共済小中学生書道・交通安全コンクール

　【書道の部】

　　銀賞　森田　麻友子（鹿島小２年）、古賀　優莉奈（鹿島小６年）

　　銅賞　赤﨑　丈真（明倫小２年）、松尾　龍之介（鹿島小３年）

　　佳作　岡　弘汰郎（明倫小１年）

　【ポスターの部】

　　銀賞　小森　愛結（明倫小５年）

　　銅賞　小柳　伊智（浜小１年）

　【書道・条幅の部】

　　銅賞　神代　美拓（西部中２年）

　　佳作　古賀　妃奈乃（西部中２年）　　　

◇第28回佐賀県スプリント大会

　開　催　日　10月24日（SAGAサンライズパークアクア）

　【８歳以下女子 50ｍバタフライ】

　　２位　小池　妃愛乃（鹿島小２年）

　【９～ 10 歳男子 50ｍ自由形】

　　２位　小池　颯馬（鹿島小５年）

◇九州小学生ソフトテニス選手権大会佐賀県予選会

　開　催　日　10 月 16 日（嬉野みゆき公園テニスコート）

　　３位　田川　莉子（明倫小５年）、山上　結花（鹿島小６年）

ゆめさが大学鹿島校　学生募集

　ゆめさが大学事務局（佐賀県長寿社会振興財団）　　　☎０９５２（３１）４１６５

　ゆめさが大学鹿島校（市民交流プラザかたらい３階）　☎０９５４（６３）２３２２

詳しくは

　楽しく学んで、仲間も増える。シニアのための学校です。皆さんのご入学をお待ちしています。

学習内容　現代社会の動き、見学研修会、工芸実習、

　　　　　シニアの健康管理、ふるさとを知る、

　　　　　地域活動の基礎知識　など　[年間60講座]

受講期間　２年間（令和４年４月～）　

　　　　　※年間 30 日（おおむね週１回）

定員・資格　定員：50 人　資格：おおむね 60歳以上の人

申込締切　令和４年３月 22 日（火）必着

主な講義会場　市民交流プラザかたらい　ほか

受　講　料　36,750 円（年額、消費税含む）※別途教材費

申込方法　ゆめさが大学鹿島校（かたらい３階）市保険健康課、各地区公民館にある入学案内の中の入学願書を

　　　　　提出してください。（郵送可）ホームページからの申し込みも可能です。

１２月４日～１０日は人権週間です
～考えてみましょう　一人ひとりの人権～

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

　国際連合は１９４８年（昭和２
３年）１２月１０日の第３回総会
において世界における自由、正義
および平和の基礎である基本的人
権を確保するため、『すべての人民
とすべての国とが達成すべき共通
の基準』として世界人権宣言を採
択しました。
　日本では、１９４９年（昭和２
４年）から毎年、人権デーである
１２月１０日を最終日とする１週
間を『人権週間』と定め、世界人
権宣言の目的と人権尊重の重要性
を広く国民に知ってもらうために

さまざまな啓発活動を行っていま
す。
　しかし現実には、いじめや虐待、
同和問題（部落差別）をはじめ、
女性、障がいのある人や外国人等
に対する差別などが存在していま
す。また、ＳＮＳ上での他人に対
する誹謗中傷、個人のプライバシ
ーの侵害、差別を助長するような
情報の発信といった、インターネ
ット上の人権の侵害も深刻な問題
となっています。
　自分の言動が誰かを傷つけてい
ないかと、誰もが相手を思いやる

気持ちを持つならば、私たちの周
りにある差別の問題も解決されて
いくのではないでしょうか。お互
いに相手を尊重する気持ちを持ち
たいものです。
　鹿島市では、今年度も市内の小
中学生を対象に人権作文・標語・
ポスターコンクールを行いました。
各学校では、日ごろから人権尊重
に関する教育がなされています。
児童生徒の皆さんが学校生活や身
近な社会における人権について考
え表現しようとする姿を、作品か
ら感じ取ることができます。人権
週間にはエイブルホールにて入賞
作品展を行う予定です。
　ぜひ皆さんも、人権週間を身近
な人権問題について考える機会に
してください。

令和２年度小中学校『人権標語』特選・準特選の作品を紹介します

みとめあう　やさしい心を　大切に　　　　　野中　芽依（明倫小３年）
絶たぬなら　僕達で絶とう　悪循環　　　　　田畑　賢悠（西部中２年）

※学年は令和２年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介

ス パ イ ラ ル
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文化・スポーツの結果

Hello! My name is Arjun Moore and I’m from Chicago.
I recently graduated from Knox College and my major was Asian studies.
In 2019 I studied Japanese at Waseda University.
My favorite Japanese food is natto.

こんにちは！私の名前はモーリ・アージュンです。シカゴから来ました。

私は最近ノックス大学を卒業し、専攻はアジア研究でした。

２０１９年に早稲田大学で日本語を勉強しました。私の好きな日本食は、納豆です。

　１０月からALTとしてアージュン先生が着任されました。市

内の小中学校で英語の授業を行っていただきます。

　今回は、アージュン先生より皆さんへメッセージをいただき

ました。 アージュン先生

　ALT紹介・人権の輪

　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８回こども作文コンクール『ありがとう』

　感謝の心を、未来へつなぐ

　　佳作　田中　旭（明倫小２年）

◇第 44 回子ども絵画コンクール佐賀支社コンクール

　【中学生部門】　最優秀賞　溝江　桃果（東部中１年）

◇第 71 回”社会を明るくする運動”作文コンテスト

　【中学生の部】　佐賀県保護観察所長賞　光武　駿（東部中３年）

◇第 49 回七夕書道展覧会

　奨励賞　有森　龍（明倫小４年）

◇西日本新聞ヤング川柳

　　一席　井上　聖菜（七浦小１年）

　　《作品》　ういんくを だいじなひとに とどけます

　　二席　大島　摑夢（七浦小４年）

　　《作品》　ウインクは えのぐじゃないけど 色がでる

◇七夕書き方会

　【硬筆の部】　特選　大江　真心（明倫小１年）

　【毛筆の部】　特選　川上　るな（明倫小６年）

◇統計グラフ佐賀県コンクール

　　佳作　織田　玲菜（北鹿島小４年）、石橋　京典（浜小５年）

◇道路愛護ポスターコンクール

　　入選　峰松　つぐみ（古枝小５年）

◇私の夢のトラック絵画コンクール

　　入選　仲原　悠真（鹿島小３年）、小瀬　悠貴（古枝小３年）

　　　　　宮﨑　耀（鹿島小４年）

◇佐賀県児童文集きらり

　きらり　小野原　彩衣（浜小２年）、一藤　瑶助（明倫小５年）

　　　　　坂井　妃香（明倫小６年）

　準きらり　野中　芽依（明倫小４年）、中村　心絆（浜小５年）

◇ＪA共済小中学生書道・交通安全コンクール

　【書道の部】

　　銀賞　森田　麻友子（鹿島小２年）、古賀　優莉奈（鹿島小６年）

　　銅賞　赤﨑　丈真（明倫小２年）、松尾　龍之介（鹿島小３年）

　　佳作　岡　弘汰郎（明倫小１年）

　【ポスターの部】

　　銀賞　小森　愛結（明倫小５年）

　　銅賞　小柳　伊智（浜小１年）

　【書道・条幅の部】

　　銅賞　神代　美拓（西部中２年）

　　佳作　古賀　妃奈乃（西部中２年）　　　

◇第28回佐賀県スプリント大会

　開　催　日　10月24日（SAGAサンライズパークアクア）

　【８歳以下女子 50ｍバタフライ】

　　２位　小池　妃愛乃（鹿島小２年）

　【９～ 10 歳男子 50ｍ自由形】

　　２位　小池　颯馬（鹿島小５年）

◇九州小学生ソフトテニス選手権大会佐賀県予選会

　開　催　日　10 月 16 日（嬉野みゆき公園テニスコート）

　　３位　田川　莉子（明倫小５年）、山上　結花（鹿島小６年）

ゆめさが大学鹿島校　学生募集

　ゆめさが大学事務局（佐賀県長寿社会振興財団）　　　☎０９５２（３１）４１６５

　ゆめさが大学鹿島校（市民交流プラザかたらい３階）　☎０９５４（６３）２３２２

詳しくは

　楽しく学んで、仲間も増える。シニアのための学校です。皆さんのご入学をお待ちしています。

学習内容　現代社会の動き、見学研修会、工芸実習、

　　　　　シニアの健康管理、ふるさとを知る、

　　　　　地域活動の基礎知識　など　[年間60講座]

受講期間　２年間（令和４年４月～）　

　　　　　※年間 30 日（おおむね週１回）

定員・資格　定員：50 人　資格：おおむね 60歳以上の人

申込締切　令和４年３月 22 日（火）必着

主な講義会場　市民交流プラザかたらい　ほか

受　講　料　36,750 円（年額、消費税含む）※別途教材費

申込方法　ゆめさが大学鹿島校（かたらい３階）市保険健康課、各地区公民館にある入学案内の中の入学願書を

　　　　　提出してください。（郵送可）ホームページからの申し込みも可能です。

１２月４日～１０日は人権週間です
～考えてみましょう　一人ひとりの人権～

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

　国際連合は１９４８年（昭和２
３年）１２月１０日の第３回総会
において世界における自由、正義
および平和の基礎である基本的人
権を確保するため、『すべての人民
とすべての国とが達成すべき共通
の基準』として世界人権宣言を採
択しました。
　日本では、１９４９年（昭和２
４年）から毎年、人権デーである
１２月１０日を最終日とする１週
間を『人権週間』と定め、世界人
権宣言の目的と人権尊重の重要性
を広く国民に知ってもらうために

さまざまな啓発活動を行っていま
す。
　しかし現実には、いじめや虐待、
同和問題（部落差別）をはじめ、
女性、障がいのある人や外国人等
に対する差別などが存在していま
す。また、ＳＮＳ上での他人に対
する誹謗中傷、個人のプライバシ
ーの侵害、差別を助長するような
情報の発信といった、インターネ
ット上の人権の侵害も深刻な問題
となっています。
　自分の言動が誰かを傷つけてい
ないかと、誰もが相手を思いやる

気持ちを持つならば、私たちの周
りにある差別の問題も解決されて
いくのではないでしょうか。お互
いに相手を尊重する気持ちを持ち
たいものです。
　鹿島市では、今年度も市内の小
中学生を対象に人権作文・標語・
ポスターコンクールを行いました。
各学校では、日ごろから人権尊重
に関する教育がなされています。
児童生徒の皆さんが学校生活や身
近な社会における人権について考
え表現しようとする姿を、作品か
ら感じ取ることができます。人権
週間にはエイブルホールにて入賞
作品展を行う予定です。
　ぜひ皆さんも、人権週間を身近
な人権問題について考える機会に
してください。

令和２年度小中学校『人権標語』特選・準特選の作品を紹介します

みとめあう　やさしい心を　大切に　　　　　野中　芽依（明倫小３年）
絶たぬなら　僕達で絶とう　悪循環　　　　　田畑　賢悠（西部中２年）

※学年は令和２年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介

ス パ イ ラ ル
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エイブルからのお知らせなど

　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　　　　　　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。今年度最後の特定健

診です。ぜひご利用ください。

と　　き　令和４年１月 19 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）

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500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

❖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（24ページ参照）をご利用ください。

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

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】1,100 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

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

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

　検診申込調査などにより申し込んだ人へ、８月に受診票を郵送

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。

がんセット検診を実施しますがんセット検診を実施します

受　　付　未受診者検診　令和４年１月 19 日（水）

　　　　　　　　　　　　８時 30 分～ 10 時 30 分

　　　　　大腸がん検診のみ　令和４年１月 19 日（水）

　　　　　　　　　　　　18 時～ 19 時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

※希望する人は保健センターまで予約してください。

❖新型コロナウイルス感染症予防のため、受診時は

　マスクの着用、自宅での検温をお願いします。

保健センター（エイブル１階）

☎０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

　ご自身のため、ご家族のためにも、年に１回はがん検診を受けましょう。４種類のがん検診を国保特定健診と

同日で実施します。（１種類から受診可能です）

　市では次のようにインフルエンザ予防接種の費用助成を

行います。希望する人は直接医療機関へお申し込みください。

対　象　者　中学３年生までの子どもで希望する人

期　　間　10 月１日～ 12 月 31 日

接種回数　13 歳未満：２回　13 歳以上：１回

助　成　額　1,000 円／回

自己負担金　接種費用から助成額（1,000 円）を引いた額

持　参　品　母子健康手帳、健康保険証（住所確認用）

接種場所　市内の実施医療機関と谷口医院（嬉野市）

❖期間内に上記接種場所以外で接種を受けた人にも、助成額を払い戻します

　①領収書、②印鑑、③通帳、④接種済証または母子健康手帳を

　持参のうえ、令和４年３月 31 日までに保健センターへ申請してください。

中学３年生までの
　インフルエンザ予防接種
中学３年生までの
　インフルエンザ予防接種

　県内のインフルエンザ予防接種実施医療機関で受けることが

できます。希望する人は、直接医療機関へお申し込みください。

対　象　者　①65 歳以上で希望する人

　　　　　②60 ～ 64 歳で心臓・腎臓・呼吸器などに

　　　　　　重い障がいのある人

期　　間　10 月１日～ 12 月 31 日

　　　　　※医療機関によって異なる場合があります

接種回数　１回

自己負担金　1,300 円（医療機関の窓口でお支払いください）

　　　　　※生活保護世帯および中国残留邦人支援給付世帯の人は無料

持　参　品　健康保険証（住所確認用）

　　　　　健康手帳またはおくすりノート（済証貼付用）

高齢者の
　インフルエンザ予防接種
高齢者の
　インフルエンザ予防接種

⦿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

□としょかんのクリスマス会『人形劇団いちごじゃむがやってくる！』

　人形劇団いちごじゃむさんの手作り人形による心温まる人形劇を楽しもう！

　※開催時の新型コロナウイルス感染状況により中止または変更する場合があります。

　と　き　12 月 12 日（日）14 時～ 15 時

　ところ　エイブル３階研修室

　対　象　子ども（保護者同伴可）

　定　員　25 人（事前予約制・先着順） ❖現在、図書館カウンター・電話で受付中

　※参加者には子ども図書館サポーター手作りのプレゼントがあります。

に行ってみよう

《事前申込制》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

❖新型コロナウイルス感染状況により変更、

　延期または中止する場合があります。

　鹿島市民図書館、七浦公民館と連携し

て、七浦地区に関する史料を３期に分け

て展示しています。

　第３期は、近代の飯田地区に関する貴

重な史料を紹介します。

【第３期展示】

　12月７日（火）～12月26日（日）

かしま再発見
～七浦編～

床の間
コーナー

ギャラリートークを開催します
と　き　12月５日（日）10時から

ところ　エイブル３階 研修室

講　師　高橋 研一（鹿島市民図書館 学芸部）

テーマ　『七浦の神社について』

定　員　30人

　　　　※予約申込み、受付中です。

第４回えいぶる事業  映画 『ゆうやけ子どもクラブ！』 鹿島上映会

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

第９回えいぶる事業 えいぶるえいが for キッズ  『SING シング』
　さびれた劇場の支配人コアラのバスターは、再起を賭け歌

のオーディションを企画する。内村光良、MISIA ら豪華吹替

え陣による楽しいミュージカルアニメ。

　と　き　12 月 19 日（日）

　　　　　①10 時～ 11 時 48 分　②13 時 30 分～ 15 時 18 分

　ところ　エイブルホール【全席自由】 

　料　金　入場無料　要整理券・配布中・お一人さま４枚まで

　　　　　※予定枚数になり次第、配布を終了します
@2016 Universal Studios. All Rights Reserved.

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期した上映会を、

下記のとおり開催します。

　と　き　１月 23 日（日）　　ところ　エイブルホール

　　　　　 ①10 時～　②14 時～（ユニバーサル字幕あり）　③18 時～

　料　金　大人 1,000 円　高校生以下・障がいのある人 500 円

　　　　　※会員各 500 円引き　※障がい者手帳提示

　　　　　※チケット発売は 12 月５日（日）から

　主　催　一般財団法人　鹿島市民立生涯学習・文化振興財団

　　　　　『ゆうやけ子どもクラブ』鹿島上映実行委員会

　※どちらの事業も今後感染拡大が見られた場合は中止します。

ところ定員 開講期間講　座　名 講　師

公 

開 

講 

座

受講料

《ラムサール条約推進室との共催》

“森の妖精”ヤマネの秘密
徳田 誠さん 

（佐賀大学農学部准教授）

16 人
エイブル２階
調理実習室

令和４年
１月 29 日（土）

10 ～ 12 時

新年 吉祥のお茶会初め
～新春のおめでたいお茶を
　　　　　　楽しみましょう～

福田 雅子さん

新世紀センター 無　　料

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

令和４年
１月 22 日（土）

10 ～ 12 時

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
　年末年始の休館について
　　休館期間　12 月 27 日（月）～令和４年１月４日（火）13 時

　　年始の開館　令和４年１月４日（火）13 時～ 19 時
　　※休館中に害虫駆除の作業を行いますので、返却ポストを 12 月 29 日（水）～令和４年
　　　１月４日（火）13 時まで閉鎖します。返却は開館以降カウンターにお持ちください。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

30 人
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エイブルからのお知らせなど

　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　　　　　　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。今年度最後の特定健

診です。ぜひご利用ください。

と　　き　令和４年１月 19 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）

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500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

❖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（24ページ参照）をご利用ください。

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

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】1,100 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

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

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

　検診申込調査などにより申し込んだ人へ、８月に受診票を郵送

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。

がんセット検診を実施しますがんセット検診を実施します

受　　付　未受診者検診　令和４年１月 19 日（水）

　　　　　　　　　　　　８時 30 分～ 10 時 30 分

　　　　　大腸がん検診のみ　令和４年１月 19 日（水）

　　　　　　　　　　　　18 時～ 19 時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

※希望する人は保健センターまで予約してください。

❖新型コロナウイルス感染症予防のため、受診時は

　マスクの着用、自宅での検温をお願いします。

保健センター（エイブル１階）

☎０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

　ご自身のため、ご家族のためにも、年に１回はがん検診を受けましょう。４種類のがん検診を国保特定健診と

同日で実施します。（１種類から受診可能です）

　市では次のようにインフルエンザ予防接種の費用助成を

行います。希望する人は直接医療機関へお申し込みください。

対　象　者　中学３年生までの子どもで希望する人

期　　間　10 月１日～ 12 月 31 日

接種回数　13 歳未満：２回　13 歳以上：１回

助　成　額　1,000 円／回

自己負担金　接種費用から助成額（1,000 円）を引いた額

持　参　品　母子健康手帳、健康保険証（住所確認用）

接種場所　市内の実施医療機関と谷口医院（嬉野市）

❖期間内に上記接種場所以外で接種を受けた人にも、助成額を払い戻します

　①領収書、②印鑑、③通帳、④接種済証または母子健康手帳を

　持参のうえ、令和４年３月 31 日までに保健センターへ申請してください。

中学３年生までの
　インフルエンザ予防接種
中学３年生までの
　インフルエンザ予防接種

　県内のインフルエンザ予防接種実施医療機関で受けることが

できます。希望する人は、直接医療機関へお申し込みください。

対　象　者　①65 歳以上で希望する人

　　　　　②60 ～ 64 歳で心臓・腎臓・呼吸器などに

　　　　　　重い障がいのある人

期　　間　10 月１日～ 12 月 31 日

　　　　　※医療機関によって異なる場合があります

接種回数　１回

自己負担金　1,300 円（医療機関の窓口でお支払いください）

　　　　　※生活保護世帯および中国残留邦人支援給付世帯の人は無料

持　参　品　健康保険証（住所確認用）

　　　　　健康手帳またはおくすりノート（済証貼付用）

高齢者の
　インフルエンザ予防接種
高齢者の
　インフルエンザ予防接種

⦿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

□としょかんのクリスマス会『人形劇団いちごじゃむがやってくる！』

　人形劇団いちごじゃむさんの手作り人形による心温まる人形劇を楽しもう！

　※開催時の新型コロナウイルス感染状況により中止または変更する場合があります。

　と　き　12 月 12 日（日）14 時～ 15 時

　ところ　エイブル３階研修室

　対　象　子ども（保護者同伴可）

　定　員　25 人（事前予約制・先着順） ❖現在、図書館カウンター・電話で受付中

　※参加者には子ども図書館サポーター手作りのプレゼントがあります。

に行ってみよう

《事前申込制》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

❖新型コロナウイルス感染状況により変更、

　延期または中止する場合があります。

　鹿島市民図書館、七浦公民館と連携し

て、七浦地区に関する史料を３期に分け

て展示しています。

　第３期は、近代の飯田地区に関する貴

重な史料を紹介します。

【第３期展示】

　12月７日（火）～12月26日（日）

かしま再発見
～七浦編～

床の間
コーナー

ギャラリートークを開催します
と　き　12月５日（日）10時から

ところ　エイブル３階 研修室

講　師　高橋 研一（鹿島市民図書館 学芸部）

テーマ　『七浦の神社について』

定　員　30人

　　　　※予約申込み、受付中です。

第４回えいぶる事業  映画 『ゆうやけ子どもクラブ！』 鹿島上映会

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

第９回えいぶる事業 えいぶるえいが for キッズ  『SING シング』
　さびれた劇場の支配人コアラのバスターは、再起を賭け歌

のオーディションを企画する。内村光良、MISIA ら豪華吹替

え陣による楽しいミュージカルアニメ。

　と　き　12 月 19 日（日）

　　　　　①10 時～ 11 時 48 分　②13 時 30 分～ 15 時 18 分

　ところ　エイブルホール【全席自由】 

　料　金　入場無料　要整理券・配布中・お一人さま４枚まで

　　　　　※予定枚数になり次第、配布を終了します
@2016 Universal Studios. All Rights Reserved.

　新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期した上映会を、

下記のとおり開催します。

　と　き　１月 23 日（日）　　ところ　エイブルホール

　　　　　 ①10 時～　②14 時～（ユニバーサル字幕あり）　③18 時～

　料　金　大人 1,000 円　高校生以下・障がいのある人 500 円

　　　　　※会員各 500 円引き　※障がい者手帳提示

　　　　　※チケット発売は 12 月５日（日）から

　主　催　一般財団法人　鹿島市民立生涯学習・文化振興財団

　　　　　『ゆうやけ子どもクラブ』鹿島上映実行委員会

　※どちらの事業も今後感染拡大が見られた場合は中止します。

ところ定員 開講期間講　座　名 講　師

公 

開 

講 

座

受講料

《ラムサール条約推進室との共催》

“森の妖精”ヤマネの秘密
徳田 誠さん 

（佐賀大学農学部准教授）

16 人
エイブル２階
調理実習室

令和４年
１月 29 日（土）

10 ～ 12 時

新年 吉祥のお茶会初め
～新春のおめでたいお茶を
　　　　　　楽しみましょう～

福田 雅子さん

新世紀センター 無　　料

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

令和４年
１月 22 日（土）

10 ～ 12 時

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
　年末年始の休館について
　　休館期間　12 月 27 日（月）～令和４年１月４日（火）13 時

　　年始の開館　令和４年１月４日（火）13 時～ 19 時
　　※休館中に害虫駆除の作業を行いますので、返却ポストを 12 月 29 日（水）～令和４年
　　　１月４日（火）13 時まで閉鎖します。返却は開館以降カウンターにお持ちください。
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

30 人
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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。受診の際は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。

と　　き　令和４年１月 18 日（火）

　　　　　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３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

持　参　品　受診券・受診票・国保被保険者証

料　　金　500円

保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

　特定健診を受けることで、気付かない間に進行する生活習慣病に気付くことができます。保健師、管理

栄養士によるサポートを受けることで、生活習慣病の重症化予防や効果的な治療につながります。

　今年度の受診期間は令和４年１月 31 日（月）までです。　期限内に特定健診を受けましょう。

情報提供事業・・・・・医療機関での検査結果（特定健診の項目のみ）を市に提供する事業

ヘルスサポート事業・・医療機関での検査結果のうち、特定健診項目の不足分を追加で検査する事業

国保特定健診は定期的に通院治療をされている人も毎年の受診をお勧めしています

①情報提供事業の対象です。

※対象者には後日通知します。

②ヘルスサポート事業の対象です。

いいえ

いいえ

はい

はい
いいえ

定期受診時、特定健診と同じ

検査項目を受けている。

定期受診時、特定健診の検査

項目を何項目か受けている。

❖①、②、③に該当する人は、手続きの方法等について説明いたしますので、保健

　センターへご連絡ください。（①に該当する人には、後日市より通知します）
特定健診を受診してください

はい定期的に医療機関を受診して

いる。

はい

いいえ
はい

いいえ

　令和３年４月以降に、市助成の人間ドック・脳ドックを受けた。

　令和３年４月以降に、自費で人間ドック等の健診を受けた。

特定健診受診済みです。

③保健センターへご連絡ください。

　　　　　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４月１日～令和４年２月28日

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

令和３年度受診率目標
４２．８％まで
あと８７３人

鹿島市国保　特定健診の受診者数・受診率の推移（平成２９年度～令和３年度）鹿島市国保　特定健診の受診者数・受診率の推移（平成２９年度～令和３年度）

令和３年度

特定
健診

メリット①　生活習慣病を早期に発見できる

　特定健診を受ければ、生活習慣病の進行を早い段階で発見できます。

メリット②　計画的に生活習慣を改善できる

　特定保健指導で生活習慣病を発症する危険度に応じて支援が受けられます。

　無理のない計画を立てて実践するので、生活習慣の改善もできます。

メリット③　継続した健康管理ができる

　特定健診・特定保健指導の結果は、医療保険者（鹿島市）で保管します。

　そのため継続的に健康状態を把握できます。

メリット④　医療費を節約できる

　生活習慣病の発症を防ぐことで、家庭の医療費を節約できます。

　結果として国民医療費の削減になり、保険料の抑制にもつながります。

鹿島市国保の特定健診・特定保健指導を受けましょう

子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう

　保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３詳しくは

対　象　区

受　付　保健センター（エイブル１階）

　　　　午前：９時～10時30分　午後：13時30分～15時

　　　　夜間：18時～19時30分

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

料　金　子宮頸がん検診：1,100 円

　　　　乳　が　ん検診：40歳代1,300円、50歳以上800円

⦿乳がん検診はマンモグラフィのみです（視触診

　はありません）※毎回先着55人で締め切ります

⦿５～６月に実施したがん検診申込書などで申し

　込んだ人には受診票を郵送します。

⦿区ごとに受診日を定めていますが、都合が悪い

　ときは別の日に受診できます。（連絡不要）

⦿新たに希望する人はご連絡ください。

　新型コロナウイルス感染症予防のため、受診時はマスクの着用、検温をお願いします。また、検査着の着回しは

行いませんので、バスタオルを持参してください。

月　日月　日 対　象　区

12 月２日
（木）午前

横田・井手分・山浦・本城・湯ノ峰・
本町・西葉

馬渡・伏原・下浅浦・広平・貝瀬・
土穴・奥山・竹ノ木庭・嘉瀬ノ浦・
大宮田尾・矢答

12 月１日
（水）午後
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と　　き　令和４年１月 18 日（火）
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　特定健診を受けることで、気付かない間に進行する生活習慣病に気付くことができます。保健師、管理

栄養士によるサポートを受けることで、生活習慣病の重症化予防や効果的な治療につながります。

　今年度の受診期間は令和４年１月 31 日（月）までです。　期限内に特定健診を受けましょう。

情報提供事業・・・・・医療機関での検査結果（特定健診の項目のみ）を市に提供する事業

ヘルスサポート事業・・医療機関での検査結果のうち、特定健診項目の不足分を追加で検査する事業

国保特定健診は定期的に通院治療をされている人も毎年の受診をお勧めしています

①情報提供事業の対象です。
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特定健診受診済みです。

③保健センターへご連絡ください。

　　　　　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。
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　鹿島都市計画区域マスタープランの変更について、都市計画案を作成しま

したので、都市計画法の規定に基づき、縦覧に供します。

　案については、縦覧期間満了までに意見書を提出することができます。

◇計画案の縦覧期間　12月７日（火）～12月21日（火）（土・日曜日、祝日を除く）     

　　　　　　　　　　8 時 30 分～ 17 時 15 分

◇閲覧場所　佐賀県まちづくり課、杵藤土木事務所、鹿島市都市建設課

　意見書提出・問合せ先

　　〒８４０ー８５７０　佐賀市城内１丁目１ー５９ 

　　佐賀県 県土整備部まちづくり課　☎０９５２（２５）７１５９

　　意見書提出期限：12 月 21 日（火）17 時 15 分必着（郵送または持参）

情報掲示板　◇　お知らせ 情報掲示板　◇　お知らせ・講習会・教室

　要介護状態の対象家族を介護するため

に介護休業を取得することができます。

　介護休業は、対象家族１人あたり通算

９３日、３回まで分割して取得できます。

　このほか、介護休暇、介護のための

所定外労働・時間外労働の制限、深

夜業の制限、勤務時間の短縮等の措

置という制度も利用できます。

詳しくは　佐賀労働局雇用環境・均等室

　　　　　☎０９５２（３２）７２１８

　水道水が白く濁る原因として水道

水の中に空気が混入している場合が

考えられます。

　水道管の中の水は、圧力がかかっ

ているため、通常より多くの空気が

溶け込んでいます。

　水は、蛇口から出ると常圧に戻り、

溶け込んでいた空気が細かな気泡と

なって一気に放出されるため、白く

見える現象が起こります。

　空気の混入の確認の方法として、

透明な容器に水を汲み、しばらく放

置すると徐々に空気が抜け、下から

透明になってきます。

　もし、透明にならなかったり、沈

殿物が残っているようでしたら、水

道課までご連絡ください。

詳しくは　水道課

　　　　　☎０９５４（６２）３７１８

お知らせ

■家屋を取り壊したとき

　所有していた家屋の全

部または一部を取り壊し

たときは、税務課まで届

け出てください。

 届け出をされなかった

場合、翌年度以降もその

まま課税されることがあ

りますので、確実な届け出をお願い

します。

■登記していない家屋（未登記家屋）

　の所有者が変わったとき

　登記していない家屋（未登記家

屋）を売買または贈与したときや所

有者が亡くなって相続したときは、

税務課まで届け出てください。

※家屋を新築・増築・改築したとき

　もご連絡ください

詳しくは　税務課課税係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１８

　下水道認可区域以外で浄化槽を設

置する人は、補助の対象になります。

希望する人は、着工前に申請してく

ださい。ただし、浄化槽設置者講習

会受講など必要条件があります。

対象浄化槽・予定補助金

　５人槽　332,000 円（130 ㎡未満住宅）

　７人槽　414,000 円（130 ㎡以上住宅）

　10 人槽　548,000 円（二世帯住宅）

申請期限　補助予定数終了まで（先着順）

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

■各種作業の注文をお受けします

　『家事（掃除など）』『年賀はがき書き』

『庭木剪定』『賞状書き』など、何でも

ご相談ください。

■家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の
　チップ（EM 入り）はいかがですか

■刃物研ぎいたします

　包丁、かま、はさみ、チェーンソーなど。

と　　き　12 月 16 日（木）８時 30 分～

※当日ご都合がつかない人は、前日までにセンターへ

■会員を随時募集しています

対　　象　市内在住 60 歳以上の人

説　明　会　12 月 16 日（木）９時 30 分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　☎０９５４（６３）０９７０

家屋の取り壊し ・未登記家屋の
所有者変更は届け出をお願いします

　令和３年度『６５歳盛年の集い』

については新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、来年度に延期にな

りました。

対　象　者　昭和31年４月２日から昭和32年

　　　　　４月１日までに生まれた人

※なお、令和２年度『６５盛年の集

　い』については、広報かしま９月

　号で中止のお知らせをしていまし

　たが、対象者に誤りがありました

　ので以下のとおり訂正します。

対　象　者　昭和30年４月２日から昭和31年

　　　　　４月１日までに生まれた人

詳しくは　生涯学習課社会教育・文化係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

　

　国際連合総会で『世界人権宣言』が採択

されたことを記念して、１２月１０日が『人

権デー』に制定され、日本では４日から１０

日までを『人権週間』として定めています。

　この機会に、互いが今一度、人権につい

て考え、人がお互いに人を大切にする『思い

やりある明るい社会』を築きましょう。

　市では、次の６人の人権擁護委員が毎月

１回、市民交流プラザかたらいで相談を受け

付けています。また、人権全般で困ったこと

があったら人権・同和対策課までご連絡くだ

さい。

　　霜村　満さん　　（鹿　島）

　　山田さち子さん　　（浜）

　　植松幸代さん　　（七　浦）

　　　瀬正紹さん　　（能古見）

　　小野原トシミさん（古　枝）

　　宮津彰子さん　　（北鹿島）

❖『人権啓発パネル』の展示について

　エイブルエントランスに展示します。

詳しくは　人権・同和対策課

　　　　　☎０９５４（６３）２１２６

　冬の交通安全県民運動を実施しま

す。年末年始は、飲酒の機会が多く

なる時期です。飲酒運転は絶対に許

されない行為です。飲酒運転の根絶

を目指しましょう。

飲酒運転し（四）ない運動の推進

　◆運転するなら酒を飲まない

　◆酒を飲んだら運転しない

　◆運転する人に酒をすすめない

　◆酒を飲んだ人に運転をさせない

詳しくは　総務課防災係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１２

講習会・教室

　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『認知症の作業療法』

創作活動『毛糸で干支』

と　　き　12 月 15 日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　古枝公民館１階中会議室

定　　員　16 人

参　加　費　無料

申込期限　12 月 13 日（月）

※状況により中止となる場合があります

詳しくは　地域包括支援センター

　　　　　☎０９５４（６３）２１６０

　人権問題に対する正しい理解と認

識を深めてもらうため、人権学習会

を開催します。（ケーブルテレビ放送予定）

と　　き　12 月 22 日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

テ　ー　マ　LGBTQ 当事者の人権と支援活動について

講　　師　佐賀県 LGBTs 支援団体代表　茜さん

◇◇◇学習会聴講について◇◇◇
　聴講を希望する人は、住所、氏名、

電話番号を郵送・FAX・メールで人

権・同和対策課まで連絡ください。

　来場の際は、マスクを必ず着用し

てください。なお、発熱・咳など風

邪の症状がある人、濃厚接触者の疑

いがある人などは、来場をご遠慮く

ださい。

詳しくは　人権・同和対策課

　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３－１

　☎０９５４（６３）２１２６

　℻０９５４（６３）２３１３

　jinkendouwataisaku@city.saga-kashima.lg.jp

冬の交通安全県民運動
12月15日（水）～ 24日（金）

令和３年１０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・・・日暮れの早まりによる視認性の悪化から、夜間における交

　通事故の増加が懸念されます。安全運転を心がけて無事故で一年を締め

　くくり、良い年を迎えましょう。

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

2,847 件（－208）
153 件（－015）
73 件（－017）

3,662 人（－269）
194 人（－023）
92 人（－026）

19 人（－09）
3 人（＋02）
1 人（－00）

15,393 件（＋722）
779 件（－062）
397 件（－054）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

12月４日～10日は
『人権週間』です

お正月の準備、承ります
シルバー人材センター

市議会１２月定例会会期日程（案）

開　　議　10 時～

詳しくは　議会事務局　☎０９５４（６３）２１０４

11 月 26 日（金）

11 月 27 日（土）～

12 月 2 日（木）

4 日（土）

7 日（火）

8 日（水）

9 日（木）

11 日（土）

14 日（火）

15 日（水）

16 日（木）

17 日（金）

12 月 1 日（水）

～ 3日（金）

～ 6日（月）

～10日（金）

～13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

一般質問

休会

一般質問

予備日（一般質問）

休会

委員会報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

一般質問の人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。

令和３年度盛年の集い
延期のお知らせ

鹿島都市計画区域マスタープランの
変更（案）の縦覧を行います

かしまオレンジカフェ
認知症カフェ・介護者のつどい

働きながら介護を
されている人へ

人権学習会を開催します水道水が白く濁る
現象について
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　鹿島都市計画区域マスタープランの変更について、都市計画案を作成しま

したので、都市計画法の規定に基づき、縦覧に供します。

　案については、縦覧期間満了までに意見書を提出することができます。

◇計画案の縦覧期間　12月７日（火）～12月21日（火）（土・日曜日、祝日を除く）     

　　　　　　　　　　8 時 30 分～ 17 時 15 分

◇閲覧場所　佐賀県まちづくり課、杵藤土木事務所、鹿島市都市建設課

　意見書提出・問合せ先

　　〒８４０ー８５７０　佐賀市城内１丁目１ー５９ 

　　佐賀県 県土整備部まちづくり課　☎０９５２（２５）７１５９

　　意見書提出期限：12 月 21 日（火）17 時 15 分必着（郵送または持参）

情報掲示板　◇　お知らせ 情報掲示板　◇　お知らせ・講習会・教室

　要介護状態の対象家族を介護するため

に介護休業を取得することができます。

　介護休業は、対象家族１人あたり通算

９３日、３回まで分割して取得できます。

　このほか、介護休暇、介護のための

所定外労働・時間外労働の制限、深

夜業の制限、勤務時間の短縮等の措

置という制度も利用できます。

詳しくは　佐賀労働局雇用環境・均等室

　　　　　☎０９５２（３２）７２１８

　水道水が白く濁る原因として水道

水の中に空気が混入している場合が

考えられます。

　水道管の中の水は、圧力がかかっ

ているため、通常より多くの空気が

溶け込んでいます。

　水は、蛇口から出ると常圧に戻り、

溶け込んでいた空気が細かな気泡と

なって一気に放出されるため、白く

見える現象が起こります。

　空気の混入の確認の方法として、

透明な容器に水を汲み、しばらく放

置すると徐々に空気が抜け、下から

透明になってきます。

　もし、透明にならなかったり、沈

殿物が残っているようでしたら、水

道課までご連絡ください。

詳しくは　水道課

　　　　　☎０９５４（６２）３７１８

お知らせ

■家屋を取り壊したとき

　所有していた家屋の全

部または一部を取り壊し

たときは、税務課まで届

け出てください。

 届け出をされなかった

場合、翌年度以降もその

まま課税されることがあ

りますので、確実な届け出をお願い

します。

■登記していない家屋（未登記家屋）

　の所有者が変わったとき

　登記していない家屋（未登記家

屋）を売買または贈与したときや所

有者が亡くなって相続したときは、

税務課まで届け出てください。

※家屋を新築・増築・改築したとき

　もご連絡ください

詳しくは　税務課課税係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１８

　下水道認可区域以外で浄化槽を設

置する人は、補助の対象になります。

希望する人は、着工前に申請してく

ださい。ただし、浄化槽設置者講習

会受講など必要条件があります。

対象浄化槽・予定補助金

　５人槽　332,000 円（130 ㎡未満住宅）

　７人槽　414,000 円（130 ㎡以上住宅）

　10 人槽　548,000 円（二世帯住宅）

申請期限　補助予定数終了まで（先着順）

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

■各種作業の注文をお受けします

　『家事（掃除など）』『年賀はがき書き』

『庭木剪定』『賞状書き』など、何でも

ご相談ください。

■家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の
　チップ（EM 入り）はいかがですか

■刃物研ぎいたします

　包丁、かま、はさみ、チェーンソーなど。

と　　き　12 月 16 日（木）８時 30 分～

※当日ご都合がつかない人は、前日までにセンターへ

■会員を随時募集しています

対　　象　市内在住 60 歳以上の人

説　明　会　12 月 16 日（木）９時 30 分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　☎０９５４（６３）０９７０

家屋の取り壊し ・未登記家屋の
所有者変更は届け出をお願いします

　令和３年度『６５歳盛年の集い』

については新型コロナウイルス感染

拡大防止のため、来年度に延期にな

りました。

対　象　者　昭和31年４月２日から昭和32年

　　　　　４月１日までに生まれた人

※なお、令和２年度『６５盛年の集

　い』については、広報かしま９月

　号で中止のお知らせをしていまし

　たが、対象者に誤りがありました

　ので以下のとおり訂正します。

対　象　者　昭和30年４月２日から昭和31年

　　　　　４月１日までに生まれた人

詳しくは　生涯学習課社会教育・文化係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

　

　国際連合総会で『世界人権宣言』が採択

されたことを記念して、１２月１０日が『人

権デー』に制定され、日本では４日から１０

日までを『人権週間』として定めています。

　この機会に、互いが今一度、人権につい

て考え、人がお互いに人を大切にする『思い

やりある明るい社会』を築きましょう。

　市では、次の６人の人権擁護委員が毎月

１回、市民交流プラザかたらいで相談を受け

付けています。また、人権全般で困ったこと

があったら人権・同和対策課までご連絡くだ

さい。

　　霜村　満さん　　（鹿　島）

　　山田さち子さん　　（浜）

　　植松幸代さん　　（七　浦）

　　　瀬正紹さん　　（能古見）

　　小野原トシミさん（古　枝）

　　宮津彰子さん　　（北鹿島）

❖『人権啓発パネル』の展示について

　エイブルエントランスに展示します。

詳しくは　人権・同和対策課

　　　　　☎０９５４（６３）２１２６

　冬の交通安全県民運動を実施しま

す。年末年始は、飲酒の機会が多く

なる時期です。飲酒運転は絶対に許

されない行為です。飲酒運転の根絶

を目指しましょう。

飲酒運転し（四）ない運動の推進

　◆運転するなら酒を飲まない

　◆酒を飲んだら運転しない

　◆運転する人に酒をすすめない

　◆酒を飲んだ人に運転をさせない

詳しくは　総務課防災係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１２

講習会・教室

　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『認知症の作業療法』

創作活動『毛糸で干支』

と　　き　12 月 15 日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　古枝公民館１階中会議室

定　　員　16 人

参　加　費　無料

申込期限　12 月 13 日（月）

※状況により中止となる場合があります

詳しくは　地域包括支援センター

　　　　　☎０９５４（６３）２１６０

　人権問題に対する正しい理解と認

識を深めてもらうため、人権学習会

を開催します。（ケーブルテレビ放送予定）

と　　き　12 月 22 日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

テ　ー　マ　LGBTQ 当事者の人権と支援活動について

講　　師　佐賀県 LGBTs 支援団体代表　茜さん

◇◇◇学習会聴講について◇◇◇
　聴講を希望する人は、住所、氏名、

電話番号を郵送・FAX・メールで人

権・同和対策課まで連絡ください。

　来場の際は、マスクを必ず着用し

てください。なお、発熱・咳など風

邪の症状がある人、濃厚接触者の疑

いがある人などは、来場をご遠慮く

ださい。

詳しくは　人権・同和対策課

　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３－１

　☎０９５４（６３）２１２６

　℻０９５４（６３）２３１３

　jinkendouwataisaku@city.saga-kashima.lg.jp

冬の交通安全県民運動
12月15日（水）～ 24日（金）

令和３年１０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・・・日暮れの早まりによる視認性の悪化から、夜間における交

　通事故の増加が懸念されます。安全運転を心がけて無事故で一年を締め

　くくり、良い年を迎えましょう。

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

2,847 件（－208）
153 件（－015）
73 件（－017）

3,662 人（－269）
194 人（－023）
92 人（－026）

19 人（－09）
3 人（＋02）
1 人（－00）

15,393 件（＋722）
779 件（－062）
397 件（－054）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

12月４日～10日は
『人権週間』です

お正月の準備、承ります
シルバー人材センター

市議会１２月定例会会期日程（案）

開　　議　10 時～

詳しくは　議会事務局　☎０９５４（６３）２１０４

11 月 26 日（金）

11 月 27 日（土）～

12 月 2 日（木）

4 日（土）

7 日（火）

8 日（水）

9 日（木）

11 日（土）

14 日（火）

15 日（水）

16 日（木）

17 日（金）

12 月 1 日（水）

～ 3日（金）

～ 6日（月）

～10日（金）

～13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

一般質問

休会

一般質問

予備日（一般質問）

休会

委員会報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

一般質問の人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。

令和３年度盛年の集い
延期のお知らせ

鹿島都市計画区域マスタープランの
変更（案）の縦覧を行います

かしまオレンジカフェ
認知症カフェ・介護者のつどい

働きながら介護を
されている人へ

人権学習会を開催します水道水が白く濁る
現象について
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情報掲示板　◇　募集・相談情報掲示板　◇　講習会・教室・募集

　北鹿島公民館の職員を募集します。

募集定員　１人

募集資格◇市内在住の人または確実に

　　　　　市内に居住予定の人

　　　　◇自動車（マニュアル車）　

　　　　　普通免許取得者

　　　　◇パソコン操作技能がある人

　　　　◇生 涯 学 習・社 会 教 育 の 推 進、

　　　　　地域づくり等情熱を持って　

　　　　　取り組める人

　　　　◇公民館業務に耐え得る、

　　　　　心身ともに健康な人

雇用期間　令和４年４月１日～令和７年３月31日

募集期間　令和４年１月６日（木）～ 1 月 21 日（金）

採用方法　作文および面接試験

試　験　日　令和４年２月６日（日）

募集方法　北鹿島公民館職員応募用履歴

　　　　　書に必要事項を記入の上、北

　　　　　鹿島公民館に提出ください　

　　　　　（募集要項・応募用履歴書は

　　　　　　北鹿島公民館にあります）

詳しくは　北鹿島振興協議会事務局

　　　　　　（北鹿島公民館）

　　　　　☎０９５４（６２）２０１４

　スポーツライフ・鹿島では、１年

間の家族の健康と安全を祈願して、

のんびり歩く新春ウォーキングを開

催します。ぜひご参加ください。

と　　き　令和４年１月８日（土）

　　　　　受付８時　出発式８時 30 分

　　　　　※少雨決行

集合場所　蟻尾山公園市民球場前

コ　ー　ス　市内神社を３カ所巡る

　　　　　※約９km（約３時間）

参　加　費　１人300円（保険料を含む）

（スポーツライフ・鹿島会員は 200 円）

※当日受付でお支払いください

そ　の　他　終了後にビンゴゲームや

　　　　　お汁粉のサービスあり

申込期限　令和４年１月６日（木）

※17 時までに電話でお申込みください

申込・問合せ先

　スポーツライフ・鹿島事務局（市体育協会内）

　☎０９５４（６２）３３７９

相　談

借り入れやローン返済の債務整理な

ど、相談員が面談に応じます。

と　　き　12 月 15 日（水）

　　　　　令和４年 1 月 19 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　12 月 12 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

　新型コロナウイルス感染症の影響

で、ストレスを感じている人もい

らっしゃるのではないでしょうか。

　自分ではどうにもできない経験を

したとき、気持ちやからだに影響が

でることがあります。つらい気持ち

を誰かに話すことで和らぐことがあ

ります。ひとりで抱え込まず相談し

てみませんか。

と　　き　毎週水曜日　午後

と　こ　ろ　杵藤保健福祉事務所（武雄市）

相　談　料　無料（予約制）

詳しくは　杵藤保健福祉事務所

　　　　　☎０９５４（２２）２１０

◆無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　16 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

　23 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

　16 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

　２日（木）10 時～ 15 時

◆厚生年金・国民年金相談（要予約）

　７・21 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 16 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

◆こころの健康相談（臨床心理士対応）

　15 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

　28 日（火）10 時～ 16 時　要予約

市役所５階第６会議室

　NPO 法人それいゆ☎０９５２（３７）０２５０

◆介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

◆土地・建物に関する無料相談所（売買・賃貸など）

　28 日（火）13 時～ 16 時 30 分

新世紀センター２階会議室１

　都市建設課 ☎（６３）３４１５

◆住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　11 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）

　17 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

◆鹿島市特産品まつり

　８日（水）～９日（木）[30ページ参照 ]

◆お火たき　祐徳稲荷神社

　８日（水）20 時ごろ点火

◆市消防団年末警戒　市内一円

　28 日（火）～ 30 日（木）

その他のイベント
その他の相談

　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。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　12 月 17 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、マスク、

　　　　　三角巾、エプロン

申込期限　12 月 10 日（金）

詳しくは　保健センター（エイブル１階）

　　　　　☎０９５４（６３）３３７３

　外に出る機会が少ない人、特に男

性のために心地よいと思う居場所を

作りました。もちろん女性も大歓迎

です。趣味づくり、仲間づくりに来

てみませんか。

と　　き　毎週月曜日 13 時～ 16 時

　　　　　※祝日を除く

と　こ　ろ　もりの家（中村）

対　　象　65 歳以上の人

参　加　費　無料（希望者に送迎あり）

詳しくは　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　☎０９５４（６２）２４４７

　ブランクが長い、何度も転職して

いる、正社員の経験がない、そんな

悩める氷河期世代の方々に、１日で

学べる講座を開催します。

と　　き　12 月 14 日 ( 火 ) 

　　　　　13 時～ 16 時 15 分

と　こ　ろ　佐賀商工ビル 4 階

　　　　　（佐賀市白山 2-1-12）

対　　象　おおむね 35 歳～ 50 歳の人

定　　員　20 人（予約優先）

参　加　費　無料

申込期限　12 月 13 日（月）17 時

申込方法　ジョブカフェ SAGA のホームページ

　　　　　もしくはお電話にてお申込ください

詳しくは　ジョブカフェ SAGA

　　　　　☎０９５２（２７）１８７０

　　　　　  https://www.jobcafe-saga.

　　　　　  info/lp/hyogaki.html

　鹿島史談会では、郷土の歴史など、

会員や外部講師による講話や年１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。

と　　き　12 月 16 日（木）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル２階音楽室

演　　題　『田澤義鋪と修養団』

講　　師　杉谷　雅博さん

　　　　　（塩田町民生委員）

資　料　代　300 円

詳しくは　鹿島史談会事務局　野田

　　　　　☎０９５４（６２）２０９７

　人手不足等の現状と将来において

企業が高齢者を活用し活躍させるた

めに必要な働き方改革について知る

セミナーを開催します。

と　　き　令和４年１月 18 日（火）

　　　　　13 時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　メートプラザ佐賀

　　　　　佐賀市兵庫北３ー８ー 40

対　　象　

◇県内在住で原則 60 歳以上の人

◇受講後シルバー人材センターに入会を希望する人

参　加　費　無料

詳しくは　県シルバー人材センター連合会

　　　　　☎０９５２（２０）２０１１

募　集

対　象　者　求職者

訓練期間　令和４年２月２日（水）～７カ月

受　講　料　無料（別途テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期限　12 月 22 日（水）

※施設見学や模擬体験もできます

詳しくは　ポリテクセンター佐賀

　　　　　☎０９５２（２６）９５１

　放送大学はテレビ・インターネッ

トを使って自宅で学べる通信制の正

規の大学で、心理学・福祉・経済・

歴史・文学・情報・自然科学など、

幅広い分野を学べます。

　出願はインターネットでも受け付

けます。（https://www.ouj.ac.jp）

出願期間①令和４年２月 28 日まで

　　　　②令和４年３月１日～３月 15 日

※資料を無料で差し上げます

詳しくは　放送大学佐賀学習センター

　　　　　☎０９５２（２２）３３０８

　男女年齢問いません。初心者の人

も大歓迎です。一緒にバレーボール

を楽しみましょう。

と　　き　毎週金曜日 10 時～ 12 時

と　こ　ろ　古枝林業体育館

　　　　　※令和４年１月からは

　　　　　　市民体育館で行います

会　　費　400 円／月

詳しくは　鹿島ミニバレーボールクラブ

　　米倉　☎０９０（５０８２）４８２８

小田　☎０９０（２５０６）７９８９

『シニアカフェ』
利用者募集

北鹿島公民館職員募集

放送大学　４月生募集

食改さんの料理教室

高齢者応援活躍セミナー

令和4年2月期
職業訓練受講生募集

募集訓練科 定員

ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科

溶 接 技 術 科

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科

１７

(３科で)

新春！三社参りウォーキング
参加者募集

弁護士による
無料法律相談会

精神科医師による
こころの相談

多重債務の
無料出張相談会

ミニバレーボールに
参加しませんか

鹿島史談会　歴史講座

◉市税集合徴収分
◉介護保険料
◉後期高齢者医療保険料
第７期の口座振替日

１２月２８日（火）
（預貯金残高の確認をお願いします）

　サンタの幸せ宅配便
　　　　　　中止のお知らせ
　市連合青年団で開催を予定して

いた『サンタの幸せ宅配便』は、

新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、今年の開催も中止いたし

ます。

詳しくは　市連合青年団　竹下
　　　　　☎０８０（５２７４）４２９９

就職氷河期世代向け就職講座
～参加者募集～
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　　　　　市内に居住予定の人
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　　　　◇パソコン操作技能がある人
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　　　　　地域づくり等情熱を持って　

　　　　　取り組める人
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雇用期間　令和４年４月１日～令和７年３月31日

募集期間　令和４年１月６日（木）～ 1 月 21 日（金）

採用方法　作文および面接試験

試　験　日　令和４年２月６日（日）

募集方法　北鹿島公民館職員応募用履歴

　　　　　書に必要事項を記入の上、北

　　　　　鹿島公民館に提出ください　

　　　　　（募集要項・応募用履歴書は

　　　　　　北鹿島公民館にあります）

詳しくは　北鹿島振興協議会事務局

　　　　　　（北鹿島公民館）

　　　　　☎０９５４（６２）２０１４

　スポーツライフ・鹿島では、１年

間の家族の健康と安全を祈願して、

のんびり歩く新春ウォーキングを開

催します。ぜひご参加ください。

と　　き　令和４年１月８日（土）

　　　　　受付８時　出発式８時 30 分

　　　　　※少雨決行

集合場所　蟻尾山公園市民球場前

コ　ー　ス　市内神社を３カ所巡る

　　　　　※約９km（約３時間）

参　加　費　１人300円（保険料を含む）

（スポーツライフ・鹿島会員は 200 円）

※当日受付でお支払いください

そ　の　他　終了後にビンゴゲームや

　　　　　お汁粉のサービスあり

申込期限　令和４年１月６日（木）

※17 時までに電話でお申込みください

申込・問合せ先

　スポーツライフ・鹿島事務局（市体育協会内）

　☎０９５４（６２）３３７９

相　談

借り入れやローン返済の債務整理な

ど、相談員が面談に応じます。

と　　き　12 月 15 日（水）

　　　　　令和４年 1 月 19 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　12 月 12 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

　新型コロナウイルス感染症の影響

で、ストレスを感じている人もい

らっしゃるのではないでしょうか。

　自分ではどうにもできない経験を

したとき、気持ちやからだに影響が

でることがあります。つらい気持ち

を誰かに話すことで和らぐことがあ

ります。ひとりで抱え込まず相談し

てみませんか。

と　　き　毎週水曜日　午後

と　こ　ろ　杵藤保健福祉事務所（武雄市）

相　談　料　無料（予約制）

詳しくは　杵藤保健福祉事務所

　　　　　☎０９５４（２２）２１０

◆無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　16 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

　23 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

　16 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

　２日（木）10 時～ 15 時

◆厚生年金・国民年金相談（要予約）

　７・21 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 16 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

◆こころの健康相談（臨床心理士対応）

　15 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

　28 日（火）10 時～ 16 時　要予約

市役所５階第６会議室

　NPO 法人それいゆ☎０９５２（３７）０２５０

◆介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

◆土地・建物に関する無料相談所（売買・賃貸など）

　28 日（火）13 時～ 16 時 30 分

新世紀センター２階会議室１

　都市建設課 ☎（６３）３４１５

◆住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　11 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）

　17 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

◆鹿島市特産品まつり

　８日（水）～９日（木）[30ページ参照 ]

◆お火たき　祐徳稲荷神社

　８日（水）20 時ごろ点火

◆市消防団年末警戒　市内一円

　28 日（火）～ 30 日（木）

その他のイベント
その他の相談

　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。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　12 月 17 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、マスク、

　　　　　三角巾、エプロン

申込期限　12 月 10 日（金）

詳しくは　保健センター（エイブル１階）

　　　　　☎０９５４（６３）３３７３

　外に出る機会が少ない人、特に男

性のために心地よいと思う居場所を

作りました。もちろん女性も大歓迎

です。趣味づくり、仲間づくりに来

てみませんか。

と　　き　毎週月曜日 13 時～ 16 時

　　　　　※祝日を除く

と　こ　ろ　もりの家（中村）

対　　象　65 歳以上の人

参　加　費　無料（希望者に送迎あり）

詳しくは　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　☎０９５４（６２）２４４７

　ブランクが長い、何度も転職して

いる、正社員の経験がない、そんな

悩める氷河期世代の方々に、１日で

学べる講座を開催します。

と　　き　12 月 14 日 ( 火 ) 

　　　　　13 時～ 16 時 15 分

と　こ　ろ　佐賀商工ビル 4 階

　　　　　（佐賀市白山 2-1-12）

対　　象　おおむね 35 歳～ 50 歳の人

定　　員　20 人（予約優先）

参　加　費　無料

申込期限　12 月 13 日（月）17 時

申込方法　ジョブカフェ SAGA のホームページ

　　　　　もしくはお電話にてお申込ください

詳しくは　ジョブカフェ SAGA

　　　　　☎０９５２（２７）１８７０

　　　　　  https://www.jobcafe-saga.

　　　　　  info/lp/hyogaki.html

　鹿島史談会では、郷土の歴史など、

会員や外部講師による講話や年１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。

と　　き　12 月 16 日（木）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル２階音楽室

演　　題　『田澤義鋪と修養団』

講　　師　杉谷　雅博さん

　　　　　（塩田町民生委員）

資　料　代　300 円

詳しくは　鹿島史談会事務局　野田

　　　　　☎０９５４（６２）２０９７

　人手不足等の現状と将来において

企業が高齢者を活用し活躍させるた

めに必要な働き方改革について知る

セミナーを開催します。

と　　き　令和４年１月 18 日（火）

　　　　　13 時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　メートプラザ佐賀

　　　　　佐賀市兵庫北３ー８ー 40

対　　象　

◇県内在住で原則 60 歳以上の人

◇受講後シルバー人材センターに入会を希望する人

参　加　費　無料

詳しくは　県シルバー人材センター連合会

　　　　　☎０９５２（２０）２０１１

募　集

対　象　者　求職者

訓練期間　令和４年２月２日（水）～７カ月

受　講　料　無料（別途テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期限　12 月 22 日（水）

※施設見学や模擬体験もできます

詳しくは　ポリテクセンター佐賀

　　　　　☎０９５２（２６）９５１

　放送大学はテレビ・インターネッ

トを使って自宅で学べる通信制の正

規の大学で、心理学・福祉・経済・

歴史・文学・情報・自然科学など、

幅広い分野を学べます。

　出願はインターネットでも受け付

けます。（https://www.ouj.ac.jp）

出願期間①令和４年２月 28 日まで

　　　　②令和４年３月１日～３月 15 日

※資料を無料で差し上げます

詳しくは　放送大学佐賀学習センター

　　　　　☎０９５２（２２）３３０８

　男女年齢問いません。初心者の人

も大歓迎です。一緒にバレーボール

を楽しみましょう。

と　　き　毎週金曜日 10 時～ 12 時

と　こ　ろ　古枝林業体育館

　　　　　※令和４年１月からは

　　　　　　市民体育館で行います

会　　費　400 円／月

詳しくは　鹿島ミニバレーボールクラブ

　　米倉　☎０９０（５０８２）４８２８

小田　☎０９０（２５０６）７９８９

『シニアカフェ』
利用者募集

北鹿島公民館職員募集

放送大学　４月生募集

食改さんの料理教室

高齢者応援活躍セミナー

令和4年2月期
職業訓練受講生募集

募集訓練科 定員

ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科

溶 接 技 術 科

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科

１７

(３科で)

新春！三社参りウォーキング
参加者募集

弁護士による
無料法律相談会

精神科医師による
こころの相談

多重債務の
無料出張相談会

ミニバレーボールに
参加しませんか

鹿島史談会　歴史講座

◉市税集合徴収分
◉介護保険料
◉後期高齢者医療保険料
第７期の口座振替日

１２月２８日（火）
（預貯金残高の確認をお願いします）

　サンタの幸せ宅配便
　　　　　　中止のお知らせ
　市連合青年団で開催を予定して

いた『サンタの幸せ宅配便』は、

新型コロナウイルス感染拡大防止

のため、今年の開催も中止いたし

ます。

詳しくは　市連合青年団　竹下
　　　　　☎０８０（５２７４）４２９９

就職氷河期世代向け就職講座
～参加者募集～
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新市民会館の新築工事

　新市民会館の新築工事に

伴い、市民会館とエイブル

の間の道を通行止めとして

おりますが、工事順序の見

直し等を行った結果、安全

に通行が可能となる、令和

4年の秋頃まで通行止めを

継続させていただきます。

　市民の皆様には大変ご迷

惑をおかけすることとなり

ますが、ご理解ご協力のほ

どよろしくお願いいたしま

す。

【通行止め解除時期】

　　令和4年秋頃を予定

　総務課（中川エリア整備推進室）

　☎０９５４（６３）２１１１

詳しくは

　同協議会事務局（中村蒲鉾店内）

　☎０９５４（６２）１１６１

詳しくは

主　　催　鹿島市地場産業振興協議会

❖特産品の即売および展示

❖伝統工芸品制作実演

❖お楽しみガラポン抽選会

❖干支キーホルダープレゼント（数量限定）

　鹿島自慢の農水産物や加工品などの物産を即売・

展示する催しを、祐徳稲荷神社のお火たきに合わせ

て開催します。ぜひお立ち寄りください。

　鹿島自慢の農水産物や加工品などの物産を即売・

展示する催しを、祐徳稲荷神社のお火たきに合わせ

て開催します。ぜひお立ち寄りください。

❖新型コロナウイルス感染症対策のため、マスク着用の上ご

　来場ください。発熱・咳など風邪の症状がある人、濃厚接

　触者の疑いがある人などは、来場をご遠慮ください。

　と　き　12 月８日（水）10 時～ 22 時

　　　　　12 月９日（木）10 時～ 14 時

　ところ　祐徳稲荷神社参集殿

　と　き　12 月８日（水）10 時～ 22 時

　　　　　12 月９日（木）10 時～ 14 時

　ところ　祐徳稲荷神社参集殿

鹿島市特産品まつり鹿島市特産品まつり

　　　：歩行者・自転車

　　　：自動車

【通行止め】

通り抜けできません

エイブル入口

までは使えます

エイブル前の道を

通ってください

ご迷惑をおかけしますが、
ご理解とご協力をお願い
します


