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夢に向かって突き進め夢に向かって突き進め

地域包括支援センターからのお知らせ地域包括支援センターからのお知らせ

　地域包括支援センター

　☎０９５４（６３）２１６０

詳しくは

■健康長寿のためのシニア世代栄養教室～認知症予防・疾病予防～

　いつまでもおいしく楽しく食べることは健康の基本です。自立し

た食生活・栄養管理で健康長寿を目指しませんか。

　新型コロナウイルス感染症対策として調理実習は行わず、座学

と自宅でできる簡単な体操を取り入れた講座です。

　今回のテーマ“オーラルフレイルを予防しよう！”　講師　溝上薬局　管理栄養士

と　　き　２月 22 日（火）10 時～ 11 時 30 分　　　定　　員　先着 10 人

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

対　　象　おおむね 65 歳以上

持　参　品　筆記用具、マスク

申込期限　２月 18 日（金）

※講座や教室など、状況により中止となる場合があります

■かしまオレンジカフェ～認知症カフェ・介護者のつどい～

　認知症の人もそうでない人も、介護をしている人もしていない人

も気軽に立ち寄って、ほっとひといき楽しくお茶でもしませんか。

　おしゃれな小物の創作や専門職によるミニ講座を用意していま

す。希望する人はお申込みください。

　ミニ講座『高齢者を狙った詐欺』

　創作活動『エコクラフトコースター』

と　　き　２月 16 日（水）13時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　古枝公民館２階大会議室

申込期限　２月 14 日（月）

定　　員　先着 16 人

参　加　費　無料

■『終活ノート』を活用してみませんか

　終活ノートは、自分の人生を振り返り、

自分の考えを整理するきっかけになるだけ

でなく、判断能力や意思決定能力の喪失を

伴う病気などにかかった場合の治療や介

護、葬儀、財産等のことに関する思いや希

望を家族や身近な人に伝え残すためのもの

です。人生の最期を考えることで、今をよ

りよく生きるためのヒントを見いだす前向

きな活動として『終活

ノート』を活用してみま

せんか。

　希望する人には配布を

しています。なくなり次

第配布は終了となります

のでご注意ください。

鹿島市役所　総務部　企画財政課　

〒849ー1312　佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１

☎0954（63）2114　℻0954（63）2129　
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プラスチックの分別方法が一部変わります！
　令和４年４月から、プラスチック製のものは、その種別により分別方法が変わります。

ご確認いただき、適正な分別、リサイクルの推進にご協力ください。

　環境下水道課環境係　

　☎０９５４（６３）３４１６

　環境下水道課環境係　

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

プラスチック・ビニール類

【プラスチック製品】

コップ バケツ

ケースハンガー

【プラスチック　

　　容器包装】

カップ麺 ビニール包装

【ごみ袋に入らない　　

　プラスチック製品】

衣装ケース コンテナ

もえるごみ

粗大ごみステッカー
プラスチック・

ビニール類（黄色）

【注意】

これまで、コップやハン

ガーなどは『もえるご

み』として処理してきましたが、４月から

『プラスチック製品』の分別区分が『プラス

チック・ビニール類』へ変更になります

R３まで

変更なし 変更なし

R４年４月

から×
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　１月９日、平成１３年度に生まれた新成人２７３人が参加して『第６８回（令和４年）鹿島市成人式』が行

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

久しぶりに会う友人たちと写真撮影や会話を楽しんでいました。

　今年度は、東部中校区を午前の部、西部中校区を午後の部と二つに分け、マスク着用や検温、手指の消毒な

ど、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、さまざまな取り組みを講じたうえでの開催となりました。

成 人 の 誓 い成 人 の 誓 い

令和４年　第６８回　鹿島市令和４年　第６８回　鹿島市

～二十歳の門出を祝う～～二十歳の門出を祝う～

田澤　伸さん（東部中出身）田澤　伸さん（東部中出身）

　成人を迎えて、目標である小学校の先生

になることに向かって、より一層勉強を頑

張りたいと思いました。将来は、小学校の

先生になり、地元であるこの鹿島の地で子

どもたちに勉強を教えたいです。

　両親には迷惑ばかりかけてきましたが、

先生になって、少しでも親孝行ができれば

と思います。

　今まで育ててくれてありがとう。

木村　夢子さん（東部中出身）木村　夢子さん（東部中出身）

　今日の成人式まで、両親にいろいろと準

備をしてもらいこの日を迎えることができ

ました。

　今は夢である特別支援の先生になること

に向けて、勉強中です。また、将来活かせ

るよう、経験を積むためにアルバイトも頑

張っています。

　お父さん、お母さん、ここまで２０年間

育ててくれてありがとう。恩返ししていき

ます。

白川　哲士さん（西部中出身）白川　哲士さん（西部中出身）

　成人を迎えたという実感はあまりないで

すが、大人と言われる年齢になったんだな

と感じています。

　中学生の頃、生徒会室で先生のいない隙

に友達と遊んだことを思い出します。また、

今は将来、鹿島で税理士として父のように

働くために、大学で勉強中です。

　両親をはじめ、今まで自分に関わってく

れた全ての人に感謝したいです。ありがと

う。

織田　くれはさん（西部中出身）織田　くれはさん（西部中出身）

　成人を迎えた実感は、成人式を迎えて少

しずつ沸いてきました。

　中学生の頃、体育祭のリレーで優勝した

ことが思い出に残っています。

　鹿島で出会った友達や鹿島で育ったこと

を誇りに思って、自分の選択を信じて、自

分らしく笑顔で生きていきたいです。

　母と祖父母へ、今までどんな私でも見

守って育ててくれて、ありがとう。

橋爪　幹さん　　村上　浜那さん
（司会）西部中

橋爪　幹さん　　村上　浜那さん
（司会）西部中

※司会者をはじめ成人代表者はステージ登壇時のみマスクを外しています。

川崎　遥香さん　　小池　達也さん
（司会）東部中

川崎　遥香さん　　小池　達也さん
（司会）東部中

※撮影時は一時的にマスクを外して撮影しています。

峰松　脩登さん
（市民憲章宣言）

東部中

峰松　脩登さん
（市民憲章宣言）

東部中

田澤　伸さん
（決意の言葉）

東部中

田澤　伸さん
（決意の言葉）

東部中

白川　哲士さん
（市民憲章宣言）

西部中

白川　哲士さん
（市民憲章宣言）

西部中

織田　くれはさん
（決意の言葉）

西部中

織田　くれはさん
（決意の言葉）

西部中

木村　夢子さん　　中島　尚哉さん
（記念品贈呈）東部中

木村　夢子さん　　中島　尚哉さん
（記念品贈呈）東部中

山口　沙耶さん　　宮﨑　翔大さん
（記念品贈呈）西部中

山口　沙耶さん　　宮﨑　翔大さん
（記念品贈呈）西部中
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□申告しないと…
　申告が必要な人が申告をしていないと、所得税では延滞税や加算税などが課せられます。

　それ以外でも、国民健康保険税の軽減措置の適用や公営住宅入居・事業資金の融資などに必要な所得証明書などの発行がで

きない場合があるので、ご注意ください。

　２月１６日（水）から３月１５日（火）まで、令和３年分所得税の確定申告および令和４年度市県民税申告の

受け付けを行います。申告が必要な人は受付期間内に申告をお願いします。

　申告する必要があるか不明な場合は、世帯配布している『申告のお知らせ』をご確認ください。

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

⦿市県民税申告書とお知らせを世帯に１部ずつ送付しています。詳しくは『申告のお知らせ』をご覧ください。

　なお、追加で必要な場合は、税務課または地区公民館に用意しています。

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

申告は正しくお早めに！３月15日まで

　税務課課税係　☎０９５４（６３）２１１８詳しくは

□申告に必要なものは？　申告内容に合わせてご準備ください。

【収入が分かる書類】

・営業や農業、不動産所得がある人は収支内訳書（※）

　および帳簿、領収書など

・源泉徴収票（給与、年金）、支払調書、配当、

　個人年金など収入金額が分かるもの

【控除に必要な書類】

・社会保険料の控除証明書または領収書

・生命保険料、地震保険料などの控除証明書

・医療費控除の明細書（※）

・雑損、寄附金などの控除がある人は、その領収書

　または証明書

・各種障害者手帳または障害者控除対象者認定書など

□鹿島市申告相談日程

鹿島市役所５階大会議室　［全地区対象］会　　場

❖各地区公民館での申告相談は行いませんのでご注意ください。

①番号札配布や電話予約の際は、あらかじめ相談希望日を決めておいてください。

②電話予約の人には、当日会場で番号札をお渡しします。

③事前配布で定員に達しなかった残りの番号札は、当日８時３０分に会場前に設置します。

④番号札配布状況は市ホームページに掲載します。

日程・番号札配布 申告相談には受付番号札が必要です。番号札は事前に配布（受付）します。

３月相談分のみ電話予約が可能です。２月20日（日）を含め、土日の配布・予約はできません。

申告相談日（平日のみ）

２月 16 日～ 28 日

受付時間

９時～ 15 時

９時～ 15 時

９時～ 12 時

定員／日

150 人

150 人

80 人

○（可）

○（可）

○（可）

電話予約

×（不可）

○（可）　

×（不可）

３月  １日～ 15 日

２月 20 日（日曜受付）

窓口配布

受付番号札

事前配布・予約

《窓口での番号札配布》（全日程分） 《電話での予約》（３月１日～15日相談分）

期　間　　２月２日（水）～相談日前日

時　間　　８時 30 分～ 17 時 15 分（平日）

場　所　　鹿島市役所　税務課窓口

期　間　　２月 16 日（水）～相談日前日

時　間　　８時 30 分～ 17 時 15 分（平日）

電話番号　　☎０９５４（６３）２１１８

相談受付状況案内

相談受付の進行状況を、自動音声でお知らせします。

→ ☎０５０（３１８８）０５７６　※通話料がかかります

【その他必要なもの】

・マイナンバーカードまたは通知カード

（通知カードの場合は運転免許証等の本人確認書類）

・所得税の還付を受ける人は、自分名義の預金通帳

※収支内訳書と医療費控除の明細書はあらかじめ

　ご自身で作成をお願いします。

◇◇◇武雄税務署からのお知らせ◇◇◇

税務署等の閉庁日対応【佐賀税務署】

•２月 20 日（日）　•２月 27 日（日）

　令和３年分の確定申告会場は、２月７日～３月１５日（消費税は３月３１日）まで、武雄税務署に開設します。

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

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

　申告受付　２月７日（月）～３月 15 日（火）　※消費税３月 31 日まで

　申告会場　武雄税務署会議室（武雄市役所庁舎５階）

　武雄税務署　☎０９５４（２３）２１２７詳しくは

■確定申告会場へは“入場整理券”が必要です
　入場整理券は、当日会場で配付しますが、ＬＩＮＥアプリでも事前

発行ができます。入場の際は、日時を記載した入場整理券または日時

を表示したＬＩＮＥ画面の提示をお願いします。

　また、指定された入場時間内の来場をお願いします。

当日会場で配布

（当日のみ有効）

ＬＩＮＥアプリによる事前発行

２～10日先までの事前発行可能
国税庁ＬＩＮＥ公式アカウントを友だち追加

もしくは

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

入場整理券
の配布方法

□自宅からも申告できます！
　市役所での申告相談は、例年大変混雑し、お待たせする場合もあります。

　確定申告や住民税申告は、パソコンやスマートフォンを使って申告書を作成することができ、

待ち時間なく、お好きな時間に申告できるため、とても便利です。

　感染症拡大防止の観点からも、ぜひパソコンやスマートフォンによる申告をご利用ください。

【確定申告の場合】※所得税の納付や還付がある人

① 国税庁ホームページにアクセス（右記の二次元コード）

② 送信方法を選択

　（1）マイナンバーカード方式（電子送信）

　（2）ID・パスワード方式　　（電子送信）

　（3）印刷して提出

③ 画面の案内に従って金額などを入力

④ 電子送信または印刷して武雄税務署へ郵送

  （申告期間内であれば市役所税務課窓口へ提出も可能です）

【住民税申告の場合】※所得税の納付や還付がない人、

　　　　　　　　　　　収入が無かった人など

① 鹿島市ホームページにアクセス

  （『鹿島市　申告書作成』で検索 ）

② 画面の案内に従って金額などを入力

③ 申告書を印刷し、市役所税務課窓口に提出または郵送

 （電子送信はできません）

☝スマホ申告はコチラ
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□申告しないと…
　申告が必要な人が申告をしていないと、所得税では延滞税や加算税などが課せられます。

　それ以外でも、国民健康保険税の軽減措置の適用や公営住宅入居・事業資金の融資などに必要な所得証明書などの発行がで

きない場合があるので、ご注意ください。

　２月１６日（水）から３月１５日（火）まで、令和３年分所得税の確定申告および令和４年度市県民税申告の

受け付けを行います。申告が必要な人は受付期間内に申告をお願いします。

　申告する必要があるか不明な場合は、世帯配布している『申告のお知らせ』をご確認ください。

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

⦿市県民税申告書とお知らせを世帯に１部ずつ送付しています。詳しくは『申告のお知らせ』をご覧ください。

　なお、追加で必要な場合は、税務課または地区公民館に用意しています。

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

申告は正しくお早めに！３月15日まで

　税務課課税係　☎０９５４（６３）２１１８詳しくは

□申告に必要なものは？　申告内容に合わせてご準備ください。

【収入が分かる書類】

・営業や農業、不動産所得がある人は収支内訳書（※）

　および帳簿、領収書など

・源泉徴収票（給与、年金）、支払調書、配当、

　個人年金など収入金額が分かるもの

【控除に必要な書類】

・社会保険料の控除証明書または領収書

・生命保険料、地震保険料などの控除証明書

・医療費控除の明細書（※）

・雑損、寄附金などの控除がある人は、その領収書

　または証明書

・各種障害者手帳または障害者控除対象者認定書など

□鹿島市申告相談日程

鹿島市役所５階大会議室　［全地区対象］会　　場

❖各地区公民館での申告相談は行いませんのでご注意ください。

①番号札配布や電話予約の際は、あらかじめ相談希望日を決めておいてください。

②電話予約の人には、当日会場で番号札をお渡しします。

③事前配布で定員に達しなかった残りの番号札は、当日８時３０分に会場前に設置します。

④番号札配布状況は市ホームページに掲載します。

日程・番号札配布 申告相談には受付番号札が必要です。番号札は事前に配布（受付）します。

３月相談分のみ電話予約が可能です。２月20日（日）を含め、土日の配布・予約はできません。

申告相談日（平日のみ）

２月 16 日～ 28 日

受付時間

９時～ 15 時

９時～ 15 時

９時～ 12 時

定員／日

150 人

150 人

80 人

○（可）

○（可）

○（可）

電話予約

×（不可）

○（可）　

×（不可）

３月  １日～ 15 日

２月 20 日（日曜受付）

窓口配布

受付番号札

事前配布・予約

《窓口での番号札配布》（全日程分） 《電話での予約》（３月１日～15日相談分）

期　間　　２月２日（水）～相談日前日

時　間　　８時 30 分～ 17 時 15 分（平日）

場　所　　鹿島市役所　税務課窓口

期　間　　２月 16 日（水）～相談日前日

時　間　　８時 30 分～ 17 時 15 分（平日）

電話番号　　☎０９５４（６３）２１１８

相談受付状況案内

相談受付の進行状況を、自動音声でお知らせします。

→ ☎０５０（３１８８）０５７６　※通話料がかかります

【その他必要なもの】

・マイナンバーカードまたは通知カード

（通知カードの場合は運転免許証等の本人確認書類）

・所得税の還付を受ける人は、自分名義の預金通帳

※収支内訳書と医療費控除の明細書はあらかじめ

　ご自身で作成をお願いします。

◇◇◇武雄税務署からのお知らせ◇◇◇

税務署等の閉庁日対応【佐賀税務署】

•２月 20 日（日）　•２月 27 日（日）

　令和３年分の確定申告会場は、２月７日～３月１５日（消費税は３月３１日）まで、武雄税務署に開設します。

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

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

　申告受付　２月７日（月）～３月 15 日（火）　※消費税３月 31 日まで

　申告会場　武雄税務署会議室（武雄市役所庁舎５階）

　武雄税務署　☎０９５４（２３）２１２７詳しくは

■確定申告会場へは“入場整理券”が必要です
　入場整理券は、当日会場で配付しますが、ＬＩＮＥアプリでも事前

発行ができます。入場の際は、日時を記載した入場整理券または日時

を表示したＬＩＮＥ画面の提示をお願いします。

　また、指定された入場時間内の来場をお願いします。

当日会場で配布

（当日のみ有効）

ＬＩＮＥアプリによる事前発行

２～10日先までの事前発行可能
国税庁ＬＩＮＥ公式アカウントを友だち追加

もしくは

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

入場整理券
の配布方法

□自宅からも申告できます！
　市役所での申告相談は、例年大変混雑し、お待たせする場合もあります。

　確定申告や住民税申告は、パソコンやスマートフォンを使って申告書を作成することができ、

待ち時間なく、お好きな時間に申告できるため、とても便利です。

　感染症拡大防止の観点からも、ぜひパソコンやスマートフォンによる申告をご利用ください。

【確定申告の場合】※所得税の納付や還付がある人

① 国税庁ホームページにアクセス（右記の二次元コード）

② 送信方法を選択

　（1）マイナンバーカード方式（電子送信）

　（2）ID・パスワード方式　　（電子送信）

　（3）印刷して提出

③ 画面の案内に従って金額などを入力

④ 電子送信または印刷して武雄税務署へ郵送

  （申告期間内であれば市役所税務課窓口へ提出も可能です）

【住民税申告の場合】※所得税の納付や還付がない人、

　　　　　　　　　　　収入が無かった人など

① 鹿島市ホームページにアクセス

  （『鹿島市　申告書作成』で検索 ）

② 画面の案内に従って金額などを入力

③ 申告書を印刷し、市役所税務課窓口に提出または郵送

 （電子送信はできません）

☝スマホ申告はコチラ
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小中学生人権作文・標語・
　　ポスターコンクール
－　特選作品の紹介　－
　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

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

令和３年度令和３年度

　しょうがいのある人たちは、日じょ

うせい活を、どのような道ぐをつかっ

てどのようにおくっているのでしょう

か。とくに、わたしは、車いすにのっ

たことがないので、どうやってうごか

すのとか、進み方がわかりません。だ

から、車いすをつかって、スポーツを

するパラリンピックのせんしゅは、と

ても、すごくてかっこいいと思います。

　わたしは、国語で「パラリンピック

が目指すもの」を学習しました。そこ

で、しょうがい者をささえる犬や、ス

ポーツドクター、ボランティアさん、

家ぞく、友だちがいると、気づきまし

た。いままで、わたしは、体のふじゆ

うな人は、スポーツができないと思っ

ていたけど、スポーツができるという

ことと、しょうがいのない人と、ほと

んどかわらない生活、しょくじ、日

じょう生活とかは、すべて、しょうが

いのない人とおなじ生活をしていると

気づきました。

　わたしが、パラリンピックのきょう

ぎで、一番すごいと思ったきょうぎは、

アーチェリーです。その理由は、手が

かたほうしかないせんしゅは、口と足

を使って、ゆみをうちます。しょうが

いのない人たちからしてみたら、ぜっ

たいできない、すごすぎる、と思った

り、オリンピックのせんしゅにもでき

ない、とてもすごいことだと思いまし

た。それに、手がかたほうしかないか

らこそできたわざや、がんばり、それ

をさべつしたりせず、それを、その人

の生まれもったこせいだから、と気づ

きました。ほかにも、水泳や、りく

じょうも、かた手がなかったり、かた

足がなかったりしてもできるんだと気

づきました。

　わたしは、パラリンピックで活やく

するせん手を見て、ふつうの人よりた

くさんのリハビリや、れんしゅう、人

一ばいのくろうを乗りこえて、気もち

にうちかつゆう気が、その人をつよく

したんだと思います。なぜなら、しょ

うがいがあっても、自分の気もちとむ

きあうことがたいせつ、しょうがいは

こせいなんだと、気づいたからです。

　わたしは、体のふじゆうな人を大変

だなあと思っていたけど、今は、人一

ばい、くろうをしていたり、しょうが

いをみとめてもらえなかったり、いろ

いろとどりょくをしていたりしている

ことと、パラリンピックにでてるしょ

うがい者の人たちは、きついとっくん

をつんで、やっとしあいにでれるくら

いがんばって、いろいろな人にゆうき

や、きぼう、ゆめ、かんどうをあたえ

てくれるとくべつのこせいをもった人

たちともういちど考えなおしました。

　わたしは、たくさん気づいたことを

これからの生活にいかしていきたいで

す。しょうがいがある人でも、みんな

おなじように生活をして、楽しくすご

していけたらいいと思います。

みんな同じ

岩永　杏菜
（七浦小３年）

　ぼくのひいおじいちゃんは、てんご

くへいきました。みんなが、たくさん

たくさんないて、ぼくもとってもかな

しかったです。

　ひいおじいちゃんは、いつもぼくの

なまえをうれしそうによんで、たくさ

んあそんでくれました。そんなひいお

じいちゃんのことが、だいすきでした。

　ひいおじいちゃんとおわかれしたと

きに、おかあさんが、ぼくにいいまし

た。

　「しぬということは、またあいたい

とおもっても、もうぜったいにあうこ

とができないことだよ。とてもかなし

くて、こんなにもさみしいことだから、

しぬとかしねということばをかんたん

に、いってはいけません。かぞくにも、

おともだちにも、みんなにいってはい

けないことばだよ。こころがいたくて、

なみだがとまらないことばなんだ

よ。」

　だからもしも、ぼくのおともだちが

いっていたり、おとながいったときは、

だめだよ、いけないよとおしえようと

おもいました。

　ひいおじいちゃん、６ねんかん、ぼ

くといっしょにあそんでくれてありが

とう。もっといろんなところにいきた

かったね。でも、ひいおじいちゃんが、

おそらのうえのてんごくで、ぼくのこ

とをこれからもずっとみてくれている

から、ぼくもがんばります。ひいおじ

いちゃんが、さいごにぼくたちにおし

えてくれたこと、いのちはいちばんた

いせつだということ。ぼくはぜったい

にわすれません。

しということば

山口　航輝
（浜小１年）

□人権作文

　市では、毎年１２月４日～１０日の『人権週間』にお

ける啓発活動の取り組みとして、市内小中学生を対象に、

人権作文・標語・ポスターの募集を行っています。

　今年も人権や心の大切さなどを表現した作品がたくさ

ん寄せられました。それぞれの優秀作品を紹介します。

　作品をもとに、ご家庭でも家族一緒に人権について話

し合いの場をもっていただければと思います。

　人権・同和対策課　☎０９５４（６３）２１２６詳しくは

　わたしは、体の不自由な人のことを

かわいそうとも思えなくて何とも思え

ませんでした。理由は、その人はその

生活があたり前になっているからです。

とくにわたしはテレビで「こえの形」

というえい画を見たことがあります。

えい画に出てきた女の子は耳が聞こえ

ないせいでいじめをうけていました。

　わたしは、国語で「パラリンピック

が目指すもの」を学習しました。そこ

で体の不自由な人でもくふうしてたす

け合えば何にでも、チャレンジできる

ことがふえることに気づきました。理

由は、たすけ合ったら一人じゃないか

らです。

　わたしがパラリンピックのきょうぎ

の中で一番すごいと思ったものは、

アーチェリーです。理由は、足と手を

うまく使って、きょうぎをしていたか

らです。

　わたしは、パラリンピックで活やく

するせん手を見て、オリンピックに出

場するせん手たちみたいにふつうには

できないけど、くふうすることでその

きょうぎができるということを知りま

した。体がふ自由でも、スポーツがで

きるように、道具を使ったり、ルール

をくふうさえすれば、みんなが楽しむ

ことができると思いました。

　わたしは、体の不自由な人をかわい

そうと思えなくて何とも思えないと

思っていました。だけど今は、かわい

そうじゃなくてすごいと思います。こ

れから、わたしは体の不自由な人と友

だちになったり知り合いになったりし

たときもさべつをしないでなかよく楽

しくすごしていきたいなと思います。

わたしの気持ちがかわった

光武　一姫
（七浦小３年）

　わたしのお兄ちゃんは、小学校六年

生、ちょっと変わっています。

　好きなことは、絵をかくことと工作

を作ることです。最近は、本を作るこ

とにはまっています。しょう来のゆめ

は、まん画家です。

　えいた兄ちゃんは、きそく正しい生

活をしています。お風呂は、いつも決

まった時間に一番に入るし、テレビや

遊びも八時半になるとすぐにやめて、

ベッドに行きます。

　お気に入りは、リラックマとピカ

チュウの小さなぬいぐるみで、

「くまくま。」

と高い声をだして遊んでいます。その

様子は、あまりにインパクトが強いの

で、最近、わたしにもそのくせがう

つってきました。

　お兄ちゃんは、不器用です。ご飯を

食べるとき、まだ、こぼすことがある

ので、見ていてちょっと心配です。で

も、おじいちゃんの法事で二年ぶりに

会ったとしちゃん（わたしのおじ）が、

「えいたくん、はしの使い方が上手に

なったね。」

と、ほめてくれました。わたしは、毎

日一緒にいるから、気づかなかったけ

ど、そういえば、はしの使い方が上手

に な っ た よ う に 思 い ま す 。 昔 は 、

フォークや手で食べていたので、上手

になったと感心しました。

　えいた兄ちゃんが、今、がんばって

いることは、自分でかさをさすことで

す。わたしとちがって、雨の日も晴れ

の日も、学校まで車で送ってもらって

いるから、かさをさせなくてもいいと

思っていました。でも、大人になって

生活するときに困るからとお母さんが、

練習をさせていました。最初は、かさ

をさすときにボタンをおすのがこわい

と言って、できていませんでした。で

も、一回かさをさすごとに、一ポイン

トたまり、十ポイントたまったら、大

好きなバスボールのごほうびを買って

もらえるという作戦で、雨の日に、か

さをさすことをこわがらずにがんばれ

ました。でも、この前は、車の中でも

うかさが開いてしまい、外に出られず、

お兄ちゃんが困っていたらしいです。

わたしなら、車の外に出てかさをさせ

ばいいと思うけど、わたしがかんたん

にできることも、お兄ちゃんにとって

はむずかしいんだなと思いました。

　お兄ちゃんを手伝ってあげれば、う

まくいくけど、いつもわたしたち家族

がそばにいるわけではありません。だ

から、お兄ちゃんが1人でもできるよう

に、自分でできそうなことはがんばっ

てほしいなと思います。ただ、時間が

かかるので、できるまでは、少しずつ

教えたりして助けてあげることで、で

きることをふやしていってほしいです。

わたしのお兄ちゃん

千々岩　怜奈　
（明倫小４年）
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　しょうがいのある人たちは、日じょ

うせい活を、どのような道ぐをつかっ

てどのようにおくっているのでしょう

か。とくに、わたしは、車いすにのっ

たことがないので、どうやってうごか

すのとか、進み方がわかりません。だ

から、車いすをつかって、スポーツを

するパラリンピックのせんしゅは、と

ても、すごくてかっこいいと思います。

　わたしは、国語で「パラリンピック

が目指すもの」を学習しました。そこ

で、しょうがい者をささえる犬や、ス

ポーツドクター、ボランティアさん、

家ぞく、友だちがいると、気づきまし

た。いままで、わたしは、体のふじゆ

うな人は、スポーツができないと思っ

ていたけど、スポーツができるという

ことと、しょうがいのない人と、ほと

んどかわらない生活、しょくじ、日

じょう生活とかは、すべて、しょうが

いのない人とおなじ生活をしていると

気づきました。

　わたしが、パラリンピックのきょう

ぎで、一番すごいと思ったきょうぎは、

アーチェリーです。その理由は、手が

かたほうしかないせんしゅは、口と足

を使って、ゆみをうちます。しょうが

いのない人たちからしてみたら、ぜっ

たいできない、すごすぎる、と思った

り、オリンピックのせんしゅにもでき

ない、とてもすごいことだと思いまし

た。それに、手がかたほうしかないか

らこそできたわざや、がんばり、それ

をさべつしたりせず、それを、その人

の生まれもったこせいだから、と気づ

きました。ほかにも、水泳や、りく

じょうも、かた手がなかったり、かた

足がなかったりしてもできるんだと気

づきました。

　わたしは、パラリンピックで活やく

するせん手を見て、ふつうの人よりた

くさんのリハビリや、れんしゅう、人

一ばいのくろうを乗りこえて、気もち

にうちかつゆう気が、その人をつよく

したんだと思います。なぜなら、しょ

うがいがあっても、自分の気もちとむ

きあうことがたいせつ、しょうがいは

こせいなんだと、気づいたからです。

　わたしは、体のふじゆうな人を大変

だなあと思っていたけど、今は、人一

ばい、くろうをしていたり、しょうが

いをみとめてもらえなかったり、いろ

いろとどりょくをしていたりしている

ことと、パラリンピックにでてるしょ

うがい者の人たちは、きついとっくん

をつんで、やっとしあいにでれるくら

いがんばって、いろいろな人にゆうき

や、きぼう、ゆめ、かんどうをあたえ

てくれるとくべつのこせいをもった人

たちともういちど考えなおしました。

　わたしは、たくさん気づいたことを

これからの生活にいかしていきたいで

す。しょうがいがある人でも、みんな

おなじように生活をして、楽しくすご

していけたらいいと思います。

みんな同じ

岩永　杏菜
（七浦小３年）

　ぼくのひいおじいちゃんは、てんご

くへいきました。みんなが、たくさん

たくさんないて、ぼくもとってもかな

しかったです。

　ひいおじいちゃんは、いつもぼくの

なまえをうれしそうによんで、たくさ

んあそんでくれました。そんなひいお

じいちゃんのことが、だいすきでした。

　ひいおじいちゃんとおわかれしたと

きに、おかあさんが、ぼくにいいまし

た。

　「しぬということは、またあいたい

とおもっても、もうぜったいにあうこ

とができないことだよ。とてもかなし

くて、こんなにもさみしいことだから、

しぬとかしねということばをかんたん

に、いってはいけません。かぞくにも、

おともだちにも、みんなにいってはい

けないことばだよ。こころがいたくて、

なみだがとまらないことばなんだ

よ。」

　だからもしも、ぼくのおともだちが

いっていたり、おとながいったときは、

だめだよ、いけないよとおしえようと

おもいました。

　ひいおじいちゃん、６ねんかん、ぼ

くといっしょにあそんでくれてありが

とう。もっといろんなところにいきた

かったね。でも、ひいおじいちゃんが、

おそらのうえのてんごくで、ぼくのこ

とをこれからもずっとみてくれている

から、ぼくもがんばります。ひいおじ

いちゃんが、さいごにぼくたちにおし

えてくれたこと、いのちはいちばんた

いせつだということ。ぼくはぜったい

にわすれません。

しということば

山口　航輝
（浜小１年）

□人権作文

　市では、毎年１２月４日～１０日の『人権週間』にお

ける啓発活動の取り組みとして、市内小中学生を対象に、

人権作文・標語・ポスターの募集を行っています。

　今年も人権や心の大切さなどを表現した作品がたくさ

ん寄せられました。それぞれの優秀作品を紹介します。

　作品をもとに、ご家庭でも家族一緒に人権について話

し合いの場をもっていただければと思います。

　人権・同和対策課　☎０９５４（６３）２１２６詳しくは

　わたしは、体の不自由な人のことを

かわいそうとも思えなくて何とも思え

ませんでした。理由は、その人はその

生活があたり前になっているからです。

とくにわたしはテレビで「こえの形」

というえい画を見たことがあります。

えい画に出てきた女の子は耳が聞こえ

ないせいでいじめをうけていました。

　わたしは、国語で「パラリンピック

が目指すもの」を学習しました。そこ

で体の不自由な人でもくふうしてたす

け合えば何にでも、チャレンジできる

ことがふえることに気づきました。理

由は、たすけ合ったら一人じゃないか

らです。

　わたしがパラリンピックのきょうぎ

の中で一番すごいと思ったものは、

アーチェリーです。理由は、足と手を

うまく使って、きょうぎをしていたか

らです。

　わたしは、パラリンピックで活やく

するせん手を見て、オリンピックに出

場するせん手たちみたいにふつうには

できないけど、くふうすることでその

きょうぎができるということを知りま

した。体がふ自由でも、スポーツがで

きるように、道具を使ったり、ルール

をくふうさえすれば、みんなが楽しむ

ことができると思いました。

　わたしは、体の不自由な人をかわい

そうと思えなくて何とも思えないと

思っていました。だけど今は、かわい

そうじゃなくてすごいと思います。こ

れから、わたしは体の不自由な人と友

だちになったり知り合いになったりし

たときもさべつをしないでなかよく楽

しくすごしていきたいなと思います。

わたしの気持ちがかわった

光武　一姫
（七浦小３年）

　わたしのお兄ちゃんは、小学校六年

生、ちょっと変わっています。

　好きなことは、絵をかくことと工作

を作ることです。最近は、本を作るこ

とにはまっています。しょう来のゆめ

は、まん画家です。

　えいた兄ちゃんは、きそく正しい生

活をしています。お風呂は、いつも決

まった時間に一番に入るし、テレビや

遊びも八時半になるとすぐにやめて、

ベッドに行きます。

　お気に入りは、リラックマとピカ

チュウの小さなぬいぐるみで、

「くまくま。」

と高い声をだして遊んでいます。その

様子は、あまりにインパクトが強いの

で、最近、わたしにもそのくせがう

つってきました。

　お兄ちゃんは、不器用です。ご飯を

食べるとき、まだ、こぼすことがある

ので、見ていてちょっと心配です。で

も、おじいちゃんの法事で二年ぶりに

会ったとしちゃん（わたしのおじ）が、

「えいたくん、はしの使い方が上手に

なったね。」

と、ほめてくれました。わたしは、毎

日一緒にいるから、気づかなかったけ

ど、そういえば、はしの使い方が上手

に な っ た よ う に 思 い ま す 。 昔 は 、

フォークや手で食べていたので、上手

になったと感心しました。

　えいた兄ちゃんが、今、がんばって

いることは、自分でかさをさすことで

す。わたしとちがって、雨の日も晴れ

の日も、学校まで車で送ってもらって

いるから、かさをさせなくてもいいと

思っていました。でも、大人になって

生活するときに困るからとお母さんが、

練習をさせていました。最初は、かさ

をさすときにボタンをおすのがこわい

と言って、できていませんでした。で

も、一回かさをさすごとに、一ポイン

トたまり、十ポイントたまったら、大

好きなバスボールのごほうびを買って

もらえるという作戦で、雨の日に、か

さをさすことをこわがらずにがんばれ

ました。でも、この前は、車の中でも

うかさが開いてしまい、外に出られず、

お兄ちゃんが困っていたらしいです。

わたしなら、車の外に出てかさをさせ

ばいいと思うけど、わたしがかんたん

にできることも、お兄ちゃんにとって

はむずかしいんだなと思いました。

　お兄ちゃんを手伝ってあげれば、う

まくいくけど、いつもわたしたち家族

がそばにいるわけではありません。だ

から、お兄ちゃんが1人でもできるよう

に、自分でできそうなことはがんばっ

てほしいなと思います。ただ、時間が

かかるので、できるまでは、少しずつ

教えたりして助けてあげることで、で

きることをふやしていってほしいです。

わたしのお兄ちゃん

千々岩　怜奈　
（明倫小４年）
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　ぼくは、友だちが大好きです。いてく

れるだけで、元気が出ます。なぜかとい

うと、みんなが自分のことを気にかけて

くれるからです。

「虎琉！」　　　　

と、どんな時も笑顔で声をかけてくれる

からです。みんなが声をかけてくれると、

今日もがんばろうと思うことができます。

　だから、時々けんかがあっても、仲直

りをして友だちを大切にしています。

　ぼくは、小学校最後の運動会で、思い

切って応援リーダーに立こうほしました。

しかも副団長になりました。今までの自

分なら、応援リーダーになろうなんて、

思えなかったでしょう。でも、最後の運

動会で、

「ぼくは、くいのないように、がんばっ

たぞ。友だちと一緒に最後までやりきっ

た。」

と思えるようにしたくて、副団長も引き

受けました。

　でも、人の前に立って話すなんてした

ことがなかったので、最初は声もぜんぜ

ん出ませんでした。どんな風に下級生を

リードしていっていいかも分からず、お

どおどしてしまうばかりでした。けれど、

同じリーダーと仲間が、大きな声を出し

ているのを見て、

「自分だって、やってみるぞ！」

と、自分もつられて大きな声が出せるよ

うになったのです。

　その時に、気づいたことがあります。

友だちがいると、自分の気持ちも強くな

るんだということです。そして、勇気も

出てくるということです。そのことに気

づいたので、ぼくも、さらに大きな声を

出すようにしました。そうすれば、ぼく

のことを見た他の友だちも勇気が出て、

さらに大きな声を出せる人が増えると

思ったからです。この気付きは、当たっ

ていて、本当に白組全体の声も大きく

なったのです。だから、自分だけじゃ小

さな力だけど、友だちがいることで、大

きな力になるんだということが分かりま

した。そのことが分かった運動会は、自

分にとってとても大きな成長につながり

ました。

　そのことは、運動会だけではなく、ふ

だんの生活でも言えるなと思います。

　授業で、分からない時、友だちが一生

懸命頑張っていると思えば、自分もあき

らめないで取り組めます。それに、

「大丈夫？分かる？」

と、声をかけてくれることで、嬉しく

なって学習にもやる気がでます。

　今の自分には、友だちがいてくれるこ

とがとても大きいです。これからは、そ

んな思いに他の友だちもなってくれるよ

うに、自分も声をかけたり、友だちを元

気づける存在になっていきたいです。

友だちの力

大島　虎琉
（七浦小６年）

　私は、学校のポスターで同和問題、部

落差別について知りました。

　部落差別について調べていると、昔か

らの身分による差別が根強く残っている

という事を知りました。

　私は、とても驚きました。

　昔にあった理不尽な身分による差別を、

今も続けている人がいるのかと、とても

悲しくなりました。

　その人達は小学校で、歴史を学んでこ

なかったのかなと思いました。

　この部落差別と言う行為は、その人達

の人権をふみにじる最低な行為です。

　差別をしている人達は、自分が差別さ

れている人だったらという考えにいたら

ないのでしょうか？

　みんなと同じように生きているのに、

部落だからという理由で、差別的な発言

をされたり、就職や職場で不利な扱いを

受ける、そんな事をされたら、誰だって

悲しいし、この差別をおかしいと思える。

　ですが、現実にはそこまで考えがいた

らず心ない発言、行動をとってしまう人

達がいる。

　私は将来、そのような行動、言動をし

ないし、やめようと言える立派な大人に

なりたいと、部落差別、同和問題につい

て調べている時にそう思いました。

　昔からの根強い差別がなくならないの

は、きっと人は誰かを下に見て自分を安

心させる安心材料がほしいのだろうなと

思いました。

　ですが、誰かを下に見るのではなく、

おたがいに良い所をほめ合い、おたがい

に安心して暮らすことのできる温かい社

会になっていってほしいなと思いました。

　人が集団で暮らす理由は、おたがいの

短所をおぎないあえるから。

　だから人は一人では生きていくことが

できないと聞いたことがあります。

　だからこそ、人をけなしあうのではな

く、人をほめあって生きていってほしい

なと思いました。

　差別をされた人は、言われた言葉、さ

れた行為は忘れることはないと思います

が、差別をしている人達、していた人達

は、今すぐ差別をやめ、差別をされてい

る人達の思いについて一度考えてほしい

と思いました。

　部落差別が、一刻もはやく無くなり、

次の世代の人達には、「こういうことが

あったんだよ、差別はだめだよね。」と、

差別がなくなり、差別はだめだよという

事を強く伝えていける世の中になるべき

だなと思いました。

部落差別、やめませんか？

堤　由衣
（西部中１年）

　「好きになるのは、女性？男性？」そう

聞かれれば、大半の人は異性を答えると思

います。ですが、中には「自分は同性の人

がいい。」「どっちもあり。」と答える人

はいると思います。でも、もしそれでから

かわれたり引かれたりしたらどうしようと

不安になり言うことができない人もいると

思います。

　私は、よくゲームやアニメを見たりする

のですが、その中でも「この子好き」いわ

ゆる『推し』は兄の影響もあり『女性キャ

ラ』が大半です。でも、私の周りの人は

『男性キャラ』が好きで、

「女の私が女の子とかを好きなのは変なの

かな。」

と思ってしまったりすることもありました。

　実際に、そのせいで話についていけなく

て、おいていかれたりしたこともあったの

で、女の人が女の人を好きなのは、ずれて

るのかなと思うことが多くなりました。そ

れでも、私の友達は、

「ああ、たしかにカワイイ！いいと思

う！」

などと優しい言葉をかけてくれるので、不

安だった気持ちも晴れてきました。

　そんな中、私は、『ＬＧＢＴ』という言

葉を知りました。これは、「Ｌ」はレズビ

アンで女性同性愛者、「Ｇ」はゲイで男性

同性愛者、「Ｂ」はバイセクシュアルで両

性愛者、「Ｔ」はトランスジェンダーで心

と身体の性が一致しない人という意味です。

そして、兄の知りあいに『ＬＧＢＴ』にあ

てはまる方がいると聞いたので、五つ質問

させていただきました。

　まず、Ｙさんは『ＬＧＢＴ』の『Ｇ』に

あてはまる方でした。

　二つ目に、『Ｇ』だと分かったときどう

感じたかという質問に対して、

　「最初は、自分が女の子を好きになれな

い理由がわかってホッとした。」

　三つ目に、生活に支障がでることはあっ

たかという質問に対して、

　「友達や先生と恋人の話になると困る。

彼女いないのって聞かれると、彼氏がいた

としてもいないって嘘つくか彼女いるよっ

て嘘つくことになるから困る。」や「親に

恋人を紹介できない。」、「結婚願望があ

るが、できないという事実に困る。」、

「外で手を繋いだりできない。」、「単純

に恋愛対象になり得る人が少ない。」など、

私が体験したことのない、『生活への支

障』がこんなにあって驚きました。

　四つ目に、周りの人に話す時はどんな気

持ちだったかという質問に対して、

「最初は、すごくドキドキしたけど今は少

し慣れてきた。しかし、それを自分が言う

ことによって、相手が困るのではないかと

考えるため、今でも言い出しづらい。」

と答えてくださいました。

　実際に、質問を通して、Ｙさんだけでな

く他にＧにあてはまる方やＬにあてはまる

方も同じような不安な思いや淋しい思いを

していらっしゃる方が多くいるのではない

かと感じました。そして、なぜこのような

思いを持つ人がいるのかと考えました。そ

こで私は、これは、『人の思いこみ』が関

係していると考えました。例えば、「この

人は女性だから好きな人は男性だろう。」

と仮定してしまうから彼氏いる？と聞かれ

たときに対応できなくなり、本当の事を

言ったときの反応に不安がってしまうんだ

と思います。だから、この場合、「付き

合ってる人はいる？」と聞くのがいいと思

います。

　そして、もう一つ。思いこみがなくなれ

ば人に自分がＬＧＢＴだと話すときもずっ

と楽に話せると思います。

　それでも、ＬＧＢＴで差別する人や偏見

を捨てきれない人もいると思います。そん

な時は、『もし、自分がそうだったら』と

想像すると良いと思います。自分が何を言

われたら嫌なのか考えれば、傷つく人が減

るのではないかと考えます。

　自分の経験もあり、ＬＧＢＴや自分がＬ

ＧＢＴだと不安と考える人がいることを知

り、そこから自分の考えを深めることがで

きました。でも、だからといって、優遇し

すぎるのもよくないと思います。人は十人

十色であり、みんな平等であることをしっ

かり心に留めて生活をしていきたいです。

　そして、これからは、聞いた話や自分の

経験も含め、人と人は、同じところも違う

ところもあり、違うことで苦しむ人がいる

ということ、自分がもしそうなったらどう

なるか考え、他の人の意見を尊重すること、

みんな平等にすることを頭に入れて進んで

いきたいなと思いました。そして、もっと

ＬＧＢＴなどのくわしい本なども読んで考

えを深めていきたいなと思いました。

好きになるのは女性ですか男性ですか

川崎　里桜
（西部中１年）

　「さべつ」・・・・言葉で言うのは簡

単なのに、どうしてこの言葉はなくなら

ないのでしょうか。そしてなぜ人は「さ

べつ」をしてしまうのでしょうか。

　「新型コロナウイルス」、みなさんは、

もううんざりするほどこの言葉をテレビ

などで耳にしたことがあると思います。

毎日のように、流れてくるコロナに関す

る情報。そして増え続ける感染者数。

「もう疲れた」「どうしようもない」正

直そう思っている方がほとんどだと思い

ます。私もその中の一人です。そして、

このウイルスは私達を散々苦しめ、困ら

せ、それなのに、どこかへ消えてなくな

る気配は全くありません。本当に、たち

が悪いです。

　皆さんは、「新型コロナウイルスが差

別や偏見の原因になっていることを知っ

ていますか？」私はテレビでこんな

ニュースを見ました。それは、「医療従

事者への差別や偏見、また、ワクチン接

種」についてです。私はこのニュースを

見て疑問に思い、そして悲しくなりまし

た。差別や偏見をしている人達に聞きた

いです。「もし、あなたがコロナウイル

スに感染したら、誰に助けてもらうつも

りですか？」と。差別をしている人達は、

正義だか何だか知りませんが、自分のこ

としか考えていないのです。だから、そ

ういうことをしてしまうのです。学校の

先生から、親から、友達から習いません

でしたか？「人を傷つけることは決して

してはいけない」と。医療従事者の方々

は、見えないウイルスによる恐怖や不安

の中で日々戦っているのです。本当にす

ごいなと私は思います。そして、そのウ

イルスに効くのがワクチンです。でも、

このワクチン接種について問題がありま

す。ここでも差別がおこってしまうので

す。ワクチンを打てる人打てない人、人

はそれぞれ体調や体質が違います。その

ワクチンが体質に合わなかったら打つこ

とはできません。するとワクチンを打っ

ていないから危ない、来るなといった差

別がおこってしまうのです。ワクチンを

打ちたいけど打てない。早く打てよ。こ

の二つの気持ちがぶつかり合い、起こる

差別・・・悲しいです。そして私は、こ

んな話も聞きました。とある男の子Ａ君

の母は、看護師として働いていました。

Ａ君は近所にある保育園に毎朝、母と登

校していきます。母が周りのお母さんた

ちに、「おはようございます。」と挨拶

をすると、お母さんたちは顔をじろじろ

と見合わせ、しらっとした態度で離れて

行ったそうです。そしてＡ君はというと、

保育園の中で孤立していました。原因は

お母さんたちの影響がそのまま子どもへ

と伝わっていたからだそうです。私は、

この話を聞いて、胸がしめつけられ、息

苦しさを感じました。なぜ人を助ける仕

事が周りから悪く思われるのか。なぜ人

は、間違いに、なかなか気づけないのか。

「なぜ」「なぜ」「なぜ・・・・」考え

れば考えるほど出てくるなぜ。そして、

この「なぜ」は解決するのが難しいです。

コロナが流行したことで、ぶつかる壁が

多くなった気がします。経済、政治、感

染対策、人々のくらし・・・・それに

よって引き起こされる差別や偏見。私は、

人々のくらしの部分で影響を受けました。

例として、東京にいるいとこと、三年も

会えていない。毎年、佐賀まで遊びに来

てくれたのに・・・また、とても楽しみ

にしていた奈良、京都、大阪への修学旅

行が、行き先変更になりました。他にも

家族旅行や中体連、お祭りに体育大会。

これから待っている楽しいことがどんど

ん減っていくような気がします。

　「新型コロナウイルス」このウイルス

に私達が勝つためには、いったいどうす

れば良いのでしょうか。医療が進歩する、

これはもちろんですがそれ以前に、一人

一人の「考動(こうどう)」が鍵になってく

ると思います。テレビで見る映像には、

若者がビールを回し飲みしていたり、マ

スクをつけないで話していたりと目立つ

場面が時々あります。これは「考動」を

意識していない証拠です。考えて動けば、

感染者数もおちつくだろうし、また明る

い輝かしい未来が私達を待っていると思

います。だからもう一度、その行動は正

しいのか、考えてみるべきではないで

しょうか。

「みんなが幸せになるために」

川﨑　望加
（西部中３年）
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　ぼくは、友だちが大好きです。いてく

れるだけで、元気が出ます。なぜかとい

うと、みんなが自分のことを気にかけて

くれるからです。

「虎琉！」　　　　

と、どんな時も笑顔で声をかけてくれる

からです。みんなが声をかけてくれると、

今日もがんばろうと思うことができます。

　だから、時々けんかがあっても、仲直

りをして友だちを大切にしています。

　ぼくは、小学校最後の運動会で、思い

切って応援リーダーに立こうほしました。

しかも副団長になりました。今までの自

分なら、応援リーダーになろうなんて、

思えなかったでしょう。でも、最後の運

動会で、

「ぼくは、くいのないように、がんばっ

たぞ。友だちと一緒に最後までやりきっ

た。」

と思えるようにしたくて、副団長も引き

受けました。

　でも、人の前に立って話すなんてした

ことがなかったので、最初は声もぜんぜ

ん出ませんでした。どんな風に下級生を

リードしていっていいかも分からず、お

どおどしてしまうばかりでした。けれど、

同じリーダーと仲間が、大きな声を出し

ているのを見て、

「自分だって、やってみるぞ！」

と、自分もつられて大きな声が出せるよ

うになったのです。

　その時に、気づいたことがあります。

友だちがいると、自分の気持ちも強くな

るんだということです。そして、勇気も

出てくるということです。そのことに気

づいたので、ぼくも、さらに大きな声を

出すようにしました。そうすれば、ぼく

のことを見た他の友だちも勇気が出て、

さらに大きな声を出せる人が増えると

思ったからです。この気付きは、当たっ

ていて、本当に白組全体の声も大きく

なったのです。だから、自分だけじゃ小

さな力だけど、友だちがいることで、大

きな力になるんだということが分かりま

した。そのことが分かった運動会は、自

分にとってとても大きな成長につながり

ました。

　そのことは、運動会だけではなく、ふ

だんの生活でも言えるなと思います。

　授業で、分からない時、友だちが一生

懸命頑張っていると思えば、自分もあき

らめないで取り組めます。それに、

「大丈夫？分かる？」

と、声をかけてくれることで、嬉しく

なって学習にもやる気がでます。

　今の自分には、友だちがいてくれるこ

とがとても大きいです。これからは、そ

んな思いに他の友だちもなってくれるよ

うに、自分も声をかけたり、友だちを元

気づける存在になっていきたいです。

友だちの力

大島　虎琉
（七浦小６年）

　私は、学校のポスターで同和問題、部

落差別について知りました。

　部落差別について調べていると、昔か

らの身分による差別が根強く残っている

という事を知りました。

　私は、とても驚きました。

　昔にあった理不尽な身分による差別を、

今も続けている人がいるのかと、とても

悲しくなりました。

　その人達は小学校で、歴史を学んでこ

なかったのかなと思いました。

　この部落差別と言う行為は、その人達

の人権をふみにじる最低な行為です。

　差別をしている人達は、自分が差別さ

れている人だったらという考えにいたら

ないのでしょうか？

　みんなと同じように生きているのに、

部落だからという理由で、差別的な発言

をされたり、就職や職場で不利な扱いを

受ける、そんな事をされたら、誰だって

悲しいし、この差別をおかしいと思える。

　ですが、現実にはそこまで考えがいた

らず心ない発言、行動をとってしまう人

達がいる。

　私は将来、そのような行動、言動をし

ないし、やめようと言える立派な大人に

なりたいと、部落差別、同和問題につい

て調べている時にそう思いました。

　昔からの根強い差別がなくならないの

は、きっと人は誰かを下に見て自分を安

心させる安心材料がほしいのだろうなと

思いました。

　ですが、誰かを下に見るのではなく、

おたがいに良い所をほめ合い、おたがい

に安心して暮らすことのできる温かい社

会になっていってほしいなと思いました。

　人が集団で暮らす理由は、おたがいの

短所をおぎないあえるから。

　だから人は一人では生きていくことが

できないと聞いたことがあります。

　だからこそ、人をけなしあうのではな

く、人をほめあって生きていってほしい

なと思いました。

　差別をされた人は、言われた言葉、さ

れた行為は忘れることはないと思います

が、差別をしている人達、していた人達

は、今すぐ差別をやめ、差別をされてい

る人達の思いについて一度考えてほしい

と思いました。

　部落差別が、一刻もはやく無くなり、

次の世代の人達には、「こういうことが

あったんだよ、差別はだめだよね。」と、

差別がなくなり、差別はだめだよという

事を強く伝えていける世の中になるべき

だなと思いました。

部落差別、やめませんか？

堤　由衣
（西部中１年）

　「好きになるのは、女性？男性？」そう

聞かれれば、大半の人は異性を答えると思

います。ですが、中には「自分は同性の人

がいい。」「どっちもあり。」と答える人

はいると思います。でも、もしそれでから

かわれたり引かれたりしたらどうしようと

不安になり言うことができない人もいると

思います。

　私は、よくゲームやアニメを見たりする

のですが、その中でも「この子好き」いわ

ゆる『推し』は兄の影響もあり『女性キャ

ラ』が大半です。でも、私の周りの人は

『男性キャラ』が好きで、

「女の私が女の子とかを好きなのは変なの

かな。」

と思ってしまったりすることもありました。

　実際に、そのせいで話についていけなく

て、おいていかれたりしたこともあったの

で、女の人が女の人を好きなのは、ずれて

るのかなと思うことが多くなりました。そ

れでも、私の友達は、

「ああ、たしかにカワイイ！いいと思

う！」

などと優しい言葉をかけてくれるので、不

安だった気持ちも晴れてきました。

　そんな中、私は、『ＬＧＢＴ』という言

葉を知りました。これは、「Ｌ」はレズビ

アンで女性同性愛者、「Ｇ」はゲイで男性

同性愛者、「Ｂ」はバイセクシュアルで両

性愛者、「Ｔ」はトランスジェンダーで心

と身体の性が一致しない人という意味です。

そして、兄の知りあいに『ＬＧＢＴ』にあ

てはまる方がいると聞いたので、五つ質問

させていただきました。

　まず、Ｙさんは『ＬＧＢＴ』の『Ｇ』に

あてはまる方でした。

　二つ目に、『Ｇ』だと分かったときどう

感じたかという質問に対して、

　「最初は、自分が女の子を好きになれな

い理由がわかってホッとした。」

　三つ目に、生活に支障がでることはあっ

たかという質問に対して、

　「友達や先生と恋人の話になると困る。

彼女いないのって聞かれると、彼氏がいた

としてもいないって嘘つくか彼女いるよっ

て嘘つくことになるから困る。」や「親に

恋人を紹介できない。」、「結婚願望があ

るが、できないという事実に困る。」、

「外で手を繋いだりできない。」、「単純

に恋愛対象になり得る人が少ない。」など、

私が体験したことのない、『生活への支

障』がこんなにあって驚きました。

　四つ目に、周りの人に話す時はどんな気

持ちだったかという質問に対して、

「最初は、すごくドキドキしたけど今は少

し慣れてきた。しかし、それを自分が言う

ことによって、相手が困るのではないかと

考えるため、今でも言い出しづらい。」

と答えてくださいました。

　実際に、質問を通して、Ｙさんだけでな

く他にＧにあてはまる方やＬにあてはまる

方も同じような不安な思いや淋しい思いを

していらっしゃる方が多くいるのではない

かと感じました。そして、なぜこのような

思いを持つ人がいるのかと考えました。そ

こで私は、これは、『人の思いこみ』が関

係していると考えました。例えば、「この

人は女性だから好きな人は男性だろう。」

と仮定してしまうから彼氏いる？と聞かれ

たときに対応できなくなり、本当の事を

言ったときの反応に不安がってしまうんだ

と思います。だから、この場合、「付き

合ってる人はいる？」と聞くのがいいと思

います。

　そして、もう一つ。思いこみがなくなれ

ば人に自分がＬＧＢＴだと話すときもずっ

と楽に話せると思います。

　それでも、ＬＧＢＴで差別する人や偏見

を捨てきれない人もいると思います。そん

な時は、『もし、自分がそうだったら』と

想像すると良いと思います。自分が何を言

われたら嫌なのか考えれば、傷つく人が減

るのではないかと考えます。

　自分の経験もあり、ＬＧＢＴや自分がＬ

ＧＢＴだと不安と考える人がいることを知

り、そこから自分の考えを深めることがで

きました。でも、だからといって、優遇し

すぎるのもよくないと思います。人は十人

十色であり、みんな平等であることをしっ

かり心に留めて生活をしていきたいです。

　そして、これからは、聞いた話や自分の

経験も含め、人と人は、同じところも違う

ところもあり、違うことで苦しむ人がいる

ということ、自分がもしそうなったらどう

なるか考え、他の人の意見を尊重すること、

みんな平等にすることを頭に入れて進んで

いきたいなと思いました。そして、もっと

ＬＧＢＴなどのくわしい本なども読んで考

えを深めていきたいなと思いました。

好きになるのは女性ですか男性ですか

川崎　里桜
（西部中１年）

　「さべつ」・・・・言葉で言うのは簡

単なのに、どうしてこの言葉はなくなら

ないのでしょうか。そしてなぜ人は「さ

べつ」をしてしまうのでしょうか。

　「新型コロナウイルス」、みなさんは、

もううんざりするほどこの言葉をテレビ

などで耳にしたことがあると思います。

毎日のように、流れてくるコロナに関す

る情報。そして増え続ける感染者数。

「もう疲れた」「どうしようもない」正

直そう思っている方がほとんどだと思い

ます。私もその中の一人です。そして、

このウイルスは私達を散々苦しめ、困ら

せ、それなのに、どこかへ消えてなくな

る気配は全くありません。本当に、たち

が悪いです。

　皆さんは、「新型コロナウイルスが差

別や偏見の原因になっていることを知っ

ていますか？」私はテレビでこんな

ニュースを見ました。それは、「医療従

事者への差別や偏見、また、ワクチン接

種」についてです。私はこのニュースを

見て疑問に思い、そして悲しくなりまし

た。差別や偏見をしている人達に聞きた

いです。「もし、あなたがコロナウイル

スに感染したら、誰に助けてもらうつも

りですか？」と。差別をしている人達は、

正義だか何だか知りませんが、自分のこ

としか考えていないのです。だから、そ

ういうことをしてしまうのです。学校の

先生から、親から、友達から習いません

でしたか？「人を傷つけることは決して

してはいけない」と。医療従事者の方々

は、見えないウイルスによる恐怖や不安

の中で日々戦っているのです。本当にす

ごいなと私は思います。そして、そのウ

イルスに効くのがワクチンです。でも、

このワクチン接種について問題がありま

す。ここでも差別がおこってしまうので

す。ワクチンを打てる人打てない人、人

はそれぞれ体調や体質が違います。その

ワクチンが体質に合わなかったら打つこ

とはできません。するとワクチンを打っ

ていないから危ない、来るなといった差

別がおこってしまうのです。ワクチンを

打ちたいけど打てない。早く打てよ。こ

の二つの気持ちがぶつかり合い、起こる

差別・・・悲しいです。そして私は、こ

んな話も聞きました。とある男の子Ａ君

の母は、看護師として働いていました。

Ａ君は近所にある保育園に毎朝、母と登

校していきます。母が周りのお母さんた

ちに、「おはようございます。」と挨拶

をすると、お母さんたちは顔をじろじろ

と見合わせ、しらっとした態度で離れて

行ったそうです。そしてＡ君はというと、

保育園の中で孤立していました。原因は

お母さんたちの影響がそのまま子どもへ

と伝わっていたからだそうです。私は、

この話を聞いて、胸がしめつけられ、息

苦しさを感じました。なぜ人を助ける仕

事が周りから悪く思われるのか。なぜ人

は、間違いに、なかなか気づけないのか。

「なぜ」「なぜ」「なぜ・・・・」考え

れば考えるほど出てくるなぜ。そして、

この「なぜ」は解決するのが難しいです。

コロナが流行したことで、ぶつかる壁が

多くなった気がします。経済、政治、感

染対策、人々のくらし・・・・それに

よって引き起こされる差別や偏見。私は、

人々のくらしの部分で影響を受けました。

例として、東京にいるいとこと、三年も

会えていない。毎年、佐賀まで遊びに来

てくれたのに・・・また、とても楽しみ

にしていた奈良、京都、大阪への修学旅

行が、行き先変更になりました。他にも

家族旅行や中体連、お祭りに体育大会。

これから待っている楽しいことがどんど

ん減っていくような気がします。

　「新型コロナウイルス」このウイルス

に私達が勝つためには、いったいどうす

れば良いのでしょうか。医療が進歩する、

これはもちろんですがそれ以前に、一人

一人の「考動(こうどう)」が鍵になってく

ると思います。テレビで見る映像には、

若者がビールを回し飲みしていたり、マ
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特選作品の紹介　◇　人権作文 特選作品の紹介　◇　人権作文
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□人権ポスター

特選作品の紹介　◇　人権ポスター・標語

いじめっこ　みてみぬふりも　いじめっこ

田中　昊（北鹿島小１年）

おもいやり　目には見えない　金メダル

中村　樹（古枝小２年）

□人権標語

いってきます　やさしい心は　もったかな

馬場　栞奈（明倫小２年）

ちがうとこ　そこがいいんだ　むねをはれ

松本　蓮志（七浦小４年）

色ちがい　みんなあつまれ　虹の橋

金子　柊葵（明倫小４年）

差別はね　あいてを知れば　なくなるよ

松本　こあ（浜小６年）

信じるの　根拠の足りない　言葉たち

大島　秀太（東部中１年）

すぐなれる　スマホと指で　殺人鬼

中村　瞬（東部中２年）

本当に　見たの？聞いたの？　そのうわさ

一ノ瀬　双葉（東部中３年）

言葉は凶器

喜多　衣舞　（明倫小５年）

ネットいじめをイメージして描きま

した。顔が見えないネット上で悪口

を軽い気持ちで言ってしまうのをな

くしたい！

コメント

みんなのハート

　小栁　樺音　（浜小５年）

みんなが持っているハート（優し

さ）をいっぱい集めて大きなハート

になるといいなーと思って描きまし

た。

コメント

　白
武

　由
羽
　（
鹿
島
小
６
年
）

思
い
や
り
の
花
を
さ
か
せ
よ
う

この絵には、一人一人が思いやりの

気持ちを持ち、たくさんの思いやり

の花が咲くようにしていこうという

気持ちで描きました。

コメント

　坂
本

　恵
衣
　（
東
部
中
１
年
）

言
葉
の
怖
さ

工夫は、半分ハートの所をぎざぎざ

にしたところと、悪口の言葉を描い

たところです。

コメント

　小
池

　空
　（
東
部
中
３
年
）

L
o
o
k

目と目を見て、口と口で話し合ってほ

しいと思います。

コメント

笑顔の花束

　小八重　有希　（西部中３年）

花はたくさんの種類があって一つ一つの花も

咲き方が違ったりするので、一人一人個性が

ある人間と似ていると思いました。花のよう

に、世界の一人一人が、個性あふれる笑顔で

咲けたらいいなと思って描きました。

コメント

紺綬褒章伝達式

エスティ工業株式会社 様

　１２月２１日、子育てや新市民会館建設

のため、市への多額の寄附をいただき、市

政へ多大な貢献をされた功績に対して、国

から紺綬褒章が授与されました。

 この日、エスティ工業株式会社代表取締

役社長 里 民則様への伝達式を行いました。

鹿島市消防出初め式　－災害のない１年を願って－

　１月８日、中川グラウンドで鹿島市消防

出初め式が開催されました。

　今年も新型コロナウイルス感染症対策の

ため、マスク着用やお互いの距離をとるな

どの基本的感染予防のほか、一部式典内容

を見直して短時間での開催になりました。

式典では、優良分団・部・個人の表彰、ま

た、昨年４月に火災消火に協力いただいた

自主防災組織に対して、鹿島市から感謝状の贈呈が行われました。

　参加した団員はじめ消防関係者は今年１年の活動に対しての決意を新たにして

いました。

　各種表彰を以下に掲載いたします。　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

善行紹介

　１月２１日、佐賀西信用組合

様からご寄附をいただきました。

この寄附は、佐賀西信用組合様

が平成３０年１月から地域貢献

につながる取り

組みとして企画

さ れ た も の で 、

今回で５回目に

なります。

　市では寄附を活用して新生児

へ鹿島市産のヒノキを使用した

フォトフレームを贈呈していま

す。フォトフレームには「ヒノ

キのようにたくましく、美しく、

健やかに育ってほしい」という

願いが込められています。

TopicsTopics まちの話題

佐賀西信用組合 様

◇功績章　…勤続10年以上

　【北鹿島分団】伊東 隆文、吉田 剛

　【鹿島分団】池田 哲平、橋川 広幸、馬場 照夫

　【能古見分団】吉村 隼人、嬉野 祐貴、松本 好造

　　　　　　　田中 茂、林田 俊二、栗山 知大

　【古枝分団】中村 隆司、小野原 雄二、中村 一尭

　　　　　　　小池 俊樹

　【浜町分団】橋本 重信、有森 健太、宮﨑 亮吉

　　　　　　　小川 裕也

　【七浦分団】増田 基貴、小池 将也、岡 大輔

　　　　　　　山下 裕次郎、石橋 耕輔、野中 陽一

　　　　　　　大島 孝将、中島 慎二

　【女　性　部】木原 美幸、森﨑 弘子

◇表彰旗　七浦分団

　　　　（昨年１年間を通じて、消防の成績抜群の分団）

◇竿頭綬　鹿島分団　

 （教養）（昨年１年間を通じて、教養訓練の成績優秀な分団）

◇優良部　北鹿島分団第２部（森）、古枝分団第６部第１班（奥山）

　　　　　能古見分団第 2部（東三河内・西三河内）

　　　　（昨年１年間の車庫点検の成績や活動が優秀な部）

◇感謝状　馬渡区防災ネット（自主防災組織）

◇永年勤続章　…勤続20年以上

　【北鹿島分団】小池 大蔵

　【鹿島分団】梶原 大輔

　【能古見分団】鶴田 祐介、中山 茂

　【古枝分団】田代 直輝、松本 健二郎、小野原 勉

　【七浦分団】木原 真一、木原 和彦、中島 良秋

　　　　　　　永吉 雄一、馬場 新次、中島 新吾



１ １１０ Ｒ4（2022）.2.1　広報かしま 広報かしま　Ｒ4（2022）.2.1

□人権ポスター

特選作品の紹介　◇　人権ポスター・標語

いじめっこ　みてみぬふりも　いじめっこ

田中　昊（北鹿島小１年）

おもいやり　目には見えない　金メダル

中村　樹（古枝小２年）

□人権標語

いってきます　やさしい心は　もったかな

馬場　栞奈（明倫小２年）

ちがうとこ　そこがいいんだ　むねをはれ

松本　蓮志（七浦小４年）

色ちがい　みんなあつまれ　虹の橋

金子　柊葵（明倫小４年）

差別はね　あいてを知れば　なくなるよ

松本　こあ（浜小６年）

信じるの　根拠の足りない　言葉たち

大島　秀太（東部中１年）

すぐなれる　スマホと指で　殺人鬼

中村　瞬（東部中２年）

本当に　見たの？聞いたの？　そのうわさ

一ノ瀬　双葉（東部中３年）

言葉は凶器

喜多　衣舞　（明倫小５年）

ネットいじめをイメージして描きま

した。顔が見えないネット上で悪口

を軽い気持ちで言ってしまうのをな

くしたい！

コメント

みんなのハート

　小栁　樺音　（浜小５年）

みんなが持っているハート（優し

さ）をいっぱい集めて大きなハート

になるといいなーと思って描きまし

た。

コメント

　白
武

　由
羽
　（
鹿
島
小
６
年
）

思
い
や
り
の
花
を
さ
か
せ
よ
う

この絵には、一人一人が思いやりの

気持ちを持ち、たくさんの思いやり

の花が咲くようにしていこうという

気持ちで描きました。

コメント

　坂
本

　恵
衣
　（
東
部
中
１
年
）

言
葉
の
怖
さ

工夫は、半分ハートの所をぎざぎざ

にしたところと、悪口の言葉を描い

たところです。

コメント

　小
池

　空
　（
東
部
中
３
年
）

L
o
o
k

目と目を見て、口と口で話し合ってほ

しいと思います。

コメント

笑顔の花束

　小八重　有希　（西部中３年）

花はたくさんの種類があって一つ一つの花も

咲き方が違ったりするので、一人一人個性が

ある人間と似ていると思いました。花のよう

に、世界の一人一人が、個性あふれる笑顔で

咲けたらいいなと思って描きました。

コメント

紺綬褒章伝達式

エスティ工業株式会社 様

　１２月２１日、子育てや新市民会館建設

のため、市への多額の寄附をいただき、市

政へ多大な貢献をされた功績に対して、国

から紺綬褒章が授与されました。

 この日、エスティ工業株式会社代表取締

役社長 里 民則様への伝達式を行いました。

鹿島市消防出初め式　－災害のない１年を願って－

　１月８日、中川グラウンドで鹿島市消防

出初め式が開催されました。

　今年も新型コロナウイルス感染症対策の

ため、マスク着用やお互いの距離をとるな

どの基本的感染予防のほか、一部式典内容

を見直して短時間での開催になりました。

式典では、優良分団・部・個人の表彰、ま

た、昨年４月に火災消火に協力いただいた

自主防災組織に対して、鹿島市から感謝状の贈呈が行われました。

　参加した団員はじめ消防関係者は今年１年の活動に対しての決意を新たにして

いました。

　各種表彰を以下に掲載いたします。　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

善行紹介

　１月２１日、佐賀西信用組合

様からご寄附をいただきました。

この寄附は、佐賀西信用組合様

が平成３０年１月から地域貢献

につながる取り

組みとして企画

さ れ た も の で 、

今回で５回目に

なります。

　市では寄附を活用して新生児

へ鹿島市産のヒノキを使用した

フォトフレームを贈呈していま

す。フォトフレームには「ヒノ

キのようにたくましく、美しく、

健やかに育ってほしい」という

願いが込められています。

TopicsTopics まちの話題

佐賀西信用組合 様

◇功績章　…勤続10年以上

　【北鹿島分団】伊東 隆文、吉田 剛

　【鹿島分団】池田 哲平、橋川 広幸、馬場 照夫

　【能古見分団】吉村 隼人、嬉野 祐貴、松本 好造

　　　　　　　田中 茂、林田 俊二、栗山 知大

　【古枝分団】中村 隆司、小野原 雄二、中村 一尭

　　　　　　　小池 俊樹

　【浜町分団】橋本 重信、有森 健太、宮﨑 亮吉

　　　　　　　小川 裕也

　【七浦分団】増田 基貴、小池 将也、岡 大輔

　　　　　　　山下 裕次郎、石橋 耕輔、野中 陽一

　　　　　　　大島 孝将、中島 慎二

　【女　性　部】木原 美幸、森﨑 弘子

◇表彰旗　七浦分団

　　　　（昨年１年間を通じて、消防の成績抜群の分団）

◇竿頭綬　鹿島分団　

 （教養）（昨年１年間を通じて、教養訓練の成績優秀な分団）

◇優良部　北鹿島分団第２部（森）、古枝分団第６部第１班（奥山）

　　　　　能古見分団第 2部（東三河内・西三河内）

　　　　（昨年１年間の車庫点検の成績や活動が優秀な部）

◇感謝状　馬渡区防災ネット（自主防災組織）

◇永年勤続章　…勤続20年以上

　【北鹿島分団】小池 大蔵

　【鹿島分団】梶原 大輔

　【能古見分団】鶴田 祐介、中山 茂

　【古枝分団】田代 直輝、松本 健二郎、小野原 勉

　【七浦分団】木原 真一、木原 和彦、中島 良秋

　　　　　　　永吉 雄一、馬場 新次、中島 新吾



１３１２ Ｒ4（2022）.2.1　広報かしま 広報かしま　Ｒ4（2022）.2.1

✿おくすりノートを持っていきましょう小児時間外診療・在宅当番医小児時間外診療・在宅当番医
日曜・祝日および１月１日～３日

（９時～１７時）

鹿島市休日こどもクリニック

（高津原）

☎０９５４（６３）１８３８

毎日
（１９時～２１時）

武雄地区休日急患センター

（武雄市武雄町大字昭和300）

☎０９５４（２２）５５９９

水曜日（１月１日～３日を除く）
（１９時～２１時）

鹿島時間外こどもクリニック

（高津原：鹿島市休日こどもクリニック内）

☎０９５４（６３）１８３８

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

日 在宅当番医 所在地
町立太良病院　　　☎０９５４（６７）００１６
田中医院　　　　　☎０９５４（４３）２１１１
村山小児科　　　　☎０９５４（６３）１１５８
うれしのふくだクリニック　☎０９５４（４２）１２１１

8日
1日

15日
22日

太良町
嬉野市
鹿島市
嬉野市

※変更になる場合がありますので、受診の際は事

　前に杵藤地区消防本部救急医療情報案内また

　は在宅医へ電話で確認してください

　　杵藤地区消防本部救急医療情報案内

　　�０９５４（２２）４２０７

□子育て・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 2・9・16 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 17 日（木） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談　※持参品：バスタオル等
対　象　令和３年 12 月生まれ　　　　　（通知に記載）

幼児食教室 15 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 2 日（水） ９時30分～10時30分
内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

２回目フッ化物塗布 24 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２年 2 月生まれ（希望者のみ）

□子どもの健診

４か月児健診
（令和3年10月生まれ）

１歳６か月児健診
（令和2年7月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成30年7月生まれ）

16 日（水）

24 日（木）

3 日（木）

13時10分～13時30分

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

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

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

備考受付時間開催日行事名

場所：保健センター（エイブル１階）

子どもの健診、子育て・相談・教室子どもの健診、子育て・相談・教室

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

く ら し
の カレンダーカレンダー２月

February

✿おくすりノートを持っていきましょう

在宅当番医・当番薬局
受付時間　9時～17時
※受診の際は事前に在宅当番医へ電話で確認してください

夜　　間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内
☎０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は12ページをご覧ください

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

5 日（土）
6 日（日）

11 日（祝）
12 日（土）
13 日（日）
19 日（土）
20 日（日）
23 日（祝）
26 日（土）
27 日（日）

家永設備　　　　　　☎（６２）７１２９
山中鉄工　　　　　　☎（６３）３３４１
鹿島設備工業所　　　☎（６３）３２２８
大隈設備工業　　　　☎（６２）１３０２
マツモト　　　　　　☎（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　☎（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　☎（６３）１６１６
池田設備左官工務店　☎０９０（８４０５）６２９８
宮園電工　　　　　　☎（６３）３１５１
峰松建設　　　　　　☎（６２）２０６８

5・12・19・26 日（土）、
6・13・20・27 日（日）、
11・23 日（祝）

市役所
保健センター

令和３年１２月３１日現在

鹿島市
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人　口 世　帯　数 対　前　月　比
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古　枝

七　浦

24 人 20 世帯
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2 世帯

－

－ －
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13 日（日）

1・8・15・22 日（火）、
11・23 日（祝）、13 日（日）

市民交流プラザ
（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

陸上競技場・社会体育館

産業活性化施設
（海道しるべ）

7・14・21・28 日（月）、
24 日（木）、25 日（金）

市民図書館

1・8・15・22 日（火）

日 在宅当番医 当番薬局
森田医院　☎（６３）３９５６6 日（日） おおぞら薬局
納富病院　☎（６３）１１１７11 日（祝） なごみ薬局
志田病院　☎（６３）１２３６13 日（日） 溝上薬局北鹿島店
織田病院　☎（６３）３２７５20 日（日） 溝上薬局スカイロード店
西岡内科クリニック　☎（６３）４０９０23 日（祝） 前山薬局
薬師寺医院　☎（６３）５２８１27 日（日） アルナ薬局浜町店

7・14・21・28 日（月）、
24 日（木）

7・14・21・28 日（月）、
12 日（土）、24 日（木）

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

子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

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

7・14・21・28 日（月）
干潟交流館

（なな海）

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♡
『かわいいおひなさまづくり
　　　　　　　　　　　　＆お誕生お祝い』

と　き　16 日（水）・21 日（月）

❖どちらか１回の参加となります

時　間　11 時～ 11 時 45 分（予定）

場　所　子育て支援センター

対　象　５か月～就学前児と保護者

定　員　各７組（先着予約順）

申　込　2 日（水）10 時～

❖利用料不要・要予約

※詳しくは facebook をご覧ください

※２月の離乳食教室（前期）と赤ちゃん相談は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止いたします。
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✿おくすりノートを持っていきましょう小児時間外診療・在宅当番医小児時間外診療・在宅当番医
日曜・祝日および１月１日～３日

（９時～１７時）

鹿島市休日こどもクリニック

（高津原）

☎０９５４（６３）１８３８

毎日
（１９時～２１時）

武雄地区休日急患センター

（武雄市武雄町大字昭和300）

☎０９５４（２２）５５９９

水曜日（１月１日～３日を除く）
（１９時～２１時）

鹿島時間外こどもクリニック

（高津原：鹿島市休日こどもクリニック内）

☎０９５４（６３）１８３８

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

日 在宅当番医 所在地
町立太良病院　　　☎０９５４（６７）００１６
田中医院　　　　　☎０９５４（４３）２１１１
村山小児科　　　　☎０９５４（６３）１１５８
うれしのふくだクリニック　☎０９５４（４２）１２１１

8日
1日

15日
22日

太良町
嬉野市
鹿島市
嬉野市

※変更になる場合がありますので、受診の際は事

　前に杵藤地区消防本部救急医療情報案内また

　は在宅医へ電話で確認してください

　　杵藤地区消防本部救急医療情報案内

　　�０９５４（２２）４２０７

□子育て・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 2・9・16 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 17 日（木） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談　※持参品：バスタオル等
対　象　令和３年 12 月生まれ　　　　　（通知に記載）

幼児食教室 15 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 2 日（水） ９時30分～10時30分
内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

２回目フッ化物塗布 24 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２年 2 月生まれ（希望者のみ）

□子どもの健診

４か月児健診
（令和3年10月生まれ）

１歳６か月児健診
（令和2年7月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成30年7月生まれ）

16 日（水）

24 日（木）

3 日（木）

13時10分～13時30分

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

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

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

備考受付時間開催日行事名

場所：保健センター（エイブル１階）

子どもの健診、子育て・相談・教室子どもの健診、子育て・相談・教室

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

く ら し
の カレンダーカレンダー２月

February

✿おくすりノートを持っていきましょう

在宅当番医・当番薬局
受付時間　9時～17時
※受診の際は事前に在宅当番医へ電話で確認してください

夜　　間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内
☎０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は12ページをご覧ください

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

5 日（土）
6 日（日）

11 日（祝）
12 日（土）
13 日（日）
19 日（土）
20 日（日）
23 日（祝）
26 日（土）
27 日（日）

家永設備　　　　　　☎（６２）７１２９
山中鉄工　　　　　　☎（６３）３３４１
鹿島設備工業所　　　☎（６３）３２２８
大隈設備工業　　　　☎（６２）１３０２
マツモト　　　　　　☎（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　☎（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　☎（６３）１６１６
池田設備左官工務店　☎０９０（８４０５）６２９８
宮園電工　　　　　　☎（６３）３１５１
峰松建設　　　　　　☎（６２）２０６８

5・12・19・26 日（土）、
6・13・20・27 日（日）、
11・23 日（祝）

市役所
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令和３年１２月３１日現在
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13 日（日）

1・8・15・22 日（火）、
11・23 日（祝）、13 日（日）

市民交流プラザ
（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

陸上競技場・社会体育館

産業活性化施設
（海道しるべ）

7・14・21・28 日（月）、
24 日（木）、25 日（金）

市民図書館

1・8・15・22 日（火）

日 在宅当番医 当番薬局
森田医院　☎（６３）３９５６6 日（日） おおぞら薬局
納富病院　☎（６３）１１１７11 日（祝） なごみ薬局
志田病院　☎（６３）１２３６13 日（日） 溝上薬局北鹿島店
織田病院　☎（６３）３２７５20 日（日） 溝上薬局スカイロード店
西岡内科クリニック　☎（６３）４０９０23 日（祝） 前山薬局
薬師寺医院　☎（６３）５２８１27 日（日） アルナ薬局浜町店

7・14・21・28 日（月）、
24 日（木）

7・14・21・28 日（月）、
12 日（土）、24 日（木）

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

子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

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

7・14・21・28 日（月）
干潟交流館

（なな海）

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♡
『かわいいおひなさまづくり
　　　　　　　　　　　　＆お誕生お祝い』

と　き　16 日（水）・21 日（月）

❖どちらか１回の参加となります

時　間　11 時～ 11 時 45 分（予定）

場　所　子育て支援センター

対　象　５か月～就学前児と保護者

定　員　各７組（先着予約順）

申　込　2 日（水）10 時～

❖利用料不要・要予約

※詳しくは facebook をご覧ください

※２月の離乳食教室（前期）と赤ちゃん相談は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止いたします。

　現在、鹿島市では令和４年１１月の竣工に向けて、新鹿島市民会館の建設を進めています。新しい市

民会館は、『まちの晴れ舞台』をコンセプトとして設計されています。新しい市民会館が市民の皆様に

親しまれる施設となるよう、新市民会館建設の記念事業として、寄附金を募集します。

　ご賛同いただける皆様からのご協力・ご支援をお願いいたします。

【募集期間】令和４年１月４日～令和４年１２月２８日

【申込方法】裏面の申込書または、ふるさと納税サイト

　　　　　　（右記の二次元コードから確認できます）

新鹿島市民会館への新鹿島市民会館への

寄附を募集します寄附を募集します

新鹿島市民会館完成予想図新鹿島市民会館完成予想図

ホール完成予想図ホール完成予想図

ホワイエ完成予想図ホワイエ完成予想図

交流ラウンジ完成予想図交流ラウンジ完成予想図

【問合せ先】鹿島市役所総務部総務課（中川エリア整備推進室）

　　　　　　☎０９５４（６３）２１１１　℻０９５４（６３）２１２９　soumuka@city.saga-kashima.lg.jp　

【寄附者への特典】
　・芳名板への名入れ（１万円以上の寄附者）

　・ホームページ等への氏名掲載

　・オープニングイベントへの招待（予定）

【寄附金額】
　１,０００円から

　※なお、寄附に対する返礼品はありません

【寄附金の主な用途】
　・舞台やリハーサル用楽器

　・舞台用大道具などの備品

　・会議用机、いす

　・民俗資料の展示用備品

【建物概要】
　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　（旧市民会館跡地に建設中）

　鉄筋コンクリート造（一部PC造、鉄骨造）

　地上４階建　固定席　７５１席

　延床面積　２６７８.２８㎡

　建築面積　２２１４.１７㎡

☜ふるさと納税サイト
　はコチラ
☜ふるさと納税サイト
　はコチラ



　現在、鹿島市では令和４年１１月の竣工に向けて、新鹿島市民会館の建設を進めています。新しい市

民会館は、『まちの晴れ舞台』をコンセプトとして設計されています。新しい市民会館が市民の皆様に

親しまれる施設となるよう、新市民会館建設の記念事業として、寄附金を募集します。

　ご賛同いただける皆様からのご協力・ご支援をお願いいたします。

【募集期間】令和４年１月４日～令和４年１２月２８日

【申込方法】裏面の申込書または、ふるさと納税サイト

　　　　　　（右記の二次元コードから確認できます）

新鹿島市民会館への新鹿島市民会館への

寄附を募集します寄附を募集します
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【問合せ先】鹿島市役所総務部総務課（中川エリア整備推進室）

　　　　　　☎０９５４（６３）２１１１　℻０９５４（６３）２１２９　soumuka@city.saga-kashima.lg.jp　

【寄附者への特典】
　・芳名板への名入れ（１万円以上の寄附者）

　・ホームページ等への氏名掲載

　・オープニングイベントへの招待（予定）

【寄附金額】
　１,０００円から

　※なお、寄附に対する返礼品はありません

【寄附金の主な用途】
　・舞台やリハーサル用楽器

　・舞台用大道具などの備品

　・会議用机、いす

　・民俗資料の展示用備品

【建物概要】
　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　（旧市民会館跡地に建設中）

　鉄筋コンクリート造（一部PC造、鉄骨造）

　地上４階建　固定席　７５１席

　延床面積　２６７８.２８㎡

　建築面積　２２１４.１７㎡

☜ふるさと納税サイト
　はコチラ
☜ふるさと納税サイト
　はコチラ



　現在、鹿島市では令和４年１１月の竣工に向けて、新鹿島市民会館の建設を進めています。新しい市

民会館は、『まちの晴れ舞台』をコンセプトとして設計されています。新しい市民会館が市民の皆様に

親しまれる施設となるよう、新市民会館建設の記念事業として、寄附金を募集します。

　ご賛同いただける皆様からのご協力・ご支援をお願いいたします。

【募集期間】令和４年１月４日～令和４年１２月２８日

【申込方法】裏面の申込書または、ふるさと納税サイト

　　　　　　（右記の二次元コードから確認できます）

新鹿島市民会館への新鹿島市民会館への

寄附を募集します寄附を募集します

新鹿島市民会館完成予想図新鹿島市民会館完成予想図

ホール完成予想図ホール完成予想図

ホワイエ完成予想図ホワイエ完成予想図

交流ラウンジ完成予想図交流ラウンジ完成予想図

【問合せ先】鹿島市役所総務部総務課（中川エリア整備推進室）

　　　　　　☎０９５４（６３）２１１１　℻０９５４（６３）２１２９　soumuka@city.saga-kashima.lg.jp　

【寄附者への特典】
　・芳名板への名入れ（１万円以上の寄附者）

　・ホームページ等への氏名掲載

　・オープニングイベントへの招待（予定）

【寄附金額】
　１,０００円から

　※なお、寄附に対する返礼品はありません

【寄附金の主な用途】
　・舞台やリハーサル用楽器

　・舞台用大道具などの備品

　・会議用机、いす

　・民俗資料の展示用備品

【建物概要】
　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　（旧市民会館跡地に建設中）

　鉄筋コンクリート造（一部PC造、鉄骨造）

　地上４階建　固定席　７５１席

　延床面積　２６７８.２８㎡

　建築面積　２２１４.１７㎡

☜ふるさと納税サイト
　はコチラ
☜ふるさと納税サイト
　はコチラ
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✿おくすりノートを持っていきましょう小児時間外診療・在宅当番医小児時間外診療・在宅当番医
日曜・祝日および１月１日～３日

（９時～１７時）

鹿島市休日こどもクリニック

（高津原）

☎０９５４（６３）１８３８

毎日
（１９時～２１時）

武雄地区休日急患センター

（武雄市武雄町大字昭和300）

☎０９５４（２２）５５９９

水曜日（１月１日～３日を除く）
（１９時～２１時）

鹿島時間外こどもクリニック

（高津原：鹿島市休日こどもクリニック内）

☎０９５４（６３）１８３８

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

日 在宅当番医 所在地
町立太良病院　　　☎０９５４（６７）００１６
田中医院　　　　　☎０９５４（４３）２１１１
村山小児科　　　　☎０９５４（６３）１１５８
うれしのふくだクリニック　☎０９５４（４２）１２１１

8日
1日

15日
22日

太良町
嬉野市
鹿島市
嬉野市

※変更になる場合がありますので、受診の際は事

　前に杵藤地区消防本部救急医療情報案内また

　は在宅医へ電話で確認してください

　　杵藤地区消防本部救急医療情報案内

　　�０９５４（２２）４２０７

□子育て・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 2・9・16 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 17 日（木） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談　※持参品：バスタオル等
対　象　令和３年 12 月生まれ　　　　　（通知に記載）

幼児食教室 15 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 2 日（水） ９時30分～10時30分
内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

２回目フッ化物塗布 24 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２年 2 月生まれ（希望者のみ）

□子どもの健診

４か月児健診
（令和3年10月生まれ）

１歳６か月児健診
（令和2年7月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成30年7月生まれ）

16 日（水）

24 日（木）

3 日（木）

13時10分～13時30分

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

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

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

備考受付時間開催日行事名

場所：保健センター（エイブル１階）

子どもの健診、子育て・相談・教室子どもの健診、子育て・相談・教室

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

く ら し
の カレンダーカレンダー２月

February

✿おくすりノートを持っていきましょう

在宅当番医・当番薬局
受付時間　9時～17時
※受診の際は事前に在宅当番医へ電話で確認してください

夜　　間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内
☎０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は12ページをご覧ください

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

5 日（土）
6 日（日）

11 日（祝）
12 日（土）
13 日（日）
19 日（土）
20 日（日）
23 日（祝）
26 日（土）
27 日（日）

家永設備　　　　　　☎（６２）７１２９
山中鉄工　　　　　　☎（６３）３３４１
鹿島設備工業所　　　☎（６３）３２２８
大隈設備工業　　　　☎（６２）１３０２
マツモト　　　　　　☎（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　☎（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　☎（６３）１６１６
池田設備左官工務店　☎０９０（８４０５）６２９８
宮園電工　　　　　　☎（６３）３１５１
峰松建設　　　　　　☎（６２）２０６８

5・12・19・26 日（土）、
6・13・20・27 日（日）、
11・23 日（祝）

市役所
保健センター

令和３年１２月３１日現在

鹿島市
－

0 人能古見

－浜

－－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

28,253

13,577

3,252

2,852

2,684

3,321

2,567

13,349

14,904

10,859

5,510

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

24 人 20 世帯

0 人 5 世帯

1,135 世帯 0 世帯

1,023 世帯

1,234 世帯

1,023 世帯

934 世帯

13 人

1 人

6 人

4 人

5 人

19 人

7 世帯

4 世帯

－ 2 世帯

2 世帯

－

－ －

－

－

13 日（日）

1・8・15・22 日（火）、
11・23 日（祝）、13 日（日）

市民交流プラザ
（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

陸上競技場・社会体育館

産業活性化施設
（海道しるべ）

7・14・21・28 日（月）、
24 日（木）、25 日（金）

市民図書館

1・8・15・22 日（火）

日 在宅当番医 当番薬局
森田医院　☎（６３）３９５６6 日（日） おおぞら薬局
納富病院　☎（６３）１１１７11 日（祝） なごみ薬局
志田病院　☎（６３）１２３６13 日（日） 溝上薬局北鹿島店
織田病院　☎（６３）３２７５20 日（日） 溝上薬局スカイロード店
西岡内科クリニック　☎（６３）４０９０23 日（祝） 前山薬局
薬師寺医院　☎（６３）５２８１27 日（日） アルナ薬局浜町店

7・14・21・28 日（月）、
24 日（木）

7・14・21・28 日（月）、
12 日（土）、24 日（木）

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

子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

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

7・14・21・28 日（月）
干潟交流館

（なな海）

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♡
『かわいいおひなさまづくり
　　　　　　　　　　　　＆お誕生お祝い』

と　き　16 日（水）・21 日（月）

❖どちらか１回の参加となります

時　間　11 時～ 11 時 45 分（予定）

場　所　子育て支援センター

対　象　５か月～就学前児と保護者

定　員　各７組（先着予約順）

申　込　2 日（水）10 時～

❖利用料不要・要予約

※詳しくは facebook をご覧ください

※２月の離乳食教室（前期）と赤ちゃん相談は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止いたします。
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情報掲示板ワイド情報掲示板ワイド

　水道課　☎０９５４（６２）３７１８詳しくは

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

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

お
知
ら
せ

水道管の凍結にご注意を！

□水道管が凍結し水が出ない場合には

　凍ってしまった水道管にタオルや布を巻き、蛇口

を開けてゆっくりぬるま湯をかけてください。日中

の気温が高くなるときには、自然に溶けるのを待つ

ことでも解消できます。

※急に熱湯をかけると水道管がひび割れや破裂する

　ことがありますのでご注意ください。

□水道管が破裂した場合には

　一時的に元栓を閉めて、お近くの市指定工事事業

者へ修理を依頼してください。開閉栓の器具は水道

課窓口での貸し出し、または各地区の区長、公民館

に配布している器具をご利用ください。

　元栓を閉めるまでの間は、タオルなどをかぶせて

水が飛び散らないようにしてください。

お
知
ら
せ

令和４年度交通災害共済の加入申込を受け付けています

⦿加入できる人

　鹿島市に住民登録をしている人

⦿掛け金

　５００円／人（年額）　※加入は１人一口です。

⦿共済期間

　共済期間は４月１日から翌年３月31日までです。

　４月１日以降に加入申し込みをされますと、翌日

　から共済対象となります。

⦿加入申込

　市内の『ゆうちょ銀行・郵便局窓口』で申し込み

　できます。申込書も備えてあります。

⦿交通災害の対象

　図のような走行中の

交通事故による人身事

故が対象となります。

⦿その他

　災害見舞金の請求や

詳しいことは、気軽に

お問い合わせください。

　市民課市民年金係　☎０９５４（６３）２１１７詳しくは

　佐賀県後期高齢者医療広域連合から『後期高齢者医療費のお知らせ』（９～１２月診療分）を２月下旬に発送し

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

お
知
ら
せ

医療費控除の明細書に関するお知らせ

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

◆医療費のお知らせに関すること

　佐賀県後期高齢者医療広域連合

　業務課企画・保健係

　☎０９５２（６４）８４７６

◆申告に関すること

　武雄税務署

　☎０９５４（２３）２１２７

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

場合は、別途領収書に基づいて『医療費控除の明細書』を作成し、申告書に

添付する必要があります。また、『患者負担額』の欄には、自己負担相当額

が記載されています。支払った医療費の額と実際に負担した額が異なる場合

は、ご自身で額を訂正して申告する必要があります。

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

の意見を募集します。

お
知
ら
せ

皆さんの意見を募集します

意見を求める計画（案）

鹿島市地域公共交通計画

　市の持続可能な公共交通について方向性を示すも

のです。

意見の記載・提出方法

　記載の形式などは問いません。ただし、住所、氏

名（法人・団体は、所在地、名称、代表者）を明記

してください。また、提出は直接持参するか、ＦＡＸ、

郵送、電子メールで送付してください。

意見を求めるための公表資料および資料取得方法

　計画（案）を市のホームページに掲載します。ま

た、企画財政課でも閲覧できます。

意見募集期間　２月１日（火）～３月２日（水）

　　　　　　　　〒８４９－１３１２

鹿島市大字納富分２６４３番地１　鹿島市役所

企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１

　　　　　　　　　℻０９５４（６３）２１２９

　　　　　　　　　kikaku@city.saga-kashima.lg.jp

提出・問合せ先

　税務課課税係

　☎０９５４（６３）２１１８

詳しくは

　家屋を増築した場合も固定資産税の課税対象となり、税額を計算するため家屋評価を行う必要があります。また、

改築した場合も課税対象となることがあります。不明な点がありましたら事前に税務課までお問い合わせください。

お
知
ら
せ

増築・改築をした家屋の固定資産税の評価について

□増築したとき

　家屋の床面積を増加させた場合は、面積にかかわ

　らず課税対象です。

□サンルームを増築したとき

　地面に定着し、屋根・周壁などにより風雨をしの

　げる状態であれば課税対象です。

□改築したとき

　基礎、柱などの骨組みだけを残して大幅に改築し

　たような場合は、課税対象です。

　ここでいう『改築』とは、通常の維持管理（クロ

スの張り替えや畳替えなど）の範囲を超え、家屋の

価値を高め、またはその耐久性を増すようなものを

いい、建築基準法の『改築』の区分と異なります。

　詳しくは市ホームページをご覧ください。

◉増築・改築の評価ができていないと…

　のちに相続や売買等のために登記を行う際、家屋の面積等が登記簿の内容と大きく相違があると、手続

きに時間を要す場合があります。

　ご自身の固定資産に評価されていない部分はないか、いま一度、課税明細書等でご確認ください。

　環境下水道課環境係　☎０９５４（６３）３４１６詳しくは

◉事業所から出るごみは、自己処理が原則です。各区のごみステーションに出せるのは、家庭ごみだけです。事業

　所から出るごみは、ごみステーションには出せません。

　※家庭ごみの集積所に事業系ごみを排出した場合、不法投棄にあたります。不法投棄は廃棄物処理法違反として５年以

　　下の懲役若しくは. １,０００万円以下（法人の場合は３億円以下）の罰金または併科に処せられる場合があります。

◉事業所から出るごみを排出・処分する場合には、次のいずれかの方法で行ってください。

　①一般廃棄物収集運搬業の許可を持った事業者へ委託する

　　野口商会　☎０９５４（６３）１２５８　／　馬場商会　☎０９５４（６２）１１３７

　②西部クリーンセンターへ自己搬入する

　③鹿島市小規模事業者ごみステーション搬出登録制度に登録し、ごみステーションへ排出する

　※『鹿島市小規模事業者ごみステーション搬出登録』をしている事業者の方に限り、一回のごみ出しでごみ袋が３袋以内で、ごみステーションを利用できます。

　※令和４年３月31日までに登録がなされていない場合、ごみの収集は行いませんので、ご注意ください。

お
知
ら
せ

事業所のごみの出し方について
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　水道課　☎０９５４（６２）３７１８詳しくは

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

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

お
知
ら
せ

水道管の凍結にご注意を！

□水道管が凍結し水が出ない場合には

　凍ってしまった水道管にタオルや布を巻き、蛇口

を開けてゆっくりぬるま湯をかけてください。日中

の気温が高くなるときには、自然に溶けるのを待つ

ことでも解消できます。

※急に熱湯をかけると水道管がひび割れや破裂する

　ことがありますのでご注意ください。

□水道管が破裂した場合には

　一時的に元栓を閉めて、お近くの市指定工事事業

者へ修理を依頼してください。開閉栓の器具は水道

課窓口での貸し出し、または各地区の区長、公民館

に配布している器具をご利用ください。

　元栓を閉めるまでの間は、タオルなどをかぶせて

水が飛び散らないようにしてください。

お
知
ら
せ

令和４年度交通災害共済の加入申込を受け付けています

⦿加入できる人

　鹿島市に住民登録をしている人

⦿掛け金

　５００円／人（年額）　※加入は１人一口です。

⦿共済期間

　共済期間は４月１日から翌年３月31日までです。

　４月１日以降に加入申し込みをされますと、翌日

　から共済対象となります。

⦿加入申込

　市内の『ゆうちょ銀行・郵便局窓口』で申し込み

　できます。申込書も備えてあります。

⦿交通災害の対象

　図のような走行中の

交通事故による人身事

故が対象となります。

⦿その他

　災害見舞金の請求や

詳しいことは、気軽に

お問い合わせください。

　市民課市民年金係　☎０９５４（６３）２１１７詳しくは

　佐賀県後期高齢者医療広域連合から『後期高齢者医療費のお知らせ』（９～１２月診療分）を２月下旬に発送し

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

お
知
ら
せ

医療費控除の明細書に関するお知らせ

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

◆医療費のお知らせに関すること

　佐賀県後期高齢者医療広域連合

　業務課企画・保健係

　☎０９５２（６４）８４７６

◆申告に関すること

　武雄税務署

　☎０９５４（２３）２１２７

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

場合は、別途領収書に基づいて『医療費控除の明細書』を作成し、申告書に

添付する必要があります。また、『患者負担額』の欄には、自己負担相当額

が記載されています。支払った医療費の額と実際に負担した額が異なる場合

は、ご自身で額を訂正して申告する必要があります。

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

の意見を募集します。

お
知
ら
せ

皆さんの意見を募集します

意見を求める計画（案）

鹿島市地域公共交通計画

　市の持続可能な公共交通について方向性を示すも

のです。

意見の記載・提出方法

　記載の形式などは問いません。ただし、住所、氏

名（法人・団体は、所在地、名称、代表者）を明記

してください。また、提出は直接持参するか、ＦＡＸ、

郵送、電子メールで送付してください。

意見を求めるための公表資料および資料取得方法

　計画（案）を市のホームページに掲載します。ま

た、企画財政課でも閲覧できます。

意見募集期間　２月１日（火）～３月２日（水）

　　　　　　　　〒８４９－１３１２

鹿島市大字納富分２６４３番地１　鹿島市役所

企画財政課企画係　☎０９５４（６３）２１０１

　　　　　　　　　℻０９５４（６３）２１２９

　　　　　　　　　kikaku@city.saga-kashima.lg.jp

提出・問合せ先

　税務課課税係

　☎０９５４（６３）２１１８

詳しくは

　家屋を増築した場合も固定資産税の課税対象となり、税額を計算するため家屋評価を行う必要があります。また、

改築した場合も課税対象となることがあります。不明な点がありましたら事前に税務課までお問い合わせください。

お
知
ら
せ

増築・改築をした家屋の固定資産税の評価について

□増築したとき

　家屋の床面積を増加させた場合は、面積にかかわ

　らず課税対象です。

□サンルームを増築したとき

　地面に定着し、屋根・周壁などにより風雨をしの

　げる状態であれば課税対象です。

□改築したとき

　基礎、柱などの骨組みだけを残して大幅に改築し

　たような場合は、課税対象です。

　ここでいう『改築』とは、通常の維持管理（クロ

スの張り替えや畳替えなど）の範囲を超え、家屋の

価値を高め、またはその耐久性を増すようなものを

いい、建築基準法の『改築』の区分と異なります。

　詳しくは市ホームページをご覧ください。

◉増築・改築の評価ができていないと…

　のちに相続や売買等のために登記を行う際、家屋の面積等が登記簿の内容と大きく相違があると、手続

きに時間を要す場合があります。

　ご自身の固定資産に評価されていない部分はないか、いま一度、課税明細書等でご確認ください。

　環境下水道課環境係　☎０９５４（６３）３４１６詳しくは

◉事業所から出るごみは、自己処理が原則です。各区のごみステーションに出せるのは、家庭ごみだけです。事業

　所から出るごみは、ごみステーションには出せません。

　※家庭ごみの集積所に事業系ごみを排出した場合、不法投棄にあたります。不法投棄は廃棄物処理法違反として５年以

　　下の懲役若しくは. １,０００万円以下（法人の場合は３億円以下）の罰金または併科に処せられる場合があります。

◉事業所から出るごみを排出・処分する場合には、次のいずれかの方法で行ってください。

　①一般廃棄物収集運搬業の許可を持った事業者へ委託する

　　野口商会　☎０９５４（６３）１２５８　／　馬場商会　☎０９５４（６２）１１３７

　②西部クリーンセンターへ自己搬入する

　③鹿島市小規模事業者ごみステーション搬出登録制度に登録し、ごみステーションへ排出する

　※『鹿島市小規模事業者ごみステーション搬出登録』をしている事業者の方に限り、一回のごみ出しでごみ袋が３袋以内で、ごみステーションを利用できます。

　※令和４年３月31日までに登録がなされていない場合、ごみの収集は行いませんので、ご注意ください。

お
知
ら
せ

事業所のごみの出し方について
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募

　集 会計年度任用職員募集

応募方法　市のホームページからダウンロードまたは各提出先に備え付けの登録申請書に必要事項を記入して、

　　　　　提出してください。（郵送可）

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

そ　の　他　詳しくは各提出先に備え付けの募集要領をご覧ください。（市のホームページにも掲載します）

選考方法　面接試験（①のみ一次審査で書類選考あり）

応募資格区　分

①
鹿島市産業活性化
施設職員

募集要領に定め
る要件を満たし
ている人

任用期間 勤務内容 勤務時間・形態

施設運営、一般事務ほか
週 35 時間

（１日７時間）
シフト制

令和４年４月１日
　～令和５年３月 31 日

１人

募集人員

■募集要領および登録申請書の備付場所、提出先、問合せ先・・・募集区分①

　産業支援課（市役所２階）　☎０９５４（６３）３４１１
■募集期限　２月 21 日（月）　※土・日・祝日を除く

■試験日時　後日連絡します

応募資格区　分 任用期間 勤務内容 勤務時間・形態

②
家庭相談員

社会福祉士、教員免許
取得者、保健師、保育士
など募集要領に定める
要件を満たしている人

要保護・要支援家庭
に対する相談対応、
関係機関との連携等

週 35 時間程度
（９時～ 17 時）
月～金（祝日を除く）

令和４年４月１日
　～令和５年３月 31 日

１人

募集人員

■募集要領および登録申請書の備付場所、提出先、問合せ先・・・募集区分②

　福祉課社会福祉係（市役所１階）　☎０９５４（６３）２１１９
■募集期限　２月 18 日（金）　※土・日・祝日を除く

■試　験　日　２月 25 日（金）　場所：福祉課会議室

■対　　象　

　①住民税非課税世帯

　　令和３年１２月１０日において、市の住民基本台帳に記録されている人で、世帯全員の令和３年度分の住民税均等割が非課税である世帯（一部要件あり）

　②家計急変世帯

　　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和３年１月以降、家計が急変し、世帯全員のそれぞれの１年間の収入見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯

　❖いずれの世帯についても、住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯は対象となりません。

■給付金額

　１世帯あたり１０万円

■申請方法

　①住民税非課税世帯

　　福祉課より対象世帯に対し、案内と確認書を送付します。確認書の内容を確認して返送または福祉課窓口へ提出してください。後日、指定口座へ給付金を振り込みます。

　　※確認書の発送時期は令和４年２月中旬から下旬を予定しています。

　②家計急変世帯

　　申請書、収入が分かる書類、通帳写しなど必要書類を福祉課に提出してください。確認後決定通知を発送し、後日指定口座へ給付金を振り込みます。

　　※家計急変世帯の申請書受付期間は令和４年２月から令和４年９月３０日までを予定しています。

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が速やかに、生活・暮らしの支援を受け

られるよう、住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり１０万円を給付します。

　福祉課社会福祉係

　☎０９５４（６３）２１１９

詳しくは

お
知
ら
せ

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

❖申請受付の開始時期や手続きの詳細につきましては、決まり次第、市

　ホームページやチラシ回覧などでお知らせします。

❖詳しくは市ホームページ、または右記までお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症対策
家庭内感染予防のためにできること家庭内感染予防のためにできること

家庭内に感染が疑われる人がいない場合

◆家庭内にウイルスを持ち込まないために、帰宅

　したらすぐ手を洗いましょう。

◆持ち物の中で一番汚れているのは携帯電話やス

　マホです。家に帰ったら除菌シートなどで拭く

　とよいでしょう。

◆会話の際には、お互いにツバや飛沫を飛ばし合

　わないように気を付けましょう。

　また、咳やくしゃみが出そうなときは『咳エチ

　ケット』を忘れずに行いましょう。

◆トイレは蓋を閉めてから、水を流すようにしま

　しょう。

◆食事や調理の前、トイレの後など適切なタイミ

　ングで手洗い、アルコール消毒を行いましょう。

家庭内に感染が疑われる人がいる場合

◆食事や寝るときなど、部屋を分けましょう。部屋を分けられない場合は、少なくとも２ｍ以

　上の距離を保ちましょう。

◆感染者のお世話はできるだけ限られた人で。

◆マスクをつけましょう。使用したマスクはほかの部屋に持ち出さないでください。マスクの

　表面には触れないようにしてください。マスクを外した後は必ず石けんで手を洗いましょう。

◆こまめに手を洗いましょう。洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにしてください。

◆共有スペースや他の部屋も窓を開けるなど換気をしましょう。

◆物に付着したウイルスはしばらく生存します。ドアの取っ手、ノブ、ベッド柵など、手で触

　れる共有部分を消毒しましょう。

◆汚れた衣服やタオルを取り扱う際は、手袋とマスクをつけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し、

　完全に乾かしてください。

◆鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨ててくださ

　い。その後直ちに手を洗いましょう。

❖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）

　総務課職員係　☎０９５４（６３）２１１３詳しくは

　令和４年度に市役所で事務補助などを行う会計年度任用職員として採用を希望する人の登録を受け付けます。

　必要がある際は、登録した人の中から随時選考を行います。

お
知
ら
せ

会計年度任用職員選考のための登録を受け付けます

職　　種　一般事務、保健師、看護師、土木など

対　象　者　年齢や居住地は問いません。

登録開始日　２月１日（火）

応募方法　市役所３階総務課や市のホームページで配

　　　　　布する専用の『選考登録申請書』に必要事

　　　　　項を記入して、総務課に提出してください。

※任用条件等は市のホームページに掲載しています❖登録有効期間❖
令和４年４月１日～令和５年３月 31 日



１７１６ Ｒ4（2022）.2.1　広報かしま 広報かしま　Ｒ4（2022）.2.1

情報掲示板ワイド

募

　集 会計年度任用職員募集

応募方法　市のホームページからダウンロードまたは各提出先に備え付けの登録申請書に必要事項を記入して、

　　　　　提出してください。（郵送可）

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

そ　の　他　詳しくは各提出先に備え付けの募集要領をご覧ください。（市のホームページにも掲載します）

選考方法　面接試験（①のみ一次審査で書類選考あり）

応募資格区　分

①
鹿島市産業活性化
施設職員

募集要領に定め
る要件を満たし
ている人

任用期間 勤務内容 勤務時間・形態

施設運営、一般事務ほか
週 35 時間

（１日７時間）
シフト制

令和４年４月１日
　～令和５年３月 31 日

１人

募集人員

■募集要領および登録申請書の備付場所、提出先、問合せ先・・・募集区分①

　産業支援課（市役所２階）　☎０９５４（６３）３４１１
■募集期限　２月 21 日（月）　※土・日・祝日を除く

■試験日時　後日連絡します

応募資格区　分 任用期間 勤務内容 勤務時間・形態

②
家庭相談員

社会福祉士、教員免許
取得者、保健師、保育士
など募集要領に定める
要件を満たしている人

要保護・要支援家庭
に対する相談対応、
関係機関との連携等

週 35 時間程度
（９時～ 17 時）
月～金（祝日を除く）

令和４年４月１日
　～令和５年３月 31 日

１人

募集人員

■募集要領および登録申請書の備付場所、提出先、問合せ先・・・募集区分②

　福祉課社会福祉係（市役所１階）　☎０９５４（６３）２１１９
■募集期限　２月 18 日（金）　※土・日・祝日を除く

■試　験　日　２月 25 日（金）　場所：福祉課会議室

■対　　象　

　①住民税非課税世帯

　　令和３年１２月１０日において、市の住民基本台帳に記録されている人で、世帯全員の令和３年度分の住民税均等割が非課税である世帯（一部要件あり）

　②家計急変世帯

　　新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和３年１月以降、家計が急変し、世帯全員のそれぞれの１年間の収入見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯

　❖いずれの世帯についても、住民税が課税されている人の扶養親族のみからなる世帯は対象となりません。

■給付金額

　１世帯あたり１０万円

■申請方法

　①住民税非課税世帯

　　福祉課より対象世帯に対し、案内と確認書を送付します。確認書の内容を確認して返送または福祉課窓口へ提出してください。後日、指定口座へ給付金を振り込みます。

　　※確認書の発送時期は令和４年２月中旬から下旬を予定しています。

　②家計急変世帯

　　申請書、収入が分かる書類、通帳写しなど必要書類を福祉課に提出してください。確認後決定通知を発送し、後日指定口座へ給付金を振り込みます。

　　※家計急変世帯の申請書受付期間は令和４年２月から令和４年９月３０日までを予定しています。

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、さまざまな困難に直面した方々が速やかに、生活・暮らしの支援を受け

られるよう、住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり１０万円を給付します。

　福祉課社会福祉係

　☎０９５４（６３）２１１９

詳しくは

お
知
ら
せ

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

❖申請受付の開始時期や手続きの詳細につきましては、決まり次第、市

　ホームページやチラシ回覧などでお知らせします。

❖詳しくは市ホームページ、または右記までお問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症対策
家庭内感染予防のためにできること家庭内感染予防のためにできること

家庭内に感染が疑われる人がいない場合

◆家庭内にウイルスを持ち込まないために、帰宅

　したらすぐ手を洗いましょう。

◆持ち物の中で一番汚れているのは携帯電話やス

　マホです。家に帰ったら除菌シートなどで拭く

　とよいでしょう。

◆会話の際には、お互いにツバや飛沫を飛ばし合

　わないように気を付けましょう。

　また、咳やくしゃみが出そうなときは『咳エチ

　ケット』を忘れずに行いましょう。

◆トイレは蓋を閉めてから、水を流すようにしま

　しょう。

◆食事や調理の前、トイレの後など適切なタイミ

　ングで手洗い、アルコール消毒を行いましょう。

家庭内に感染が疑われる人がいる場合

◆食事や寝るときなど、部屋を分けましょう。部屋を分けられない場合は、少なくとも２ｍ以

　上の距離を保ちましょう。

◆感染者のお世話はできるだけ限られた人で。

◆マスクをつけましょう。使用したマスクはほかの部屋に持ち出さないでください。マスクの

　表面には触れないようにしてください。マスクを外した後は必ず石けんで手を洗いましょう。

◆こまめに手を洗いましょう。洗っていない手で目や鼻、口などを触らないようにしてください。

◆共有スペースや他の部屋も窓を開けるなど換気をしましょう。

◆物に付着したウイルスはしばらく生存します。ドアの取っ手、ノブ、ベッド柵など、手で触

　れる共有部分を消毒しましょう。

◆汚れた衣服やタオルを取り扱う際は、手袋とマスクをつけ、一般的な家庭用洗剤で洗濯し、

　完全に乾かしてください。

◆鼻をかんだティッシュはすぐにビニール袋に入れ、室外に出すときは密閉して捨ててくださ

　い。その後直ちに手を洗いましょう。

❖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）

　総務課職員係　☎０９５４（６３）２１１３詳しくは

　令和４年度に市役所で事務補助などを行う会計年度任用職員として採用を希望する人の登録を受け付けます。

　必要がある際は、登録した人の中から随時選考を行います。

お
知
ら
せ

会計年度任用職員選考のための登録を受け付けます

職　　種　一般事務、保健師、看護師、土木など

対　象　者　年齢や居住地は問いません。

登録開始日　２月１日（火）

応募方法　市役所３階総務課や市のホームページで配

　　　　　布する専用の『選考登録申請書』に必要事

　　　　　項を記入して、総務課に提出してください。

※任用条件等は市のホームページに掲載しています❖登録有効期間❖
令和４年４月１日～令和５年３月 31 日
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　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では、料理教室を

開催しています。市内在住であればどなたで

も参加できますので、希望する人は保健セン

ターまでお申し込みください。

と　　き　２月 18 日（金）10 時～ 14 時

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

参　加　費　300円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾、マスク

申込期限　２月 10 日（木）

食改さんの料理教室食改さんの料理教室

　四種混合予防接種とは、百日咳、ジフテリア、破

傷風、ポリオを予防するためのワクチンです。接種

回数が多いので、忘れないように注意しましょう。

対　象　者　３か月～７歳６か月未満

接種回数　４回　※第１期初回（３回）接種後、

　　　　　　　　　１年あけて追加（１回）を接種

四種混合予防接種四種混合予防接種

　レディースデー検診は、スタッフが全員女性で対応

します。未受診者検診は通常の対応です。今年度最後

の検診になりますので、ぜひ受診してください。

　希望する人は保健センターまでお申し込みください。

と　　き　２月７日（月）

　　　　　　　　受付13時30分～15時（レディースデー検診）

　　　　　２月 18 日（金）

　　　　　　受付 18 時～ 19 時 30 分（夜間検診）

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

対　象　者　子宮頸がん検診：20 歳以上の女性

　　　　　乳がん検診：40 歳以上で昨年度未受診の女性

　　　　　※乳がん検診は先着55人で締め切ります

料　　金　子宮頸がん検診：1,100 円

　　　　　乳がん検診：40 歳代 1,300 円、50 歳以上 800 円

　　　　　※市民税非課税世帯・生活保護世帯・
　　　　　　後期高齢者医療制度被保険者は無料

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

　保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３詳しくは

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

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

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

定期検査で受けていない検査を受けませんか　～ヘルスサポート事業～

受診期間　令和４年３月 31 日（木）まで

費　　用　無料（診療にかかる費用は必要です）

持　参　品　特定健診受診券・受診票、健康保険証

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

中村医院　田中医院　ふきあげ納富病院　

谷口医院（嬉野市）
市外医療機関については保健センター

へお問い合わせください

市外医療機関については保健センター

へお問い合わせください

 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26回九州小学生ソフトテニス選手権大会

　開　催　日　11月27～28日（長崎市総合運動公園かきどまり庭球場）

　【女子団体戦】

　　３位　佐賀県 A チーム

　【女子個人戦】

　ベスト８　田川　莉子（明倫小５年）、山上　結花（鹿島小６年）

　　　　　　野中　梨穂（能古見小６年）

◇第 16 回佐賀県冬季水泳競技大会

　開　催　日　12 月 11 ～ 12 日（SAGA アクア）

　10 歳以下女子  　【4×50ｍメドレーリレー】

　　２位　小池　妃愛乃（鹿島小２年）、松浦　璃子（明倫小４年）

　　　　　馬場　すみれ（能古見小４年）、松本　幸春（能古見小４年）

　11 ～ 12 歳男子　【50ｍ背泳ぎ・100ｍ背泳ぎ】

　　優勝　宮﨑　優斗（西部中１年）

　13 ～ 14 歳女子　【50ｍバタフライ・100ｍバタフライ】

　　２位　島　七海（西部中１年）

　13 ～ 14 歳女子　【50ｍ自由形】

　　３位　島　七海（西部中１年）

　13 ～ 14 歳男子　【100ｍ自由形】

　　３位　山口　浩生（西部中２年）

◇第135回福岡県SC水泳大会

　開　催　日　11 月７日（福岡市立総合西市民プール）

　11 ～ 12 歳男子　【50ｍ背泳ぎ】

　　優勝　宮﨑　優斗（西部中１年）

　11 ～ 12 歳男子　【100ｍ背泳ぎ】

　　２位　宮﨑　優斗（西部中１年）

◇『ふるさとの田んぼと水』子ども絵画展2021（全国）

　　入選　梶山　水斗（古枝小５年）、中村　結愛（古枝小５年）

　　　　　西山　舞依（古枝小５年）、峰松　つぐみ（古枝小５年）

◇第65回西日本読書感想画コンクール（九州）

　優秀賞　藤家　龍雅（明倫小２年）

◇ゴミ減量化リサイクル推進標語コンクール

　最優秀賞　天野　初（七浦小４年）

　　《作品》　さい利用 すてない努力と 使う知え

　　　入選　岩屋　悠那（能古見小４年）

　　《作品》　捨てないで まだまだ活かせる その資源

◇第71回“社会を明るくする運動”作文コンテスト

　佐賀保護観察所長賞　加藤　青空（鹿島小５年）

　佐賀県更生保護協会理事長賞　古庄　杏実（鹿島小６年）

◇佐賀県児童生徒ふるさと学習コンクール

　優秀賞　梶山　水斗（古枝小５年）、藤武　弦汰（古枝小５年）

　　　　　中村　結愛（古枝小５年）

◇第67回青少年読書感想文コンクール県審査

　優良賞　山口　雄士（明倫小３年）、小野原　歩夢（東部中３年）

◇第42回緑光会親子スケッチ大会

　緑光会賞　小森　和香（明倫小３年）、小森　愛結（明倫小５年）

◇西日本新聞ヤング川柳

　　二席　畠中　柊人（七浦小６年）

　　《作品》　クジラはね はねると海は ゆれるよね

◇第25回佐世保市中学選抜団体戦

　開　催　日　12 月 18 日（佐世保総合グラウンド）

　　３位　西部中男子ソフトテニス部

学 校 だ よ り

北鹿島小学校

No.297

５年生もち米料理体験

　北鹿島小学校の子どもたちのさまざ

まな教育活動は、地域や保護者の皆様

に支えられています。その教育活動の

中から、１２月１０日に行った５年生

の『もち米料理体験』を紹介します。

　これは、『総合的な学習の時間』に

５年生が育てたもち米を使って、あん

餅やきなこ餅，雑煮作りを行う活動で

す。北鹿島ふるさと会の皆様や食生活

改善推進員協議会の皆様にご協力いた

だきながら長年取り組んでいるもので、

北鹿島小５年生の恒例行事の一つに

なっています。

　５年生は、地域の方のお力添えをい

ただきながら、５月の『種籾まき』

『育苗』、６月の『田植え』、夏場の

『稲の観察』を経て１０月の『稲刈

り』と、５ヶ月余りの間もち米作りに

関わってきました。それもあって、前

日の米洗いでは「一粒も無駄にしない

ように」と声をかけ合いながら、楽し

く丁寧に作業をする姿が見られました。

　活動当日の料理体験では､あん玉を餅

で包む方法や雑煮の具材の切り方など、

地域の方々のアドバイスを熱心に聞い

て、真剣に取り組みました。体験活動

の後には、自分たちで作ったあん餅や

きなこ餅、雑煮を、お腹いっぱい美味

しくいただきました。

　今回の活動でも､多くの方々に支援し

ていただき､とても感謝しております。

今後も地域や保護者の皆様とのつなが

りを大切にして、日々の教育活動に取

り組んでまいります。雑煮作りにチャレンジ
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　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では、料理教室を

開催しています。市内在住であればどなたで

も参加できますので、希望する人は保健セン

ターまでお申し込みください。

と　　き　２月 18 日（金）10 時～ 14 時

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

参　加　費　300円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾、マスク

申込期限　２月 10 日（木）

食改さんの料理教室食改さんの料理教室

　四種混合予防接種とは、百日咳、ジフテリア、破

傷風、ポリオを予防するためのワクチンです。接種

回数が多いので、忘れないように注意しましょう。

対　象　者　３か月～７歳６か月未満

接種回数　４回　※第１期初回（３回）接種後、

　　　　　　　　　１年あけて追加（１回）を接種

四種混合予防接種四種混合予防接種

　レディースデー検診は、スタッフが全員女性で対応

します。未受診者検診は通常の対応です。今年度最後

の検診になりますので、ぜひ受診してください。

　希望する人は保健センターまでお申し込みください。

と　　き　２月７日（月）

　　　　　　　　受付13時30分～15時（レディースデー検診）

　　　　　２月 18 日（金）

　　　　　　受付 18 時～ 19 時 30 分（夜間検診）

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

対　象　者　子宮頸がん検診：20 歳以上の女性

　　　　　乳がん検診：40 歳以上で昨年度未受診の女性

　　　　　※乳がん検診は先着55人で締め切ります

料　　金　子宮頸がん検診：1,100 円

　　　　　乳がん検診：40 歳代 1,300 円、50 歳以上 800 円

　　　　　※市民税非課税世帯・生活保護世帯・
　　　　　　後期高齢者医療制度被保険者は無料

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

　保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３詳しくは

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

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

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

定期検査で受けていない検査を受けませんか　～ヘルスサポート事業～

受診期間　令和４年３月 31 日（木）まで

費　　用　無料（診療にかかる費用は必要です）

持　参　品　特定健診受診券・受診票、健康保険証

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

中村医院　田中医院　ふきあげ納富病院　

谷口医院（嬉野市）
市外医療機関については保健センター

へお問い合わせください

市外医療機関については保健センター

へお問い合わせください

 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26回九州小学生ソフトテニス選手権大会

　開　催　日　11月27～28日（長崎市総合運動公園かきどまり庭球場）

　【女子団体戦】

　　３位　佐賀県 A チーム

　【女子個人戦】

　ベスト８　田川　莉子（明倫小５年）、山上　結花（鹿島小６年）

　　　　　　野中　梨穂（能古見小６年）

◇第 16 回佐賀県冬季水泳競技大会

　開　催　日　12 月 11 ～ 12 日（SAGA アクア）

　10 歳以下女子  　【4×50ｍメドレーリレー】

　　２位　小池　妃愛乃（鹿島小２年）、松浦　璃子（明倫小４年）

　　　　　馬場　すみれ（能古見小４年）、松本　幸春（能古見小４年）

　11 ～ 12 歳男子　【50ｍ背泳ぎ・100ｍ背泳ぎ】

　　優勝　宮﨑　優斗（西部中１年）

　13 ～ 14 歳女子　【50ｍバタフライ・100ｍバタフライ】

　　２位　島　七海（西部中１年）

　13 ～ 14 歳女子　【50ｍ自由形】

　　３位　島　七海（西部中１年）

　13 ～ 14 歳男子　【100ｍ自由形】

　　３位　山口　浩生（西部中２年）

◇第135回福岡県SC水泳大会

　開　催　日　11 月７日（福岡市立総合西市民プール）

　11 ～ 12 歳男子　【50ｍ背泳ぎ】

　　優勝　宮﨑　優斗（西部中１年）

　11 ～ 12 歳男子　【100ｍ背泳ぎ】

　　２位　宮﨑　優斗（西部中１年）

◇『ふるさとの田んぼと水』子ども絵画展2021（全国）

　　入選　梶山　水斗（古枝小５年）、中村　結愛（古枝小５年）

　　　　　西山　舞依（古枝小５年）、峰松　つぐみ（古枝小５年）

◇第65回西日本読書感想画コンクール（九州）

　優秀賞　藤家　龍雅（明倫小２年）

◇ゴミ減量化リサイクル推進標語コンクール

　最優秀賞　天野　初（七浦小４年）

　　《作品》　さい利用 すてない努力と 使う知え

　　　入選　岩屋　悠那（能古見小４年）

　　《作品》　捨てないで まだまだ活かせる その資源

◇第71回“社会を明るくする運動”作文コンテスト

　佐賀保護観察所長賞　加藤　青空（鹿島小５年）

　佐賀県更生保護協会理事長賞　古庄　杏実（鹿島小６年）

◇佐賀県児童生徒ふるさと学習コンクール

　優秀賞　梶山　水斗（古枝小５年）、藤武　弦汰（古枝小５年）

　　　　　中村　結愛（古枝小５年）

◇第67回青少年読書感想文コンクール県審査

　優良賞　山口　雄士（明倫小３年）、小野原　歩夢（東部中３年）

◇第42回緑光会親子スケッチ大会

　緑光会賞　小森　和香（明倫小３年）、小森　愛結（明倫小５年）

◇西日本新聞ヤング川柳

　　二席　畠中　柊人（七浦小６年）

　　《作品》　クジラはね はねると海は ゆれるよね

◇第25回佐世保市中学選抜団体戦

　開　催　日　12 月 18 日（佐世保総合グラウンド）

　　３位　西部中男子ソフトテニス部

学 校 だ よ り

北鹿島小学校

No.297

５年生もち米料理体験

　北鹿島小学校の子どもたちのさまざ

まな教育活動は、地域や保護者の皆様

に支えられています。その教育活動の

中から、１２月１０日に行った５年生

の『もち米料理体験』を紹介します。

　これは、『総合的な学習の時間』に

５年生が育てたもち米を使って、あん

餅やきなこ餅，雑煮作りを行う活動で

す。北鹿島ふるさと会の皆様や食生活

改善推進員協議会の皆様にご協力いた

だきながら長年取り組んでいるもので、

北鹿島小５年生の恒例行事の一つに

なっています。

　５年生は、地域の方のお力添えをい

ただきながら、５月の『種籾まき』

『育苗』、６月の『田植え』、夏場の

『稲の観察』を経て１０月の『稲刈

り』と、５ヶ月余りの間もち米作りに

関わってきました。それもあって、前

日の米洗いでは「一粒も無駄にしない

ように」と声をかけ合いながら、楽し

く丁寧に作業をする姿が見られました。

　活動当日の料理体験では､あん玉を餅

で包む方法や雑煮の具材の切り方など、

地域の方々のアドバイスを熱心に聞い

て、真剣に取り組みました。体験活動

の後には、自分たちで作ったあん餅や

きなこ餅、雑煮を、お腹いっぱい美味

しくいただきました。

　今回の活動でも､多くの方々に支援し

ていただき､とても感謝しております。

今後も地域や保護者の皆様とのつなが

りを大切にして、日々の教育活動に取

り組んでまいります。雑煮作りにチャレンジ



２１２０ Ｒ4（2022）.2.1　広報かしま 広報かしま　Ｒ4（2022）.2.1

エイブルからのお知らせなど 情報掲示板　◇　お知らせ

お知らせ

　３月から窓口手続きの環境改善の

一環として窓口発券機を導入します。

　これは窓口業務の混雑解消とコロ

ナ対策（３密回避）を図り、皆様に

安心してお待ちいただくことを目的

としています。お待ちいただく時間

は情報発信モニターから各種情報を

発信します。

　導入にあたりお手数をおかけする

こともありますがご理解のほどよろ

しくお願いいたします。

詳しくは　市民課

　　　　　☎０９５４（６３）２１１７

　国民健康保険・後期高齢者医療の

被保険者が亡くなられた場合、その

葬祭を行った人（喪主）に対し、申

請により葬祭費（３万円）を支給し

ています。

　詳しくはお問い合わせください。

※葬祭を行った日から２年を経過す

ると、時効により支給ができなくな

りますのでご注意ください。

詳しくは　保険健康課国保係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２０

　令和３年度のスポーツ振興くじ助

成金を受けて、市民球場のフェンス

防護マットを整備しました。

　市民球場をぜひご利用ください。

詳しくは　生涯学習課スポーツ係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

　

国保・後期高齢者医療
葬祭費の支給制度について

詳しくは　企画財政課秘書係　☎０９５４（６３）２１１４

令和３年１２月分の市長交際費を公表します

21,780円 令和３年度累計　34,780 円合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名
12月13日 3,780円 年賀状 60 枚その他

市議会３月定例会会期日程（案）

２月 24 日（木）

３月 2 日（水）

4 日（金）

8 日（火）

14 日（月）

17 日（木）

18 日（金）

22 日（火）

23 日（水）

25 日（金）

～ 3日（木）

～10日（木）

～15日（火）

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）

議案審議、質疑、討論、採決

常任委員会

新年度予算審査特別委員会

新年度予算審査特別委員会

一般質問

一般質問（13 時 30 分から）

一般質問

調整日（一般質問）

委員会報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

詳しくは　議会事務局　☎０９５４（６３）２１０４

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。

市民図書館　☎０９５４（６３）４３４３詳しくは

□雑誌ふろくプレゼント

　応募用紙におすすめ本を書いてくれた人の中から抽選で雑誌の付

録をプレゼントします。

と　き　２月１日（火）～ 20 日（日）　　当選者発表　３月５日（土）

ところ　図書館内　※当選された人は図書館でお受け取りください。

□『あたまイキイキ シニアライフを楽しもう！』

　シニアライフを楽しむために、認知症や生活習慣の正しい知識を学んでみ

ませんか。講演の後は、図書館で脳力アップのための本探し体験もあります。

と　き　３月 13 日（日）10 時～ 12 時　　対　象　65 歳以上

ところ　エイブル３階研修室および図書館　　定　員　20 人（要事前申込）

講　師　杉本 健さん（古賀小児科内科医院 事務長／主任介護支援専門員）

参加費　無料　　　

申　込　２月 12 日（土）９時 30 分から電話・カウンターにて受け付けます。

　鹿島市出身で、愛知県在住の画家 藤永

正人さんの作品を紹介します。

　藤永さんは、昭和23年生まれ。絵筆を

握りキャンバスに向かい始めたのは、愛

知県で就職してからでした。

　昭和57年に第26回新槐樹社（しんかい

じゅしゃ）展で初入選。それ以降も出品

を続け、多くの受賞歴があります。

　平成30年に東

京都議会議長賞、

令和３年に文部科

学大臣賞を受賞さ

れました。

【第２期展示】

　２月１日（火）～ 27日（日）

▲花アート

藤永正人　作品展床の間
コーナー

市民課窓口での各種証明書の発行
などの手続き環境が変わります

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

⦿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

に行ってみよう

❖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。

　そこは歌や色々なリズムの音楽と、パントマイムやジャグリングなど、新しいサー

カスが交わる不思議な世界。さあ、大人も子どもも楽しい音楽の旅に出かけよう！

　と　き　２月 27 日（日）　開演 14 時

　ところ　エイブルホール【全席指定】 

　料　金　大　　　人　 2,500 円　

　　　　　高校生以下 　1,000 円

　　　　　※エイブル会員　各 500 円引き

　　　　　※当日各 500 円増し

　発売中　プレイガイドはエイブル窓口のみ　

第10回えいぶる事業 『ミュージック and サーカス～森の秘密～』

イラスト：©Non Nakagawa

第６回えいぶる事業 『森 麻季 ソプラノリサイタル』

　２月13日（日）振替公演を開催します。チケット販売はありません。

《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

ところ定員 開講期間講　座　名 講　師

８人

公
開
講
座

受講料

20 人 ２月 20 日（日）
13 時 30 分～ 15 時

エイブル２階
調理実習室

みそ作り教室
※２ kg のみそを作って、持って帰ること
　ができます。

石田　雅子さん

無　料

20 人 ２月 23 日（祝）
10 時～ 12 時

エイブル３階
研修室 無　料

江島　美央さん
（熊本大学文学部史学科日本中世史専攻卒）

九州電力㈱武雄営業所
ホームアドバイザー

２月３日（木）
10 時 30 分～ 13 時

NHK 大河ドラマを
　　　楽しむための歴史講座
　　　　～鎌倉編～

会
員
限
定

地球・家庭にやさしく電気を使おう！
※地球にやさしい電気の使い方と、IH を　
　使った料理を学びます。

エイブル２階
調理実習室

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,000 円

12月18日 13,000円 叙勲受章祝賀会、市表彰・教育委員会表彰受賞祝賀会会　費
12月24日 5,000円 褒章受章祝賀会会　費

令和３年１２月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

□早朝や夜間はまだ暗い季節が続きます　　　　　※（　　）内は前年比
歩行者の方へ…暗い時間帯の外出はできるだけ避けて、外出するときは白
　　　　　　　色系服装と反射材着装を心がけましょう。
運転者の方へ…運転者は、原則ハイビームを心がけ、対向車がないときは、
　　　　　　　前照灯を上向き、対向車が来たときだけ下向きに切り替え
　　　　　　　ましょう。

詳しくは　鹿島警察署交通課　☎０９５４（６３）１１１１

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

3,506 件（－252）
181 件（－022）
90 件（－023）

4,530 人（－309）
233 人（－022）
119 人（－023）

23 人（－10）
3 人（＋01）
1 人（－01）

18,873 件（＋814）
972 件（－059）
509 件（－047）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

市民球場のフェンス
防護マットを整備しました なくそう受動喫煙！市役所敷地内は『禁煙』ですなくそう受動喫煙！市役所敷地内は『禁煙』です

　健康増進法に基づく受動喫煙防止対策を推進するため、令和元年７月か

ら市役所敷地内（駐車場含む）は原則禁煙になりました。喫煙は特定屋外

喫煙場所に限ります。違反者には、罰則の適用（過料）が課せられること

があります。望まない受動喫煙をなくすため、市民の皆さんのご協力をお

願いします。 　総務課総務係　☎０９５４（６３）２１１１詳しくは

♡ひとり親家庭の親子を無料招待します♡
　ひとり親家庭の親子を対象に 20 組程度を無料招待します。

対　象　ひとり親家庭の親子　※応募者多数の場合は抽選

締　切　２月 10 日（木）

※申込方法などの詳細は、右の QR コードをご覧いただくか

　電話でお問合わせください。 詳細ページ▲

※３月 18 日（金）を除き、開始時間は 10 時からです。
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エイブルからのお知らせなど 情報掲示板　◇　お知らせ

お知らせ

　３月から窓口手続きの環境改善の

一環として窓口発券機を導入します。

　これは窓口業務の混雑解消とコロ

ナ対策（３密回避）を図り、皆様に

安心してお待ちいただくことを目的

としています。お待ちいただく時間

は情報発信モニターから各種情報を

発信します。

　導入にあたりお手数をおかけする

こともありますがご理解のほどよろ

しくお願いいたします。

詳しくは　市民課

　　　　　☎０９５４（６３）２１１７

　国民健康保険・後期高齢者医療の

被保険者が亡くなられた場合、その

葬祭を行った人（喪主）に対し、申

請により葬祭費（３万円）を支給し

ています。

　詳しくはお問い合わせください。

※葬祭を行った日から２年を経過す

ると、時効により支給ができなくな

りますのでご注意ください。

詳しくは　保険健康課国保係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２０

　令和３年度のスポーツ振興くじ助

成金を受けて、市民球場のフェンス

防護マットを整備しました。

　市民球場をぜひご利用ください。

詳しくは　生涯学習課スポーツ係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

　

国保・後期高齢者医療
葬祭費の支給制度について

詳しくは　企画財政課秘書係　☎０９５４（６３）２１１４

令和３年１２月分の市長交際費を公表します

21,780円 令和３年度累計　34,780 円合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名
12月13日 3,780円 年賀状 60 枚その他

市議会３月定例会会期日程（案）

２月 24 日（木）

３月 2 日（水）

4 日（金）

8 日（火）

14 日（月）

17 日（木）

18 日（金）

22 日（火）

23 日（水）

25 日（金）

～ 3日（木）

～10日（木）

～15日（火）

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）

議案審議、質疑、討論、採決

常任委員会

新年度予算審査特別委員会

新年度予算審査特別委員会

一般質問

一般質問（13 時 30 分から）

一般質問

調整日（一般質問）

委員会報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

詳しくは　議会事務局　☎０９５４（６３）２１０４

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。

市民図書館　☎０９５４（６３）４３４３詳しくは

□雑誌ふろくプレゼント

　応募用紙におすすめ本を書いてくれた人の中から抽選で雑誌の付

録をプレゼントします。

と　き　２月１日（火）～ 20 日（日）　　当選者発表　３月５日（土）

ところ　図書館内　※当選された人は図書館でお受け取りください。

□『あたまイキイキ シニアライフを楽しもう！』

　シニアライフを楽しむために、認知症や生活習慣の正しい知識を学んでみ

ませんか。講演の後は、図書館で脳力アップのための本探し体験もあります。

と　き　３月 13 日（日）10 時～ 12 時　　対　象　65 歳以上

ところ　エイブル３階研修室および図書館　　定　員　20 人（要事前申込）

講　師　杉本 健さん（古賀小児科内科医院 事務長／主任介護支援専門員）

参加費　無料　　　

申　込　２月 12 日（土）９時 30 分から電話・カウンターにて受け付けます。

　鹿島市出身で、愛知県在住の画家 藤永

正人さんの作品を紹介します。

　藤永さんは、昭和23年生まれ。絵筆を

握りキャンバスに向かい始めたのは、愛

知県で就職してからでした。

　昭和57年に第26回新槐樹社（しんかい

じゅしゃ）展で初入選。それ以降も出品

を続け、多くの受賞歴があります。

　平成30年に東

京都議会議長賞、

令和３年に文部科

学大臣賞を受賞さ

れました。

【第２期展示】

　２月１日（火）～ 27日（日）

▲花アート

藤永正人　作品展床の間
コーナー

市民課窓口での各種証明書の発行
などの手続き環境が変わります

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

⦿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

に行ってみよう

❖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。

　そこは歌や色々なリズムの音楽と、パントマイムやジャグリングなど、新しいサー

カスが交わる不思議な世界。さあ、大人も子どもも楽しい音楽の旅に出かけよう！

　と　き　２月 27 日（日）　開演 14 時

　ところ　エイブルホール【全席指定】 

　料　金　大　　　人　 2,500 円　

　　　　　高校生以下 　1,000 円

　　　　　※エイブル会員　各 500 円引き

　　　　　※当日各 500 円増し

　発売中　プレイガイドはエイブル窓口のみ　

第10回えいぶる事業 『ミュージック and サーカス～森の秘密～』

イラスト：©Non Nakagawa

第６回えいぶる事業 『森 麻季 ソプラノリサイタル』

　２月13日（日）振替公演を開催します。チケット販売はありません。

《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

ところ定員 開講期間講　座　名 講　師

８人

公
開
講
座

受講料

20 人 ２月 20 日（日）
13 時 30 分～ 15 時

エイブル２階
調理実習室

みそ作り教室
※２ kg のみそを作って、持って帰ること
　ができます。

石田　雅子さん

無　料

20 人 ２月 23 日（祝）
10 時～ 12 時

エイブル３階
研修室 無　料

江島　美央さん
（熊本大学文学部史学科日本中世史専攻卒）

九州電力㈱武雄営業所
ホームアドバイザー

２月３日（木）
10 時 30 分～ 13 時

NHK 大河ドラマを
　　　楽しむための歴史講座
　　　　～鎌倉編～

会
員
限
定

地球・家庭にやさしく電気を使おう！
※地球にやさしい電気の使い方と、IH を　
　使った料理を学びます。

エイブル２階
調理実習室

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,000 円

12月18日 13,000円 叙勲受章祝賀会、市表彰・教育委員会表彰受賞祝賀会会　費
12月24日 5,000円 褒章受章祝賀会会　費

令和３年１２月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

□早朝や夜間はまだ暗い季節が続きます　　　　　※（　　）内は前年比
歩行者の方へ…暗い時間帯の外出はできるだけ避けて、外出するときは白
　　　　　　　色系服装と反射材着装を心がけましょう。
運転者の方へ…運転者は、原則ハイビームを心がけ、対向車がないときは、
　　　　　　　前照灯を上向き、対向車が来たときだけ下向きに切り替え
　　　　　　　ましょう。

詳しくは　鹿島警察署交通課　☎０９５４（６３）１１１１

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

3,506 件（－252）
181 件（－022）
90 件（－023）

4,530 人（－309）
233 人（－022）
119 人（－023）

23 人（－10）
3 人（＋01）
1 人（－01）

18,873 件（＋814）
972 件（－059）
509 件（－047）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

市民球場のフェンス
防護マットを整備しました なくそう受動喫煙！市役所敷地内は『禁煙』ですなくそう受動喫煙！市役所敷地内は『禁煙』です

　健康増進法に基づく受動喫煙防止対策を推進するため、令和元年７月か

ら市役所敷地内（駐車場含む）は原則禁煙になりました。喫煙は特定屋外

喫煙場所に限ります。違反者には、罰則の適用（過料）が課せられること

があります。望まない受動喫煙をなくすため、市民の皆さんのご協力をお

願いします。 　総務課総務係　☎０９５４（６３）２１１１詳しくは

♡ひとり親家庭の親子を無料招待します♡
　ひとり親家庭の親子を対象に 20 組程度を無料招待します。

対　象　ひとり親家庭の親子　※応募者多数の場合は抽選

締　切　２月 10 日（木）

※申込方法などの詳細は、右の QR コードをご覧いただくか

　電話でお問合わせください。 詳細ページ▲

※３月 18 日（金）を除き、開始時間は 10 時からです。
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イベント

　

　昭和６０年に旭ヶ岡公園の桜の保

存と育成を目的に発足した鹿島市桜

樹保存会では、今日まで約５００本

の桜を植樹し、また、桜の生育調査

を行うなど、より良い桜の環境づく

りを目指しています。

　今年も皆さんとともに桜の木を植

樹します。ぜひご参加ください。

※状況により中止になった場合でも、

　当方で寄附の分の植樹は行います。

と　　き　２月 20 日（日）10 時～

と　こ　ろ　旭ヶ岡公園

❖ご寄附も、随時受け付けています。

　皆さんのご支援をお願いします。

詳しくは　鹿島市桜樹保存会事務局

　　　　　（鹿島青年会議所内）

　　　　　☎０９５４（６２）５６５６

相　談

と　　き　２月20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

　介護の仕事に興味のある人を対象

に、市内の介護事業所との就職相談会

（Web）を開催します。

と　　き　２月 25 日（金）

　　　　　受付 13 時～ 15 時

　　　　　面談 13 時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　新世紀センター２階会議室

対　　象　介護の仕事に興味のある人

　　　　　※資格の有無は問いません

参　加　費　無料（予約不要）

❖参加事業所は市のホームページを

　ご覧ください

主催　鹿島市

共催　ハローワーク鹿島・鹿島市社会福祉協議会

詳しくは　保険健康課

　　　　　☎０９５４（６３）２１２０

募　集

対　象　者　求職者

訓練期間　４月５日（火）～

　◇ものづくりベーシック科　４カ月

　◇電気設備施工科　６カ月

受　講　料　無料（別途テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期限　２月 28 日（月）

※施設見学や模擬体験もできます

詳しくは　ポリテクセンター佐賀

　　　　　☎０９５２（２６）９５１６

　今年も夜桜ボンボ

リを行います。ボン

ボリは大手門から赤

門にかけての花のト

ンネルや、公園内に

設置します。

　ボンボリ設置に協賛いただける市

内の企業や団体を募集します。

設置期間　３月下旬～４月上旬ごろ

募集開始　２月１日（火）～

詳しくは　鹿島市観光案内所

　　　　　（鹿島バスセンター１階）

　　　　　☎０９５４（６０）５１４５

情報掲示板　◇　相談

　

　相続・遺言に関する問題を始め、

不動産や会社の登記、債務整理、各

種裁判手続きなど、いろいろな相談

をお受けします。

と　　き　２月 23 日（祝）

　　　　　10 時～ 15 時

と　こ　ろ　かたらい３階生活相談室

❖予約不要です。マスク着用、１組  

　２人以下での来場をお願いします。 

　また、発熱や咳などの症状が認め

　られる場合は相談を控えさせてい

　ただく場合があります。

詳しくは　佐賀県司法書士会

　　　　　☎０９５２（２９）０６２６

　借り入れやローン返済の債務整理

など、相談員が面談に応じます。

と　　き　2 月 16 日（水）

　　　　　13 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　佐賀財務事務所（佐賀市）

申込期限　相談会２営業日前まで

申込・問合せ先（月～金９時～ 17 時）

　福岡財務支局多重債務相談窓口

　☎０９２（４１１）７２９１

◆無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　10 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

　24 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

　10 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

　３日（木）10 時～ 15 時

◆厚生年金・国民年金相談（要予約）

　１日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 16 時

　新世紀センター２階会議室１

　15 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 16 時

　市役所５階第６会議室

　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

◆介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

◆こころの健康相談（臨床心理士対応）

　16 日（水）９時 30 分～ 12 時

市役所５階第７会議室

　（要予約）福祉課 ☎（６３）２１１９

◆発達障害児（者）専門相談

　21 日（月）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

◆土地・建物に関する無料相談所（売買・賃貸など）

　22 日（火）13 時 30 分～ 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）

　12 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）

　18 日（金）13 時～ 16 時　かたらい３階会議室

　社会福祉協議会 ☎（６２）２４４７

◆生活お困りごと相談（要予約）

　月曜日～金曜日９時～ 17 時　かたらい３階

　生活自立支援センター（社会福祉協議会内）

　　　　　　　　 ☎（６２）２４４７

弁護士による
無料法律相談会

司法書士による県下一斉無料法律相談会
および法務局による相続登記相談会

その他の相談

令和4年4月期
職業訓練受講生募集

定員募集訓練科

も の づ く り ベ ー シ ッ ク 科 １５

電 気 設 備 施 工 科 １５

■各種作業の注文をお受けします

　『農作業』『庭木の剪定』『はがき書

き』など、お気軽にご相談ください。

■各種刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソーなど

と　　き　２月 17 日（木）８時 30 分～

■会員を募集しています

対　　象　60歳以上または今年３月

　　　　　までに60歳になる人

説　明　会　２月 17 日（木）９時 30 分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

※説明会はセンターでも随時行っています

■畑や家庭菜園などにＥＭ菌入り有機チップ

　の堆肥はいかがですか？配送もできます

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　☎０９５４（６３）０９７０

講習会・教室

　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　２月 17 日（木）13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

演　　題　『葉隠』

講　　師　大塚　清吾さん

　　　　　（フォトジャーナリスト・鹿島市出身）

資　料　代　300 円

詳しくは　鹿島史談会事務局　野田

　　　　　☎０９５４（６２）２０９７

　成年後見制度は、認知症や知的・

精神障がいなどによって判断能力が

不十分な人を支援する制度です。権

利や財産を守り、安心して暮らすた

め制度について学んでみませんか。

と　　き　２月 18 日（金）14 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　かたらい３階大会議室

参　加　費　無料

定　　員　30 人（事前申込み必要）

申込・問合せ先

　地域包括支援センター

　☎０９５４（６３）２１６０

ご活用ください！
シルバー人材センター

鹿島史談会　歴史講座

旭ヶ岡公園桜まつり
夜桜電飾ボンボリ協賛募集成年後見セミナー

介護のしごと就職相談会
inかしま

鹿島市桜樹保存会
植樹祭

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

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

するお知らせ』として、１月に郵送しています。

ジェネリック医薬品に関するお知らせジェネリック医薬品に関するお知らせ国保・後期高齢者医療

被保険者の皆さん

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

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

詳しくは

□通知の対象となる人

　該当月に処方された先発医薬品をジェネリック医薬

品に切り替えた場合に、１カ月あたりの自己負担額の

軽減が一定額以上見込まれる人が対象となります。

（必ずしも全員に届くわけではありません）

□通知の記載内容

◉薬代にかかった金額のみ表示しています。

　実際の窓口での支払いには、技術料・管理料など、

　別費用が含まれていることがあります。

◉ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる

　可能性があることをお伝えするもので、切り替えを

　強制するものではありません。

□通知書に関するお問い合わせ専用窓口

『国民健康保険中央会コールセンター』を設けていま

す。通知書にコールセンターのフリーダイヤルが記載

されていますので、ご利用ください。

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

◉市税集合徴収分
◉介護保険料
◉後期高齢者医療保険料
第９期の口座振替日

２月２８日（月）
（預貯金残高の確認をお願いします）

多重債務の
無料出張相談会

情報掲示板　◇　お知らせ・講習会・教室・募集・イベント・相談
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イベント

　

　昭和６０年に旭ヶ岡公園の桜の保

存と育成を目的に発足した鹿島市桜

樹保存会では、今日まで約５００本

の桜を植樹し、また、桜の生育調査

を行うなど、より良い桜の環境づく

りを目指しています。

　今年も皆さんとともに桜の木を植

樹します。ぜひご参加ください。

※状況により中止になった場合でも、

　当方で寄附の分の植樹は行います。

と　　き　２月 20 日（日）10 時～

と　こ　ろ　旭ヶ岡公園

❖ご寄附も、随時受け付けています。

　皆さんのご支援をお願いします。

詳しくは　鹿島市桜樹保存会事務局

　　　　　（鹿島青年会議所内）

　　　　　☎０９５４（６２）５６５６

相　談

と　　き　２月20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

　介護の仕事に興味のある人を対象

に、市内の介護事業所との就職相談会

（Web）を開催します。

と　　き　２月 25 日（金）

　　　　　受付 13 時～ 15 時

　　　　　面談 13 時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　新世紀センター２階会議室

対　　象　介護の仕事に興味のある人

　　　　　※資格の有無は問いません

参　加　費　無料（予約不要）

❖参加事業所は市のホームページを

　ご覧ください

主催　鹿島市

共催　ハローワーク鹿島・鹿島市社会福祉協議会

詳しくは　保険健康課

　　　　　☎０９５４（６３）２１２０

募　集

対　象　者　求職者

訓練期間　４月５日（火）～

　◇ものづくりベーシック科　４カ月

　◇電気設備施工科　６カ月

受　講　料　無料（別途テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期限　２月 28 日（月）

※施設見学や模擬体験もできます

詳しくは　ポリテクセンター佐賀

　　　　　☎０９５２（２６）９５１６

　今年も夜桜ボンボ

リを行います。ボン

ボリは大手門から赤

門にかけての花のト

ンネルや、公園内に

設置します。

　ボンボリ設置に協賛いただける市

内の企業や団体を募集します。

設置期間　３月下旬～４月上旬ごろ

募集開始　２月１日（火）～

詳しくは　鹿島市観光案内所

　　　　　（鹿島バスセンター１階）

　　　　　☎０９５４（６０）５１４５

情報掲示板　◇　相談

　

　相続・遺言に関する問題を始め、

不動産や会社の登記、債務整理、各

種裁判手続きなど、いろいろな相談

をお受けします。

と　　き　２月 23 日（祝）

　　　　　10 時～ 15 時

と　こ　ろ　かたらい３階生活相談室

❖予約不要です。マスク着用、１組  

　２人以下での来場をお願いします。 

　また、発熱や咳などの症状が認め

　られる場合は相談を控えさせてい

　ただく場合があります。

詳しくは　佐賀県司法書士会

　　　　　☎０９５２（２９）０６２６

　借り入れやローン返済の債務整理

など、相談員が面談に応じます。

と　　き　2 月 16 日（水）

　　　　　13 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　佐賀財務事務所（佐賀市）

申込期限　相談会２営業日前まで

申込・問合せ先（月～金９時～ 17 時）

　福岡財務支局多重債務相談窓口

　☎０９２（４１１）７２９１

◆無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　10 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

　24 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

　10 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

　３日（木）10 時～ 15 時

◆厚生年金・国民年金相談（要予約）

　１日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 16 時

　新世紀センター２階会議室１

　15 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 16 時

　市役所５階第６会議室

　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

◆介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

◆こころの健康相談（臨床心理士対応）

　16 日（水）９時 30 分～ 12 時

市役所５階第７会議室

　（要予約）福祉課 ☎（６３）２１１９

◆発達障害児（者）専門相談

　21 日（月）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

◆土地・建物に関する無料相談所（売買・賃貸など）

　22 日（火）13 時 30 分～ 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）

　12 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）

　18 日（金）13 時～ 16 時　かたらい３階会議室

　社会福祉協議会 ☎（６２）２４４７

◆生活お困りごと相談（要予約）

　月曜日～金曜日９時～ 17 時　かたらい３階

　生活自立支援センター（社会福祉協議会内）

　　　　　　　　 ☎（６２）２４４７

弁護士による
無料法律相談会

司法書士による県下一斉無料法律相談会
および法務局による相続登記相談会

その他の相談

令和4年4月期
職業訓練受講生募集

定員募集訓練科

も の づ く り ベ ー シ ッ ク 科 １５

電 気 設 備 施 工 科 １５

■各種作業の注文をお受けします

　『農作業』『庭木の剪定』『はがき書

き』など、お気軽にご相談ください。

■各種刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソーなど

と　　き　２月 17 日（木）８時 30 分～

■会員を募集しています

対　　象　60歳以上または今年３月

　　　　　までに60歳になる人

説　明　会　２月 17 日（木）９時 30 分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

※説明会はセンターでも随時行っています

■畑や家庭菜園などにＥＭ菌入り有機チップ

　の堆肥はいかがですか？配送もできます

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　☎０９５４（６３）０９７０

講習会・教室

　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　２月 17 日（木）13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

演　　題　『葉隠』

講　　師　大塚　清吾さん

　　　　　（フォトジャーナリスト・鹿島市出身）

資　料　代　300 円

詳しくは　鹿島史談会事務局　野田

　　　　　☎０９５４（６２）２０９７

　成年後見制度は、認知症や知的・

精神障がいなどによって判断能力が

不十分な人を支援する制度です。権

利や財産を守り、安心して暮らすた

め制度について学んでみませんか。

と　　き　２月 18 日（金）14 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　かたらい３階大会議室

参　加　費　無料

定　　員　30 人（事前申込み必要）

申込・問合せ先

　地域包括支援センター

　☎０９５４（６３）２１６０

ご活用ください！
シルバー人材センター

鹿島史談会　歴史講座

旭ヶ岡公園桜まつり
夜桜電飾ボンボリ協賛募集成年後見セミナー

介護のしごと就職相談会
inかしま

鹿島市桜樹保存会
植樹祭

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

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

するお知らせ』として、１月に郵送しています。

ジェネリック医薬品に関するお知らせジェネリック医薬品に関するお知らせ国保・後期高齢者医療

被保険者の皆さん

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

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

詳しくは

□通知の対象となる人

　該当月に処方された先発医薬品をジェネリック医薬

品に切り替えた場合に、１カ月あたりの自己負担額の

軽減が一定額以上見込まれる人が対象となります。

（必ずしも全員に届くわけではありません）

□通知の記載内容

◉薬代にかかった金額のみ表示しています。

　実際の窓口での支払いには、技術料・管理料など、

　別費用が含まれていることがあります。

◉ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる

　可能性があることをお伝えするもので、切り替えを

　強制するものではありません。

□通知書に関するお問い合わせ専用窓口

『国民健康保険中央会コールセンター』を設けていま

す。通知書にコールセンターのフリーダイヤルが記載

されていますので、ご利用ください。

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

◉市税集合徴収分
◉介護保険料
◉後期高齢者医療保険料
第９期の口座振替日

２月２８日（月）
（預貯金残高の確認をお願いします）

多重債務の
無料出張相談会

情報掲示板　◇　お知らせ・講習会・教室・募集・イベント・相談
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写真写真

夢に向かって突き進め夢に向かって突き進め

地域包括支援センターからのお知らせ地域包括支援センターからのお知らせ

　地域包括支援センター

　☎０９５４（６３）２１６０

詳しくは

■健康長寿のためのシニア世代栄養教室～認知症予防・疾病予防～

　いつまでもおいしく楽しく食べることは健康の基本です。自立し

た食生活・栄養管理で健康長寿を目指しませんか。

　新型コロナウイルス感染症対策として調理実習は行わず、座学

と自宅でできる簡単な体操を取り入れた講座です。

　今回のテーマ“オーラルフレイルを予防しよう！”　講師　溝上薬局　管理栄養士

と　　き　２月 22 日（火）10 時～ 11 時 30 分　　　定　　員　先着 10 人

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

対　　象　おおむね 65 歳以上

持　参　品　筆記用具、マスク

申込期限　２月 18 日（金）

※講座や教室など、状況により中止となる場合があります

■かしまオレンジカフェ～認知症カフェ・介護者のつどい～

　認知症の人もそうでない人も、介護をしている人もしていない人

も気軽に立ち寄って、ほっとひといき楽しくお茶でもしませんか。

　おしゃれな小物の創作や専門職によるミニ講座を用意していま

す。希望する人はお申込みください。

　ミニ講座『高齢者を狙った詐欺』

　創作活動『エコクラフトコースター』

と　　き　２月 16 日（水）13時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　古枝公民館２階大会議室

申込期限　２月 14 日（月）

定　　員　先着 16 人

参　加　費　無料

■『終活ノート』を活用してみませんか

　終活ノートは、自分の人生を振り返り、

自分の考えを整理するきっかけになるだけ

でなく、判断能力や意思決定能力の喪失を

伴う病気などにかかった場合の治療や介

護、葬儀、財産等のことに関する思いや希

望を家族や身近な人に伝え残すためのもの

です。人生の最期を考えることで、今をよ

りよく生きるためのヒントを見いだす前向

きな活動として『終活

ノート』を活用してみま

せんか。

　希望する人には配布を

しています。なくなり次

第配布は終了となります

のでご注意ください。

鹿島市役所　総務部　企画財政課　

〒849ー1312　佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１

☎0954（63）2114　℻0954（63）2129　

ＵＲＬ　https://www.city.saga-kashima.lg.jp/

広報かしま　編集・発行
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プラスチックの分別方法が一部変わります！
　令和４年４月から、プラスチック製のものは、その種別により分別方法が変わります。

ご確認いただき、適正な分別、リサイクルの推進にご協力ください。

　環境下水道課環境係　

　☎０９５４（６３）３４１６

　環境下水道課環境係　

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

プラスチック・ビニール類

【プラスチック製品】

コップ バケツ

ケースハンガー

【プラスチック　

　　容器包装】

カップ麺 ビニール包装

【ごみ袋に入らない　　

　プラスチック製品】

衣装ケース コンテナ

もえるごみ

粗大ごみステッカー
プラスチック・

ビニール類（黄色）

【注意】

これまで、コップやハン

ガーなどは『もえるご

み』として処理してきましたが、４月から

『プラスチック製品』の分別区分が『プラス

チック・ビニール類』へ変更になります

R３まで

変更なし 変更なし

R４年４月

から×


