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《取組事例》

　EPA（経済連携協定）により、東南アジアの看護師・介護福祉士候補生受

入れや留学生支援を積極的に行い看護・介護技術の普及を支援しています。

社会医療法人 祐愛会

《取組事例》

　規格外の作物（トマト等）を加工品として利用すること

で、食品ロスの削減に貢献しています。

たにぐちファーム

《取組事例》

　店舗では発展途上国の原料や製品を適正な価格で購入して

いる『フェアトレードコーヒー』を提供しています。

　ラムサール条約推進室では、有明海の環境保全を通じてＳＤＧｓの推進に取り組む企業、団体等の『肥前鹿島

干潟ＳＤＧｓ推進パートナー』を募集しています。また、取組内容は市ホームページでも紹介しています。

肥前鹿島干潟ＳＤＧｓ推進パートナー紹介
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新市民会館の新築工事

　市役所1階市民ホール内の佐賀銀行派出所の横に新市民

会館のホール座席の試作品を設置しています。

　４月１３日（水）まで設置していますので、開館前に

ぜひ一度試しに座ってみてください。

　総務課（中川エリア整備推進室）

　☎０９５４（６３）２１１１

詳しくは

　現在、新市民会館建設の記念事

業として、使用目的を備品整備と

した寄附金の募集を行っています。

　詳しくは右記二次元コードから

確認できます。
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ご寄附をありがとうございました

株式会社 小笠原 様

　３月４日、株式会社小笠原様からご寄附をいただきました。

　この寄附は、企業版ふるさと納税を活用し、市の地方創生プロジェク

トにご支援頂いたもので、新市民会館の備品購入等に活用してほしいと

のご意向に沿って、有効に使わせていただきます。
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トにご支援頂いたもので、新市民会館の備品購入等に活用してほしいと

のご意向に沿って、有効に使わせていただきます。

鹿島高等学校同窓会 様

　２月１８日、鹿島高等学校同窓会様から「学校のシンボルであり、卒

業生の心のよりどころでもある赤門続塀の修復に」とご寄附をいただき

ました。

　ご意向に沿って、傷みが激しくなっていた佐賀県重要文化財に指定さ

れている赤門続塀の修復工事の一部として、有効に使わせていただきま

す。
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WEB版鹿島市企業説明会の収録が行われました

　２月８日に開催を予定していた第４回鹿島市企業説明会は、新型コロ

ナウイルス感染症拡大により中止となり、その代替として市内参加企業

様（２３社）による企業プレゼンが行われました。

　各参加企業様のプレゼンの模様は鹿島商工会議所ホームページ内の

『WEB版鹿島市企業説明会動画サイト』に掲載しています。

　高校生をはじめ若い人に市内企業を知ってもらう

取組みであり、地元就職活動の参考にぜひご覧くだ

さい。

　２月８日に開催を予定していた第４回鹿島市企業説明会は、新型コロ

ナウイルス感染症拡大により中止となり、その代替として市内参加企業

様（２３社）による企業プレゼンが行われました。

　各参加企業様のプレゼンの模様は鹿島商工会議所ホームページ内の

『WEB版鹿島市企業説明会動画サイト』に掲載しています。

　高校生をはじめ若い人に市内企業を知ってもらう

取組みであり、地元就職活動の参考にぜひご覧くだ

さい。

動画サイトはコチラ☞動画サイトはコチラ☞

　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年度に新町区では伝承芸能道

具の太鼓、鼓やはんてんなどを、大村方区会

では獅子舞用の衣装などをそれぞれ整備しま

した。

　企画財政課企画係　

　☎０９５４（６３）２１０１

詳しくは

はんてん（新町区）はんてん（新町区）太鼓・鼓（新町区）太鼓・鼓（新町区）

獅子衣装（大村方区会）獅子衣装（大村方区会）

剣遣い衣装（大村方区会）剣遣い衣装（大村方区会）

市議会３月定例会の冒頭、　口市長が

これまでの取組みなどを振り返りました

市議会３月定例会の冒頭、　口市長が

これまでの取組みなどを振り返りました
※要約してお知らせします
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　令和４年度の各会計の予算は、３月の議会での可決を受け、各種事業がスタート

しました。

　令和４年度の一般会計当初予算は、市長改選期であるため、義務的な経費や継続

的な事業、既に決定されている事業を中心に、総額１５６億３,６００万円で編成

し（骨格予算）、昨年度の当初予算と比較して１億５,３００万円（１.０％）の減

となっています。

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなど社会経済情勢がめまぐるしく

変化する中においても、第七次総合計画の２年度目として、市民サービスの維持向

上を図るとともに、『定住促進』や『子育て支援』など、地方創生に向けたまちづ

くりのための事業を展開します。

　詳細は市ホームページで公開していますのでご覧ください。

令和４年度

当初
予算

　企画財政課財政係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

□令和４年度一般会計の主な目的別予算配分（予算額と構成比）

当初予算の概要をお知らせします当初予算の概要をお知らせします

□各会計の当初予算額

※表中の金額は、１万円未満を切り捨てています。
※企業会計の資本的収支の不足額については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額や損益勘定留保金などで
　補塡します。また、収益的収支については消費税抜きの額です。

会計区分

一般会計 △1億5,300万円 （△1.0％）157億8,900万円156億3,600万円

令和４年度予算額 令和３年度予算額

国民健康保険

後期高齢者医療

特
別
会
計

△7,132万円 （△1.9％）36億9,720万円36億2,588万円

2,456万円 （5.7％）4億3,334万円4億5,790万円

企
業
会
計

収益的収入

収益的支出
水道事業

資本的収入

資本的支出

△365万円 （△0.7％）5億2,993万円5億2,628万円

392万円 （0.8％）5億 364万円5億 756万円

7,437万円 （53.0％）1億4,037万円2億1,474万円

418万円 （1.0％）4億3,060万円4億3,478万円

増減額（率）

収益的収入

収益的支出
下水道事業

資本的収入

資本的支出

△1,183万円 （△1.1％）10億7,417万円10億6,234万円

△2,188万円 （△2.1％）10億6,614万円10億4,426万円

△4億9,777万円 （△36.9％）13億4,891万円8億5,114万円

△4億9,682万円 （△30.6％）16億2,120万円11億2,438万円

□一般会計予算の状況（構成）

７億５,０１８万円　　　

１７億７,６２５万円　　　

９８８万円　　　

５,１０７万円　など

◇ふるさと納税推進事業　　　

◇市民会館建設事業　　　　　　

◇コンビニ交付サービス事業

◇選挙執行経費

５０億３,７９９万円
３２％

５０億３,７９９万円
３２％

議会、総務、消防、
その他

議会、総務、消防、
その他

２,２５０万円　　　

４１万円　　　

９,９３２万円　　　

３６５万円　など

◇保育士等処遇改善臨時特例事業

◇地域福祉計画策定事業　　　　

◇放課後児童健全育成事業　　　

◇新型コロナ生活困窮者自立支援金給付事業

５２億５８６万円
３３％

５２億５８６万円
３３％

福祉事業の推進福祉事業の推進

７,４８１万円　　　

１,０００万円　　　

２,１６７万円　　　

２億２,５９６万円　など

◇新型コロナウイルスワクチン接種事業

◇地域再生可能エネルギー導入事業

◇家庭用浄化槽設置整備事業

◇ごみ処理負担金（一部事務組合）

１０億５,２４４万円
７％

１０億５,２４４万円
７％

衛生、健康対策衛生、健康対策

１億 ８４０万円　　　

１２０万円　　　

２,０１０万円　　　

３６１万円　など

◇さが園芸生産888億円推進事業

◇企業等農業参入支援事業　　　

◇防災重点ため池耐震照査等調査計画事業

◇販路開拓支援事業

８億１,２６８万円
５％

８億１,２６８万円
５％

農林水産業の振興農林水産業の振興

１,０００万円　　　

１億２,５６０万円　　　

２５０万円　　　

４３９万円　など

◇かしまビジネスサポートセンター設置・運営事業

◇道の駅鹿島整備事業

◇キャンプ場トイレ改修事業

◇新地場産業・新産品推進事業

４億８,４７３万円
３％

４億８,４７３万円
３％

商工観光、企業誘致、
雇用対策

商工観光、企業誘致、
雇用対策

１,４４０万円　　　

１５０万円　　　

７５０万円　　　

１７５万円　など

◇スクール・サポート・スタッフ配置事業

◇田澤記念館活用事業

◇鹿島城大手門管理事業（修繕実施設計）

◇県民スポーツ大会事業

１３億１,４８０万円
８％

１３億１,４８０万円
８％

学校教育、生涯学習学校教育、生涯学習

１億３,１５０万円　　　

４,３９１万円　　　

８,３６０万円　　　

１,１４０万円　など

◇辺地道路整備事業（中川内・広平線）

◇肥前鹿島駅舎改築・駅前広場整備事業

◇市営住宅改修事業（新方住宅衛生設備改修）

◇空家等対策事業

７億１,１０５万円
５％

７億１,１０５万円
５％

土木、建設事業土木、建設事業

　令和４年度の一般会計借入金残高

は約１４４億円となる見込みであり、

地方交付税で返済額が全額措置され

る臨時財政対策債（約４６億円）を

差し引くと、実質的な借入金残高は

約９８億円となります（この約９８

億円の返済にも、約４割の交付税措

置が見込まれます）。

１０億１,６４５万円
７％

１０億１,６４５万円
７％

借入金の返済
（公債費）
借入金の返済
（公債費）

市民会館（イメージ）市民会館（イメージ）

道の駅鹿島整備（イメージ）道の駅鹿島整備（イメージ）

放課後児童クラブ放課後児童クラブ

リサイクル作業リサイクル作業

肥前鹿島駅周辺整備全体構想（イメージ）肥前鹿島駅周辺整備全体構想（イメージ）

いちごの高設栽培施設いちごの高設栽培施設

鹿島城大手門鹿島城大手門

　　　

９２億７,６５８万円　　　

１億２,８５４万円　　　

３億９,５４２万円　　　

４５億６,９８４万円　など

＜一般会計借入金残高１４４億円の内訳＞

◇普通建設事業債

◇災害復旧事業債

◇水道企業出資債（ダム負担金）

◇臨時財政対策債
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　令和４年度の各会計の予算は、３月の議会での可決を受け、各種事業がスタート

しました。

　令和４年度の一般会計当初予算は、市長改選期であるため、義務的な経費や継続

的な事業、既に決定されている事業を中心に、総額１５６億３,６００万円で編成

し（骨格予算）、昨年度の当初予算と比較して１億５,３００万円（１.０％）の減

となっています。

　新型コロナウイルス感染症の影響が長期化するなど社会経済情勢がめまぐるしく

変化する中においても、第七次総合計画の２年度目として、市民サービスの維持向

上を図るとともに、『定住促進』や『子育て支援』など、地方創生に向けたまちづ

くりのための事業を展開します。

　詳細は市ホームページで公開していますのでご覧ください。

令和４年度

当初
予算

　企画財政課財政係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

□令和４年度一般会計の主な目的別予算配分（予算額と構成比）

当初予算の概要をお知らせします当初予算の概要をお知らせします

□各会計の当初予算額

※表中の金額は、１万円未満を切り捨てています。
※企業会計の資本的収支の不足額については、消費税及び地方消費税資本的収支調整額や損益勘定留保金などで
　補塡します。また、収益的収支については消費税抜きの額です。

会計区分

一般会計 △1億5,300万円 （△1.0％）157億8,900万円156億3,600万円

令和４年度予算額 令和３年度予算額

国民健康保険

後期高齢者医療

特
別
会
計

△7,132万円 （△1.9％）36億9,720万円36億2,588万円

2,456万円 （5.7％）4億3,334万円4億5,790万円

企
業
会
計

収益的収入

収益的支出
水道事業

資本的収入

資本的支出

△365万円 （△0.7％）5億2,993万円5億2,628万円

392万円 （0.8％）5億 364万円5億 756万円

7,437万円 （53.0％）1億4,037万円2億1,474万円

418万円 （1.0％）4億3,060万円4億3,478万円

増減額（率）

収益的収入

収益的支出
下水道事業

資本的収入

資本的支出

△1,183万円 （△1.1％）10億7,417万円10億6,234万円

△2,188万円 （△2.1％）10億6,614万円10億4,426万円

△4億9,777万円 （△36.9％）13億4,891万円8億5,114万円

△4億9,682万円 （△30.6％）16億2,120万円11億2,438万円

□一般会計予算の状況（構成）

７億５,０１８万円　　　

１７億７,６２５万円　　　

９８８万円　　　

５,１０７万円　など

◇ふるさと納税推進事業　　　

◇市民会館建設事業　　　　　　

◇コンビニ交付サービス事業

◇選挙執行経費

５０億３,７９９万円
３２％

５０億３,７９９万円
３２％

議会、総務、消防、
その他

議会、総務、消防、
その他

２,２５０万円　　　

４１万円　　　

９,９３２万円　　　

３６５万円　など

◇保育士等処遇改善臨時特例事業

◇地域福祉計画策定事業　　　　

◇放課後児童健全育成事業　　　

◇新型コロナ生活困窮者自立支援金給付事業

５２億５８６万円
３３％

５２億５８６万円
３３％

福祉事業の推進福祉事業の推進

７,４８１万円　　　

１,０００万円　　　

２,１６７万円　　　

２億２,５９６万円　など

◇新型コロナウイルスワクチン接種事業

◇地域再生可能エネルギー導入事業

◇家庭用浄化槽設置整備事業

◇ごみ処理負担金（一部事務組合）

１０億５,２４４万円
７％

１０億５,２４４万円
７％

衛生、健康対策衛生、健康対策

１億 ８４０万円　　　

１２０万円　　　

２,０１０万円　　　

３６１万円　など

◇さが園芸生産888億円推進事業

◇企業等農業参入支援事業　　　

◇防災重点ため池耐震照査等調査計画事業

◇販路開拓支援事業

８億１,２６８万円
５％

８億１,２６８万円
５％

農林水産業の振興農林水産業の振興

１,０００万円　　　

１億２,５６０万円　　　

２５０万円　　　

４３９万円　など

◇かしまビジネスサポートセンター設置・運営事業

◇道の駅鹿島整備事業

◇キャンプ場トイレ改修事業

◇新地場産業・新産品推進事業

４億８,４７３万円
３％

４億８,４７３万円
３％

商工観光、企業誘致、
雇用対策

商工観光、企業誘致、
雇用対策

１,４４０万円　　　

１５０万円　　　

７５０万円　　　

１７５万円　など

◇スクール・サポート・スタッフ配置事業

◇田澤記念館活用事業

◇鹿島城大手門管理事業（修繕実施設計）

◇県民スポーツ大会事業

１３億１,４８０万円
８％

１３億１,４８０万円
８％

学校教育、生涯学習学校教育、生涯学習

１億３,１５０万円　　　

４,３９１万円　　　

８,３６０万円　　　

１,１４０万円　など

◇辺地道路整備事業（中川内・広平線）

◇肥前鹿島駅舎改築・駅前広場整備事業

◇市営住宅改修事業（新方住宅衛生設備改修）

◇空家等対策事業

７億１,１０５万円
５％

７億１,１０５万円
５％

土木、建設事業土木、建設事業

　令和４年度の一般会計借入金残高

は約１４４億円となる見込みであり、

地方交付税で返済額が全額措置され

る臨時財政対策債（約４６億円）を

差し引くと、実質的な借入金残高は

約９８億円となります（この約９８

億円の返済にも、約４割の交付税措

置が見込まれます）。

１０億１,６４５万円
７％

１０億１,６４５万円
７％

借入金の返済
（公債費）
借入金の返済
（公債費）

市民会館（イメージ）市民会館（イメージ）

道の駅鹿島整備（イメージ）道の駅鹿島整備（イメージ）

放課後児童クラブ放課後児童クラブ

リサイクル作業リサイクル作業

肥前鹿島駅周辺整備全体構想（イメージ）肥前鹿島駅周辺整備全体構想（イメージ）

いちごの高設栽培施設いちごの高設栽培施設

鹿島城大手門鹿島城大手門

　　　

９２億７,６５８万円　　　

１億２,８５４万円　　　

３億９,５４２万円　　　

４５億６,９８４万円　など

＜一般会計借入金残高１４４億円の内訳＞

◇普通建設事業債

◇災害復旧事業債

◇水道企業出資債（ダム負担金）

◇臨時財政対策債



鹿　島　市
生涯学習
鹿　島　市
生涯学習 まちづくり出前講座まちづくり出前講座

□この講座は、皆さんの疑問や知りたいことを、　

　メニューから選んでいただき、希望の会場に　

　市職員の講師が出向いて、一緒にお話や活動　

　をするものです。

　中には、外国人や県職員等の外部講師が担当　

　する講座もあります。

　皆さん、レッツ 生涯“楽習！”

□申込みは、希望日の１カ月前までに市役所２階

　生涯学習課にある申込書に必要事項を記入し、　

　提出してください。

　なお、講師の都合により、申込団体と日程調整

　をする場合があります。

　※申込書は、市ホームページにもあります。

生涯学習課　社会教育・文化係

☎０９５４（６３）２１２５

℻０９５４（６３）２３１３

詳しくは

◆申込みできるのは？
　市内に在住・勤務・在学しておられる

　１０人以上の　団体、  グループです。

　※特定の政治、宗教、営利目的の催しを除く。

◆出前講座の内容は？
　『知りたい』メニューから選んでください。

　※メニューにないときは、ご相談ください。

◆開催時間と場所は？
　月～金曜日９時から１７時までの２時間以内。

　市内の公民館、集会所などを会場とします。

◆会場の手配は？
　借用申請、準備、参加会員への連絡などは、

　申込団体でお願いします。

◆講師料などは？
　講師料は無料ですが、講座に必要な材料など

　準備していただく場合があります。

令和４年度　出前講座『知りたい』メニュー

23

産
業
・
交
流

『海の森事業』と『山の日』

24 農地の転用

25 ６次産業（加工品開発）

26 鹿島の観光

27 市民交流プラザの利用方法

28 国際交流（県国際交流協会の外国人講師）

47

健
康
・
保
険

国民年金

48 国民健康保険

49 介護保険

50 後期高齢者医療制度

51 生活習慣病予防（国保特定健診・保健指導）

52 認知症（サポーター養成講座）

53 高齢者の健康・元気づくり（口の健康）

54 高齢者の健康・元気づくり（軽運動）

55 高齢者の健康・元気づくり（音楽サロン）

1

計
画
・
制
度

鹿島市総合計画

2 個人情報の保護

3 マイナンバー制度（マイナポイント）

4 マイナンバーカードの作り方（申請可能）

5 情報公開制度

6 鹿島市の税金

7 スマホで確定申告（７～ 12 月限定開設）

8 生かそう選挙権

9 市議会のしくみ

10

都
市
基
盤

鹿島市の都市計画

11 肥前鹿島駅周辺の整備

12 伝統的町並み保存

13 空家対策と活用

14 路線バス・循環バス・のりあいタクシーの乗り方

15 鹿島の上水道（おいしい水）

16 鹿島の下水道（汚水処理・雨水対策）

17

環

　境

地球温暖化対策（私たちにできること）

18 リサイクルのすすめ（分別収集と資源化）

19 人とペットの適切な関係（動物愛護法）

20 段ボールコンポストで生ごみ堆肥づくり

21 『ＳＤＧｓ』って何なのだ？

22 ラムサール条約（世界を旅する渡り鳥）

29

安
全
・
安
心

交通事故防止（鹿島警察署）

30 火災防止（鹿島消防署）

31 防災・減災対策

32 大地震でも大丈夫？（住宅耐震改修事業）

33 気をつけよう！悪質商法（県金融広報委員会）

34 みんなが楽しく幸せに！（身の回りの人権）

35

教
育
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

ここが要点！鹿島の教育

36 令和の学び（現在の学校教育）

37 地域とつくる学校（コミュニティ・スクール）

38 生涯学習センター『エイブル』の魅力

39 図書館と本の魅力

40 『田澤義鋪』の魅力

41 ふるさとの歴史と文化財

42 くらしの移り変わり（民俗資料館）

43 老いを生きる（楽しく教育習慣）

44 リズム体操（音楽に合わせ老化防止）

45 生涯スポーツの楽しみ方

46 『SAGA２０２４（国スポ）』って何？

３回目接種（18歳以上）について３回目接種（18歳以上）について

　３月になって、２回目からの接種間隔は６カ月に変更されました。

　お手元に接種券が届きましたら、２回目から６カ月経過した日以降で予約を行ってください。

【接種券発送予定表】

新型コロナウイルスワクチン接種について

２回目を接種した日 接種券発送予定日（18 歳以上） ２回目からの接種間隔

令和３年 10 月 16 ～ 31 日

令和３年 11 月 1 ～ 15 日

令和３年 12 月 16 ～ 31 日

令和３年 12 月 1 ～ 15 日

令和３年 11 月 16 ～ 30 日

令和４年５月下旬頃

令和４年６月中旬頃

令和４年５月中旬頃
６カ月経過後に３回目

接種が可能です

※鹿島市では４月はモデルナ社ワクチンとファイザー社ワクチンの両方を使用します。

　（主にモデルナ社ワクチンを使用します）

12～17歳の３回目接種について12～17歳の３回目接種について

　１２～１７歳の３回目接種について、現在国において必要な手続きが行われています。

　１２～１７歳の３回目接種を実施するようになった場合は、対象者に接種券を送ります。

❖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。

　かかりつけ医等がない場合は、受診・相談センターに電話で相談してください。

小児（５～ 11 歳）の接種について小児（５～ 11 歳）の接種について

　対象者には、接種券を送っています。接種の受け方など、詳しくは同封チラシをご覧ください。

　　　　　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

❖受診・相談センター（専用・相談ダイヤル）　☎０９５４（６９）１１０２　時間８時 30 分～ 20 時（土・日・祝日含む）

《新しく５つの講座が増えました！》

令和４年４月下旬頃

令和４年４月中旬頃

※現在、３回目の接種券をお送りしているのは２回目接種が終了された１８歳以上の人です。

◎なぜ、３回目接種が必要なのでしょうか

　日本で接種が進められているワクチンは、発症予防効果等がある一方、時間の経過に伴い、感染予防効果

や、高齢者においては重症化予防効果についても、徐々に低下していくことが示されています。このため、

感染拡大防止及び重症化予防の観点から１・２回目接種を完了したすべての方に対して、３回目接種の機会

を提供することが望ましいとされています。
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鹿　島　市
生涯学習
鹿　島　市
生涯学習 まちづくり出前講座まちづくり出前講座

□この講座は、皆さんの疑問や知りたいことを、　

　メニューから選んでいただき、希望の会場に　

　市職員の講師が出向いて、一緒にお話や活動　

　をするものです。

　中には、外国人や県職員等の外部講師が担当　

　する講座もあります。

　皆さん、レッツ 生涯“楽習！”

□申込みは、希望日の１カ月前までに市役所２階

　生涯学習課にある申込書に必要事項を記入し、　

　提出してください。

　なお、講師の都合により、申込団体と日程調整

　をする場合があります。

　※申込書は、市ホームページにもあります。

生涯学習課　社会教育・文化係

☎０９５４（６３）２１２５

℻０９５４（６３）２３１３

詳しくは

◆申込みできるのは？
　市内に在住・勤務・在学しておられる

　１０人以上の　団体、  グループです。

　※特定の政治、宗教、営利目的の催しを除く。

◆出前講座の内容は？
　『知りたい』メニューから選んでください。

　※メニューにないときは、ご相談ください。

◆開催時間と場所は？
　月～金曜日９時から１７時までの２時間以内。

　市内の公民館、集会所などを会場とします。

◆会場の手配は？
　借用申請、準備、参加会員への連絡などは、

　申込団体でお願いします。

◆講師料などは？
　講師料は無料ですが、講座に必要な材料など

　準備していただく場合があります。

令和４年度　出前講座『知りたい』メニュー

23

産
業
・
交
流

『海の森事業』と『山の日』

24 農地の転用

25 ６次産業（加工品開発）

26 鹿島の観光

27 市民交流プラザの利用方法

28 国際交流（県国際交流協会の外国人講師）

47

健
康
・
保
険

国民年金

48 国民健康保険

49 介護保険

50 後期高齢者医療制度

51 生活習慣病予防（国保特定健診・保健指導）

52 認知症（サポーター養成講座）

53 高齢者の健康・元気づくり（口の健康）

54 高齢者の健康・元気づくり（軽運動）

55 高齢者の健康・元気づくり（音楽サロン）

1

計
画
・
制
度

鹿島市総合計画

2 個人情報の保護

3 マイナンバー制度（マイナポイント）

4 マイナンバーカードの作り方（申請可能）

5 情報公開制度

6 鹿島市の税金

7 スマホで確定申告（７～ 12 月限定開設）

8 生かそう選挙権

9 市議会のしくみ

10

都
市
基
盤

鹿島市の都市計画

11 肥前鹿島駅周辺の整備

12 伝統的町並み保存

13 空家対策と活用

14 路線バス・循環バス・のりあいタクシーの乗り方

15 鹿島の上水道（おいしい水）

16 鹿島の下水道（汚水処理・雨水対策）

17

環

　境

地球温暖化対策（私たちにできること）

18 リサイクルのすすめ（分別収集と資源化）

19 人とペットの適切な関係（動物愛護法）

20 段ボールコンポストで生ごみ堆肥づくり

21 『ＳＤＧｓ』って何なのだ？

22 ラムサール条約（世界を旅する渡り鳥）

29

安
全
・
安
心

交通事故防止（鹿島警察署）

30 火災防止（鹿島消防署）

31 防災・減災対策

32 大地震でも大丈夫？（住宅耐震改修事業）

33 気をつけよう！悪質商法（県金融広報委員会）

34 みんなが楽しく幸せに！（身の回りの人権）

35

教
育
・
文
化
・
ス
ポ
ー
ツ

ここが要点！鹿島の教育

36 令和の学び（現在の学校教育）

37 地域とつくる学校（コミュニティ・スクール）

38 生涯学習センター『エイブル』の魅力

39 図書館と本の魅力

40 『田澤義鋪』の魅力

41 ふるさとの歴史と文化財

42 くらしの移り変わり（民俗資料館）

43 老いを生きる（楽しく教育習慣）

44 リズム体操（音楽に合わせ老化防止）

45 生涯スポーツの楽しみ方

46 『SAGA２０２４（国スポ）』って何？

３回目接種（18歳以上）について３回目接種（18歳以上）について

　３月になって、２回目からの接種間隔は６カ月に変更されました。

　お手元に接種券が届きましたら、２回目から６カ月経過した日以降で予約を行ってください。

【接種券発送予定表】

新型コロナウイルスワクチン接種について

２回目を接種した日 接種券発送予定日（18 歳以上） ２回目からの接種間隔

令和３年 10 月 16 ～ 31 日

令和３年 11 月 1 ～ 15 日

令和３年 12 月 16 ～ 31 日

令和３年 12 月 1 ～ 15 日

令和３年 11 月 16 ～ 30 日

令和４年５月下旬頃

令和４年６月中旬頃

令和４年５月中旬頃
６カ月経過後に３回目

接種が可能です

※鹿島市では４月はモデルナ社ワクチンとファイザー社ワクチンの両方を使用します。

　（主にモデルナ社ワクチンを使用します）

12～17歳の３回目接種について12～17歳の３回目接種について

　１２～１７歳の３回目接種について、現在国において必要な手続きが行われています。

　１２～１７歳の３回目接種を実施するようになった場合は、対象者に接種券を送ります。

❖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。

　かかりつけ医等がない場合は、受診・相談センターに電話で相談してください。

小児（５～ 11 歳）の接種について小児（５～ 11 歳）の接種について

　対象者には、接種券を送っています。接種の受け方など、詳しくは同封チラシをご覧ください。

　　　　　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

❖受診・相談センター（専用・相談ダイヤル）　☎０９５４（６９）１１０２　時間８時 30 分～ 20 時（土・日・祝日含む）

《新しく５つの講座が増えました！》

令和４年４月下旬頃

令和４年４月中旬頃

※現在、３回目の接種券をお送りしているのは２回目接種が終了された１８歳以上の人です。

◎なぜ、３回目接種が必要なのでしょうか

　日本で接種が進められているワクチンは、発症予防効果等がある一方、時間の経過に伴い、感染予防効果

や、高齢者においては重症化予防効果についても、徐々に低下していくことが示されています。このため、

感染拡大防止及び重症化予防の観点から１・２回目接種を完了したすべての方に対して、３回目接種の機会

を提供することが望ましいとされています。

７６ Ｒ4（2022）.4.1　広報かしま 広報かしま　Ｒ4（2022）.4.1
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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

　中途加入の掛け金も１人５００円です。

⦿共済期間

　共済期間は４月１日から翌年３月31日までです。

　４月１日以降に加入申し込みをされますと、翌日

　から共済対象となります。

⦿加入申込

　市内の『ゆうちょ銀行・郵便局窓口』で申し込み

　できます。申込書も備えてあります。

⦿交通災害の対象

　図のような走行中の

交通事故による人身事

故が対象となります。

⦿その他

　災害見舞金の請求や

詳しいことは、気軽に

お問い合せください。

　市民課市民年金係　☎０９５４（６３）２１１７詳しくは

　税務課課税係

　☎０９５４（６３）２１１８

詳しくは

　税務課では、固定資産課税台帳の閲覧および縦覧帳簿の縦覧ができます。ご確認ください。

お
知
ら
せ

固定資産に関する閲覧および縦覧ができます

■固定資産課税台帳の閲覧

　対　象　者

　◆市内に土地または家屋を所有する納税義務者

　◆市内の土地または家屋の借地・借家人

　◆固定資産を処分する権利を有する一定の人

　方　　法　本人を確認できる証明書（免許証等）、    

　　　　　　委任状、賃貸借契約書、処分する権利

　　　　　　を確認できるものなどを持参し、税務

　　　　　　課窓口に申請してください。

　❖対象となる人は固定資産課税台帳に関する記載

　　事項証明書を求めることもできます。

■固定資産縦覧帳簿の縦覧

　市内に土地または家屋を所有している納税者、ま

た、委任を受けた代理人は、市内にある土地または

家屋の価格等を縦覧帳簿で確認できます。

　と　　き　４月１日～６月 30 日

　　　　　　８時 30 分～ 17 時 15 分（土・日・祝日を除く）

　方　　法　本人を確認できる証明書（免許証等）

　　　　　　を持参し、税務課窓口に申請してくだ

　　　　　　さい。代理人は合わせて委任状が必要

　　　　　　です。

□軽自動車税の納期限について　　納付書の納期限および口座振替日　５月 31 日（火）

　軽自動車税は４月１日現在登録している所有者（使用者）に課税されます。車両の所有者として届け出ている人

には、５月中旬に納税通知書を送付しますので、内容を確認して納期限内に納めてください。

□身障者等の減免申請について　受付期間　４月１日（金）～５月 31 日（火）　受付場所　税務課窓口

　身障者等（身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者または戦傷病者）の移動のために所有している軽自動車

には、減免基準により軽自動車税の減免制度があります。期限内に手続きをしなかった場合は減免できませんので、

忘れずに申請してください。

　※普通自動車税の減免（県税）を受けている場合は、軽自動車税の減免は受けられません。また、障がいの程度

　　によっては減免できない場合がありますので、詳しくは税務課窓口までお尋ねください。

お
知
ら
せ

軽自動車税の納期限と減免申請

　税務課課税係　☎０９５４（６３）２１１８詳しくは

　◆昨年（令和３年度）に減免を受けた人

　　今年度も引き続き減免となりますので、手続きの必要はありません。

昨年申請した車両を廃車などして、別の車両へ変更（登録）する人は申請が必要です

　◆今年初めて申請する場合に必要なもの　※同居していない人からの申請は、申請者からの委任状が必要です。

身体障がい者本人が所有する軽自動車
障がい者本人

家族

○ ○ 障がい者本人

運転する人○ ○

身体障がい者または精神障がい者と同居する人が所有

する軽自動車

障がい者本人

家族

○ ○ 障がい者本人

運転する人○ ○

障害者
手帳等

車検証 免許証運転する人対　象　車

　農地中間管理事業とは、佐賀県農業公社（農地中間管理機構として県から指定）が、出し手から農地を借り受けて、

経営規模の拡大や農地の集約化をする担い手に貸し付けることによって、農地の有効利用や農地利用の効率化を進

めていくものです。農地の借り受けや貸し付けを希望する人は、農業公社または農業委員会事務局、農林水産課へ

ご相談ください。なお、貸し付けの場合は、中間管理事業を利用すると固定資産税が減税される場合があります。

お
知
ら
せ

農地中間管理事業を利用しませんか

　佐賀県農業公社　　　　☎０９５２（２０）１５９０　　農林水産課農政係　☎０９５４（６３）３４１３

　佐賀県農業公社鹿島駐在所　☎０９５４（６９）１６００　　農業委員会事務局　☎０９５４（６３）３４１７

詳しくは

経営規模を拡大したい

農地の団地化を進めたい

集落営農組織などの強化をしたい　など

担
い
手

県・市町・ＪＡ　など

貸し付け借り受け

佐賀県農業公社（農地中間管理機構）

出
し
手

高齢で農業を続けられない

信頼できる人に農地を預けたい　など

連携

協力

農
地
中
間
管
理

事
業
の
し
く
み

農
地
中
間
管
理

事
業
の
し
く
み

　市内に住所または事業所がある企業、団体、個人を対象に、地域資源を活用した特産品開発や、市内で製造・

販売される商品の販路拡大に係る経費の一部を補助します。

■鹿島市特産品開発支援事業費補助金

　地域資源を活用した新しい特産品開発に係る経費

の一部を補助します。

対象期間　1 年間を限度とする（令和 4 年度内）

対象経費　商品開発に係る試作費、機械設備費など

補助金額　補助対象経費合計額の 2 分の 1 以内

　　　　　［上限 50 万円（条件あり）］

申請受付　1 次締切　4 月 28 日（木）

 　※内容審査有り

お
知
ら
せ

特産品開発や販路拡大の取り組みを支援します

■鹿島市地域資源活用販路拡大支援事業補助金

　地場産品等の自社商品の販路拡大のため、商談会

（ウェブ商談会を含む）や催事等に出展する経費の一部

を補助します。

対象経費　小間料、交通費、宿泊費、運搬費など

補助金額　補助対象経費合計額の 2 分の 1 以内

　　　　　［上限 20 万円（条件あり）］

申請受付　随時（出展等の 2 週間前まで）

　　　　　※予算がなくなり次第、受付終了

　産業支援課　☎０９５４（６３）３４１１詳しくは
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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

　中途加入の掛け金も１人５００円です。

⦿共済期間

　共済期間は４月１日から翌年３月31日までです。

　４月１日以降に加入申し込みをされますと、翌日

　から共済対象となります。

⦿加入申込

　市内の『ゆうちょ銀行・郵便局窓口』で申し込み

　できます。申込書も備えてあります。

⦿交通災害の対象

　図のような走行中の

交通事故による人身事

故が対象となります。

⦿その他

　災害見舞金の請求や

詳しいことは、気軽に

お問い合せください。

　市民課市民年金係　☎０９５４（６３）２１１７詳しくは

　税務課課税係

　☎０９５４（６３）２１１８

詳しくは

　税務課では、固定資産課税台帳の閲覧および縦覧帳簿の縦覧ができます。ご確認ください。

お
知
ら
せ

固定資産に関する閲覧および縦覧ができます

■固定資産課税台帳の閲覧

　対　象　者

　◆市内に土地または家屋を所有する納税義務者

　◆市内の土地または家屋の借地・借家人

　◆固定資産を処分する権利を有する一定の人

　方　　法　本人を確認できる証明書（免許証等）、    

　　　　　　委任状、賃貸借契約書、処分する権利

　　　　　　を確認できるものなどを持参し、税務

　　　　　　課窓口に申請してください。

　❖対象となる人は固定資産課税台帳に関する記載

　　事項証明書を求めることもできます。

■固定資産縦覧帳簿の縦覧

　市内に土地または家屋を所有している納税者、ま

た、委任を受けた代理人は、市内にある土地または

家屋の価格等を縦覧帳簿で確認できます。

　と　　き　４月１日～６月 30 日

　　　　　　８時 30 分～ 17 時 15 分（土・日・祝日を除く）

　方　　法　本人を確認できる証明書（免許証等）

　　　　　　を持参し、税務課窓口に申請してくだ

　　　　　　さい。代理人は合わせて委任状が必要

　　　　　　です。

□軽自動車税の納期限について　　納付書の納期限および口座振替日　５月 31 日（火）

　軽自動車税は４月１日現在登録している所有者（使用者）に課税されます。車両の所有者として届け出ている人

には、５月中旬に納税通知書を送付しますので、内容を確認して納期限内に納めてください。

□身障者等の減免申請について　受付期間　４月１日（金）～５月 31 日（火）　受付場所　税務課窓口

　身障者等（身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者または戦傷病者）の移動のために所有している軽自動車

には、減免基準により軽自動車税の減免制度があります。期限内に手続きをしなかった場合は減免できませんので、

忘れずに申請してください。

　※普通自動車税の減免（県税）を受けている場合は、軽自動車税の減免は受けられません。また、障がいの程度

　　によっては減免できない場合がありますので、詳しくは税務課窓口までお尋ねください。

お
知
ら
せ

軽自動車税の納期限と減免申請

　税務課課税係　☎０９５４（６３）２１１８詳しくは

　◆昨年（令和３年度）に減免を受けた人

　　今年度も引き続き減免となりますので、手続きの必要はありません。

昨年申請した車両を廃車などして、別の車両へ変更（登録）する人は申請が必要です

　◆今年初めて申請する場合に必要なもの　※同居していない人からの申請は、申請者からの委任状が必要です。

身体障がい者本人が所有する軽自動車
障がい者本人

家族

○ ○ 障がい者本人

運転する人○ ○

身体障がい者または精神障がい者と同居する人が所有

する軽自動車

障がい者本人

家族

○ ○ 障がい者本人

運転する人○ ○

障害者
手帳等

車検証 免許証運転する人対　象　車

　農地中間管理事業とは、佐賀県農業公社（農地中間管理機構として県から指定）が、出し手から農地を借り受けて、

経営規模の拡大や農地の集約化をする担い手に貸し付けることによって、農地の有効利用や農地利用の効率化を進

めていくものです。農地の借り受けや貸し付けを希望する人は、農業公社または農業委員会事務局、農林水産課へ

ご相談ください。なお、貸し付けの場合は、中間管理事業を利用すると固定資産税が減税される場合があります。

お
知
ら
せ

農地中間管理事業を利用しませんか

　佐賀県農業公社　　　　☎０９５２（２０）１５９０　　農林水産課農政係　☎０９５４（６３）３４１３

　佐賀県農業公社鹿島駐在所　☎０９５４（６９）１６００　　農業委員会事務局　☎０９５４（６３）３４１７

詳しくは

経営規模を拡大したい

農地の団地化を進めたい

集落営農組織などの強化をしたい　など

担
い
手

県・市町・ＪＡ　など

貸し付け借り受け

佐賀県農業公社（農地中間管理機構）

出
し
手

高齢で農業を続けられない

信頼できる人に農地を預けたい　など

連携

協力

農
地
中
間
管
理

事
業
の
し
く
み

農
地
中
間
管
理

事
業
の
し
く
み

　市内に住所または事業所がある企業、団体、個人を対象に、地域資源を活用した特産品開発や、市内で製造・

販売される商品の販路拡大に係る経費の一部を補助します。

■鹿島市特産品開発支援事業費補助金

　地域資源を活用した新しい特産品開発に係る経費

の一部を補助します。

対象期間　1 年間を限度とする（令和 4 年度内）

対象経費　商品開発に係る試作費、機械設備費など

補助金額　補助対象経費合計額の 2 分の 1 以内

　　　　　［上限 50 万円（条件あり）］

申請受付　1 次締切　4 月 28 日（木）

 　※内容審査有り

お
知
ら
せ

特産品開発や販路拡大の取り組みを支援します

■鹿島市地域資源活用販路拡大支援事業補助金

　地場産品等の自社商品の販路拡大のため、商談会

（ウェブ商談会を含む）や催事等に出展する経費の一部

を補助します。

対象経費　小間料、交通費、宿泊費、運搬費など

補助金額　補助対象経費合計額の 2 分の 1 以内

　　　　　［上限 20 万円（条件あり）］

申請受付　随時（出展等の 2 週間前まで）

　　　　　※予算がなくなり次第、受付終了

　産業支援課　☎０９５４（６３）３４１１詳しくは
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情報掲示板ワイド情報掲示板ワイド

　福祉課幼保係

　☎０９５４（６３）２１１９

詳しくは

　子どもの医療費助成制度では、高校生等の医療費（入院のみ）助成を行っています。事前に受給者登録の手続き

は必要ありません。※０歳～中学生までの医療費助成内容と異なりますのでご注意ください。

お
知
ら
せ

子どもの医療費助成制度（高校生等）について

対　象　者　高校生等

　就学の有無に関わらず、満15歳に達する以後の

最初の４月１日から満18歳に達する日以後の最初

の３月31日までの人です。

助成対象　入院のみ（保険適用に限る）※食事療養費は不可

助　成　額　

　医療機関で支払った一部負担金（３割）のうち、

自己負担金1,000円／月を差し引いた額

申請期間　医療費を支払った日の翌月初日から１年以内

　高額療養費等に該当される場合は、助成決定まで

数カ月かかることがあります。

申請方法　

　①医療機関で一部負担金（３割）を支払う

　②以下の必要なものとともに福祉課に申請する

　・子どもの医療費助成申請書　※診療月、医療機関毎

　・領収書　※無い場合などは医療機関からの証明

　・対象者（子ども）の健康保険証

　・保護者名義の通帳

　※申請書は福祉課窓口または市ホームページから

　　ダウンロードできます。

　保険健康課国保係　☎０９５４（６３）２１２０詳しくは

　春は引越し・就職・退職など異動の多い時期です。

　それに伴い、新たに国保へ加入したり、国保から

その他の保険（社会保険等）に変更になった場合は、

変更になった日から２週間以内に市に届出をする必

要があります。自動的に切り替わることはありませ

んので、健康保険の変更があったご家庭は届け出済

みかどうかの確認をお願いします。

　届　出　先　市民課窓口

お
知
ら
せ

健康保険の切替手続きはお済みですか？

届け出に必要なもの

⦿国保に加入するとき

　職場の健康保険をやめたとき、扶養からはずれたとき

　☞職場の健康保険を喪失した証明書（離職票など）

⦿国保をやめるとき

　職場の健康保険に加入したとき、扶養に入ったとき

　☞国民健康保険証と職場の健康保険証

※健康保険証が交付されるまでに２週間以上かかる場合もありますが、

　その場合も交付を受けたらすぐ届け出るようにしてください。

❖いずれの届出も、マイナンバー（個人番号）が確認できる書類

　および本人確認のできる書類（運転免許証等）が必要です。

届け出が遅れると国民健康保険税が課税されたままになり、本来

支払う必要がない保険税を支払っていただくことになります。

　後期高齢者医療保険料率は、医療給付費の支出等の動向を踏まえて２年に１度見直すこととされており、令和

４年度は見直しの年にあたります。７５歳以上の医療費は、皆さんに納めていただく後期高齢者医療保険料（約

１割）のほか、若い世代が負担する支援金（約４割）や公費（約５割）でまかなわれています。

　被保険者を支える若い世代の減少により、保険料率を引き上げることになりました。

５２,３００円 ５４,１００円均等割額

１０．０６％ １０．２３％所得割額

６４万円 ６６万円賦課限度額

現行 改定後均等割額

■後期高齢者医療保険料等が変わります（均等割額・所得割額・賦課限度額）

被保険者均等割額
１人当たり

５４,１００円

所得割額
被保険者に係る基礎控除後
の総所得金額×10.23％

年間保険料
（限度額６６万円）

＋＝

❖保険料の計算方法（令和４年度・令和５年度）

お
知
ら
せ

～後期高齢者医療制度～
令和４年度・５年度の保険料率改定のお知らせ

　保険健康課国保係　☎０９５４（６３）２１２０詳しくは

　選挙管理委員会　☎０９５４（６３）３４１８詳しくは

　この選挙は、私たちの意見を市政に反映させるための大切な選挙です。

投票には忘れずに出かけましょう。

お
知
ら
せ

４月２４日（日）は投票日です
鹿島市長選挙・鹿島市議会議員補欠選挙

□投票

　と　　　　き　４月 24 日（日）７時～ 20時

　と　こ　ろ　入場券に記載された投票所（市内 14 投票所）

□期日前投票

　投票日に仕事や旅行などで、投票所へ行けない人のために

　『期日前投票制度』がありますので、ご利用ください。

　と　　　　き　４月 18 日（月）～ 23日（土）８時 30 分～ 20 時

　と　こ　ろ　鹿島市役所１階エレベーター前

　※入場券の裏面に期日前投票宣誓書を印刷しています。期日前

　　投票を利用する人は、事前に記入して投票にお越しください。

□開票

　開票場所　のごみふれあい楽習館体育館

　開票開始　４月 24 日（日）20時 45 分（予定）

□投開票速報

　投票・開票状況は、市ホームページで随時公表します。

　投票速報　次の時間の投票者数を約10分後に発表します。

　　　　　　10 時、11 時、14 時、16 時、18 時、19 時、19 時 30 分

　　　　　　最終投票者数の公表は、21時30分前後の予定です。

　開票速報　21時30分から30分毎の各候補者の得票数を約10分

　　　　　　後に発表します。

選　挙　名 立候補受付日（告示日）

鹿島市長選挙・鹿島市議会議員補欠選挙 ４月17日（日）

期日前投票期間投開票日（執行日）

４月24日（日） ４月18日（月）～23日（土）

投開票速報は市ホームページでhttps://www.city.saga-kashima.lg.jp

不在者投票の手続きはお早めに

①不在者投票指定病院・老人ホームなどに入院・

　入所している人は、その施設内で不在者投票が

　できます。入院・入所している病院・施設にお

　尋ねください。

②選挙期間中に出張などで市外に滞在している

　人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票

　ができます。ただし、投票用紙等の請求手続

　きが必要ですので、早めに鹿島市選挙管理委

　員会事務局までお問い合わせください。

⦿選挙管理委員会が行う新型コロナウイルス感染症対策

◇選挙事務従事者のマスク着用

◇手指用アルコール消毒液の設置

◇投票所の換気

◇記載台の間隔を空ける

◇記載台、記載用鉛筆等の消毒

新型コロナウイルス感染症の

対策として『期日前投票』を

ご利用ください。

　農林水産課農政係　☎０９５４（６３）３４１３詳しくは

　中山間地域の荒廃農地の発生防止およ

び再生のために実施する簡易な基盤整備

（伐採・整地）などの取り組みに対して

支援を行います。

対　　象　市内農地で農業を営む人

　　　　　または農業を営む団体

助　成　額　

　◆基盤整備（軽微な園地改良など）

　　65,000円／10a（事業費1/2以内）

　◆土壌改良材等

　　10,000円／10a

お
知
ら
せ

中山間地域の農地利用促進を支援します

荒廃農地再生の取組事例

荒廃した農地荒廃した農地 施工後施工後
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情報掲示板ワイド情報掲示板ワイド

　福祉課幼保係

　☎０９５４（６３）２１１９

詳しくは

　子どもの医療費助成制度では、高校生等の医療費（入院のみ）助成を行っています。事前に受給者登録の手続き

は必要ありません。※０歳～中学生までの医療費助成内容と異なりますのでご注意ください。

お
知
ら
せ

子どもの医療費助成制度（高校生等）について

対　象　者　高校生等

　就学の有無に関わらず、満15歳に達する以後の

最初の４月１日から満18歳に達する日以後の最初

の３月31日までの人です。

助成対象　入院のみ（保険適用に限る）※食事療養費は不可

助　成　額　

　医療機関で支払った一部負担金（３割）のうち、

自己負担金1,000円／月を差し引いた額

申請期間　医療費を支払った日の翌月初日から１年以内

　高額療養費等に該当される場合は、助成決定まで

数カ月かかることがあります。

申請方法　

　①医療機関で一部負担金（３割）を支払う

　②以下の必要なものとともに福祉課に申請する

　・子どもの医療費助成申請書　※診療月、医療機関毎

　・領収書　※無い場合などは医療機関からの証明

　・対象者（子ども）の健康保険証

　・保護者名義の通帳

　※申請書は福祉課窓口または市ホームページから

　　ダウンロードできます。

　保険健康課国保係　☎０９５４（６３）２１２０詳しくは

　春は引越し・就職・退職など異動の多い時期です。

　それに伴い、新たに国保へ加入したり、国保から

その他の保険（社会保険等）に変更になった場合は、

変更になった日から２週間以内に市に届出をする必

要があります。自動的に切り替わることはありませ

んので、健康保険の変更があったご家庭は届け出済

みかどうかの確認をお願いします。

　届　出　先　市民課窓口

お
知
ら
せ

健康保険の切替手続きはお済みですか？

届け出に必要なもの

⦿国保に加入するとき

　職場の健康保険をやめたとき、扶養からはずれたとき

　☞職場の健康保険を喪失した証明書（離職票など）

⦿国保をやめるとき

　職場の健康保険に加入したとき、扶養に入ったとき

　☞国民健康保険証と職場の健康保険証

※健康保険証が交付されるまでに２週間以上かかる場合もありますが、

　その場合も交付を受けたらすぐ届け出るようにしてください。

❖いずれの届出も、マイナンバー（個人番号）が確認できる書類

　および本人確認のできる書類（運転免許証等）が必要です。

届け出が遅れると国民健康保険税が課税されたままになり、本来

支払う必要がない保険税を支払っていただくことになります。

　後期高齢者医療保険料率は、医療給付費の支出等の動向を踏まえて２年に１度見直すこととされており、令和

４年度は見直しの年にあたります。７５歳以上の医療費は、皆さんに納めていただく後期高齢者医療保険料（約

１割）のほか、若い世代が負担する支援金（約４割）や公費（約５割）でまかなわれています。

　被保険者を支える若い世代の減少により、保険料率を引き上げることになりました。

５２,３００円 ５４,１００円均等割額

１０．０６％ １０．２３％所得割額

６４万円 ６６万円賦課限度額

現行 改定後均等割額

■後期高齢者医療保険料等が変わります（均等割額・所得割額・賦課限度額）

被保険者均等割額
１人当たり

５４,１００円

所得割額
被保険者に係る基礎控除後
の総所得金額×10.23％

年間保険料
（限度額６６万円）

＋＝

❖保険料の計算方法（令和４年度・令和５年度）

お
知
ら
せ

～後期高齢者医療制度～
令和４年度・５年度の保険料率改定のお知らせ

　保険健康課国保係　☎０９５４（６３）２１２０詳しくは

　選挙管理委員会　☎０９５４（６３）３４１８詳しくは

　この選挙は、私たちの意見を市政に反映させるための大切な選挙です。

投票には忘れずに出かけましょう。

お
知
ら
せ

４月２４日（日）は投票日です
鹿島市長選挙・鹿島市議会議員補欠選挙

□投票

　と　　　　き　４月 24 日（日）７時～ 20時

　と　こ　ろ　入場券に記載された投票所（市内 14 投票所）

□期日前投票

　投票日に仕事や旅行などで、投票所へ行けない人のために

　『期日前投票制度』がありますので、ご利用ください。

　と　　　　き　４月 18 日（月）～ 23日（土）８時 30 分～ 20 時

　と　こ　ろ　鹿島市役所１階エレベーター前

　※入場券の裏面に期日前投票宣誓書を印刷しています。期日前

　　投票を利用する人は、事前に記入して投票にお越しください。

□開票

　開票場所　のごみふれあい楽習館体育館

　開票開始　４月 24 日（日）20時 45 分（予定）

□投開票速報

　投票・開票状況は、市ホームページで随時公表します。

　投票速報　次の時間の投票者数を約10分後に発表します。

　　　　　　10 時、11 時、14 時、16 時、18 時、19 時、19 時 30 分

　　　　　　最終投票者数の公表は、21時30分前後の予定です。

　開票速報　21時30分から30分毎の各候補者の得票数を約10分

　　　　　　後に発表します。

選　挙　名 立候補受付日（告示日）

鹿島市長選挙・鹿島市議会議員補欠選挙 ４月17日（日）

期日前投票期間投開票日（執行日）

４月24日（日） ４月18日（月）～23日（土）

投開票速報は市ホームページでhttps://www.city.saga-kashima.lg.jp

不在者投票の手続きはお早めに

①不在者投票指定病院・老人ホームなどに入院・

　入所している人は、その施設内で不在者投票が

　できます。入院・入所している病院・施設にお

　尋ねください。

②選挙期間中に出張などで市外に滞在している

　人は、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票

　ができます。ただし、投票用紙等の請求手続

　きが必要ですので、早めに鹿島市選挙管理委

　員会事務局までお問い合わせください。

⦿選挙管理委員会が行う新型コロナウイルス感染症対策

◇選挙事務従事者のマスク着用

◇手指用アルコール消毒液の設置

◇投票所の換気

◇記載台の間隔を空ける

◇記載台、記載用鉛筆等の消毒

新型コロナウイルス感染症の

対策として『期日前投票』を

ご利用ください。

　農林水産課農政係　☎０９５４（６３）３４１３詳しくは

　中山間地域の荒廃農地の発生防止およ

び再生のために実施する簡易な基盤整備

（伐採・整地）などの取り組みに対して

支援を行います。

対　　象　市内農地で農業を営む人

　　　　　または農業を営む団体

助　成　額　

　◆基盤整備（軽微な園地改良など）

　　65,000円／10a（事業費1/2以内）

　◆土壌改良材等

　　10,000円／10a

お
知
ら
せ

中山間地域の農地利用促進を支援します

荒廃農地再生の取組事例

荒廃した農地荒廃した農地 施工後施工後
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情報掲示板ワイド情報掲示板ワイド

　国保と後期高齢者医療保険の被保険者は、はり・きゅう施術の受診

料の助成を受けることができます。助成を受けるには『はり・きゅう

受診券』が必要です。現在の受診券の有効期限は３月31日までのため、

４月１日以降は新しい受診券が必要です。

　国民健康保険　３月31日まで『黄色』→４月１日から『桃色』

　後期高齢者医療保険　３月31日まで『緑色』→４月１日から『橙色』

　施　術　所　鹿島市・嬉野市・太良町に所在する施術所のうち

　　　　　　市が指定した所（28カ所）

　助　成　額　900円／１回

　申請窓口　市役所１階保険健康課

お
知
ら
せ

　保険健康課国保係　☎０９５４（６３）２１２０詳しくは

国民健康保険

申請に必要なもの　国民健康保険証

助成回数　制限なし

交付条件　国保税の滞納がないこと

後期高齢者医療保険

申請に必要なもの　後期高齢者医療保険証

助成回数　年間36回

※年度途中に後期高齢者医療に加入した

　場合の助成回数は『加入した月から当該

　年度末（３月）までの月数×３回』

交付条件　後期高齢者医療保険料の　

　　　　　滞納がないこと

国保・後期高齢者医療
『はり・きゅう受診券』をご利用ください

　下水道認可区域以外で家庭用浄化槽を設置する人を対象に補助制度があります。

お
知
ら
せ

家庭用浄化槽の設置補助金について

対　象　者　

①市税に滞納がないこと

②着工前に申請書を提出し、令和５年３月31日までに工

　事が完了すること

③工事完了後１カ月以内に実績報告書を提出し、市役所

　職員による検査を令和５年３月31日までに受けること

④市が定める浄化槽工事基準に適した工事を行うこと

⑤汚水処理未普及解消に貢献できるものであること

※市外の人で申請をする場合は、実績報告までに転入手続きをしてください

補助金額　５人槽　332,000円

　　　　　７人槽　414,000円

　　　　　10人槽　548,000円

❖浄化槽の設置届や大きさ（設置人槽）は、杵藤保健福祉

　事務所へ確認ください。　☎０９５４（２３）３５０６

　また、申請に必要な書類一覧や工事基準、下水道区域

　の確認などは、環境下水道課へお問い合わせください。

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　２０２１年全国消費者物価指数の実績値が公表されたことに伴い、令和４年４月分から次のように改定されます。

お
知
ら
せ

児童扶養手当、特別児童扶養手当等の改定

本体額
全部支給 ４３,１６０円

４３,１５０円～１０,１８０円

４３,０７０円

４３,０６０円～１０,１６０円

児童扶養手当

一部支給

第２子
加算額

全部支給 １０,１９０円

１０,１８０円～５,１００円

１０,１７０円

１０,１６０円～５,０９０円一部支給

手　当　名
改定前 改定後

手　当　額（　月　額　）

第３子以降
加算額

全部支給 ６,１１０円

６,１００円～３,０６０円

６,１００円

６,０９０円～３,０５０円一部支給

１級 ５２,５００円

３４,９７０円

５２,４００円

３４,９００円２級

２７,３５０円

１４,８８０円

２７,３００円

１４,８５０円

１４,８８０円 １４,８５０円

特別児童扶養手当

特別障害者手当

障害児福祉手当

経過的福祉手当

　福祉課　☎０９５４（６３）２１１９　　児童扶養手当…社会福祉係　　その他の手当…障がい福祉係詳しくは

　新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いのため就労することができず、給与の全部または一部の支払

を受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。

対　象　者　◆鹿島市国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している人

　　　　　◆勤務先から給与の支払いを受けている人（被用者）

　　　　　◆感染または感染が疑われ、療養のため就労することができず、

　　　　　　給与等の全部または一部の支払いを受けることができない人

　　　　　◆就労できなくなった日から起算して４日目以降、就労を予定

　　　　　　していた日がある人

対象日数　就労できなくなった日から起算して４日目以降の就労できない日数

適用期間　令和２年１月１日～令和４年６月30日の間で療養のため労務に服することができない期間　

　　　　　※入院が継続する場合などは支給を始めた日から最長１年６カ月

支　給　額　１日当たりの支給額　×　支給対象となる日　＝　傷病手当金の支給総額

❖１日当たりの支給額：直近の継続した３カ月間の給与収入の合計額÷直近の継続した３カ月の就労日数×２／３

　　　　　保険健康課国保係

　☎０９５４（６３）２１２０

詳しくは

❖手続きには申請が必要です

お
知
ら
せ

傷病手当金の支給について

　企画財政課入札契約係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

　市が発注する小規模な工事等の受注を希望する人は、鹿島市小規模工事等契約希望者登録申請が必要です。

　現在、登録申請している人も、有効期限が切れますので、２年に一度の更新申請をお願いします。

集中受付期間　４月４日（月）～５月 13 日（金）（土・日・祝日を除く）

　　　　　　　※６月以降も随時受け付けますが、有効期限は登録日から令和６年５月31日までです。

申請できる人　

①市内に住所を有している人または主たる事業所を置き、競争入札参加資格審査申請（指名願）を出していない人

②市に納めなければならない税金を完納している人

登録の適用期間　令和４年６月１日～令和６年５月31日

申請様式・要綱　市ホームページ内で『小規模工事等契約希望者登録』を検索してください。

対象工事　少額で軽易な工事等（契約額 50 万円未満）

申請業種　大工工事、ガラス・サッシ工事、左官工事、

　　　　　木製建具・家具関係工事、電気工事、内装工事、

　　　　　畳工事、塗装工事、板金工事、その他修繕工事

お
知
ら
せ

その他の要件などは市ホームページ内で

『小規模工事等契約希望者登録申請』を

検索し、確認してください。

その他の要件などは市ホームページ内で

『小規模工事等契約希望者登録申請』を

検索し、確認してください。

～市発注工事・修繕等の受注を希望される皆さんへ～

『鹿島市小規模工事等契約希望者登録申請』を受け付けます

　４月から市民の皆さんの利便性の向上を図るため、申請書等の押印を見直し、約８割の押印を廃止します。（法

律等により押印が義務付けられているもの等の一部の書類を除く）

　それぞれの手続における押印の要否は、各担当課にお問い合わせください。

■今後も押印が必要な手続の例

　◆補助金などの請求書　　　　　　　　◆第三者の証明が必要な書類

　◆金融機関の届出印が必要な書類　　　◆契約書

　　　　　総務課総務係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１１

詳しくは

お
知
ら
せ

申請書等の押印の見直しについて（４月から）
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料の助成を受けることができます。助成を受けるには『はり・きゅう

受診券』が必要です。現在の受診券の有効期限は３月31日までのため、

４月１日以降は新しい受診券が必要です。

　国民健康保険　３月31日まで『黄色』→４月１日から『桃色』

　後期高齢者医療保険　３月31日まで『緑色』→４月１日から『橙色』

　施　術　所　鹿島市・嬉野市・太良町に所在する施術所のうち

　　　　　　市が指定した所（28カ所）

　助　成　額　900円／１回

　申請窓口　市役所１階保険健康課

お
知
ら
せ

　保険健康課国保係　☎０９５４（６３）２１２０詳しくは

国民健康保険

申請に必要なもの　国民健康保険証

助成回数　制限なし

交付条件　国保税の滞納がないこと

後期高齢者医療保険

申請に必要なもの　後期高齢者医療保険証

助成回数　年間36回

※年度途中に後期高齢者医療に加入した

　場合の助成回数は『加入した月から当該

　年度末（３月）までの月数×３回』

交付条件　後期高齢者医療保険料の　

　　　　　滞納がないこと

国保・後期高齢者医療
『はり・きゅう受診券』をご利用ください

　下水道認可区域以外で家庭用浄化槽を設置する人を対象に補助制度があります。

お
知
ら
せ

家庭用浄化槽の設置補助金について

対　象　者　

①市税に滞納がないこと

②着工前に申請書を提出し、令和５年３月31日までに工

　事が完了すること

③工事完了後１カ月以内に実績報告書を提出し、市役所

　職員による検査を令和５年３月31日までに受けること

④市が定める浄化槽工事基準に適した工事を行うこと

⑤汚水処理未普及解消に貢献できるものであること

※市外の人で申請をする場合は、実績報告までに転入手続きをしてください

補助金額　５人槽　332,000円

　　　　　７人槽　414,000円

　　　　　10人槽　548,000円

❖浄化槽の設置届や大きさ（設置人槽）は、杵藤保健福祉

　事務所へ確認ください。　☎０９５４（２３）３５０６

　また、申請に必要な書類一覧や工事基準、下水道区域

　の確認などは、環境下水道課へお問い合わせください。

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　２０２１年全国消費者物価指数の実績値が公表されたことに伴い、令和４年４月分から次のように改定されます。

お
知
ら
せ

児童扶養手当、特別児童扶養手当等の改定

本体額
全部支給 ４３,１６０円

４３,１５０円～１０,１８０円

４３,０７０円

４３,０６０円～１０,１６０円

児童扶養手当

一部支給

第２子
加算額

全部支給 １０,１９０円

１０,１８０円～５,１００円

１０,１７０円

１０,１６０円～５,０９０円一部支給

手　当　名
改定前 改定後

手　当　額（　月　額　）

第３子以降
加算額

全部支給 ６,１１０円

６,１００円～３,０６０円

６,１００円

６,０９０円～３,０５０円一部支給

１級 ５２,５００円

３４,９７０円

５２,４００円

３４,９００円２級

２７,３５０円

１４,８８０円

２７,３００円

１４,８５０円

１４,８８０円 １４,８５０円

特別児童扶養手当

特別障害者手当

障害児福祉手当

経過的福祉手当

　福祉課　☎０９５４（６３）２１１９　　児童扶養手当…社会福祉係　　その他の手当…障がい福祉係詳しくは

　新型コロナウイルス感染症に感染または感染の疑いのため就労することができず、給与の全部または一部の支払

を受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。

対　象　者　◆鹿島市国民健康保険または後期高齢者医療保険に加入している人

　　　　　◆勤務先から給与の支払いを受けている人（被用者）

　　　　　◆感染または感染が疑われ、療養のため就労することができず、

　　　　　　給与等の全部または一部の支払いを受けることができない人

　　　　　◆就労できなくなった日から起算して４日目以降、就労を予定

　　　　　　していた日がある人

対象日数　就労できなくなった日から起算して４日目以降の就労できない日数

適用期間　令和２年１月１日～令和４年６月30日の間で療養のため労務に服することができない期間　

　　　　　※入院が継続する場合などは支給を始めた日から最長１年６カ月

支　給　額　１日当たりの支給額　×　支給対象となる日　＝　傷病手当金の支給総額

❖１日当たりの支給額：直近の継続した３カ月間の給与収入の合計額÷直近の継続した３カ月の就労日数×２／３

　　　　　保険健康課国保係

　☎０９５４（６３）２１２０

詳しくは

❖手続きには申請が必要です

お
知
ら
せ

傷病手当金の支給について

　企画財政課入札契約係　☎０９５４（６３）２１０１詳しくは

　市が発注する小規模な工事等の受注を希望する人は、鹿島市小規模工事等契約希望者登録申請が必要です。

　現在、登録申請している人も、有効期限が切れますので、２年に一度の更新申請をお願いします。

集中受付期間　４月４日（月）～５月 13 日（金）（土・日・祝日を除く）

　　　　　　　※６月以降も随時受け付けますが、有効期限は登録日から令和６年５月31日までです。

申請できる人　

①市内に住所を有している人または主たる事業所を置き、競争入札参加資格審査申請（指名願）を出していない人

②市に納めなければならない税金を完納している人

登録の適用期間　令和４年６月１日～令和６年５月31日

申請様式・要綱　市ホームページ内で『小規模工事等契約希望者登録』を検索してください。

対象工事　少額で軽易な工事等（契約額 50 万円未満）

申請業種　大工工事、ガラス・サッシ工事、左官工事、

　　　　　木製建具・家具関係工事、電気工事、内装工事、

　　　　　畳工事、塗装工事、板金工事、その他修繕工事

お
知
ら
せ

その他の要件などは市ホームページ内で

『小規模工事等契約希望者登録申請』を

検索し、確認してください。

その他の要件などは市ホームページ内で

『小規模工事等契約希望者登録申請』を

検索し、確認してください。

～市発注工事・修繕等の受注を希望される皆さんへ～

『鹿島市小規模工事等契約希望者登録申請』を受け付けます

　４月から市民の皆さんの利便性の向上を図るため、申請書等の押印を見直し、約８割の押印を廃止します。（法

律等により押印が義務付けられているもの等の一部の書類を除く）

　それぞれの手続における押印の要否は、各担当課にお問い合わせください。

■今後も押印が必要な手続の例

　◆補助金などの請求書　　　　　　　　◆第三者の証明が必要な書類

　◆金融機関の届出印が必要な書類　　　◆契約書

　　　　　総務課総務係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１１

詳しくは

お
知
ら
せ

申請書等の押印の見直しについて（４月から）
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４月
April

カレンダーカレンダー

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

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

2 日（土）
3 日（日）
9 日（土）

10 日（日）
16 日（土）
17 日（日）
23 日（土）
24 日（日）
29 日（祝）
30 日（土）

中尾建設　　　　　　☎（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　☎（６３）１６１６
峰松建設　　　　　　☎（６２）２０６８
宮園電工　　　　　　☎（６３）３１５１
池田設備左官工務店　☎０９０（８４０５）６２９８
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

場所：保健センター（エイブル１階）□子育て・相談・教室

母子健康手帳交付 6・13・20・27 日（水） 10時～10時30分
内　容　手帳交付、説明会
対　象　市内在住の妊婦　※都合の悪い人はお電話ください

備考受付時間開催日行事名

２か月児相談 21 日（木） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談　※持参品：バスタオル等
対　象　令和 4 年 2 月生まれ　　　　　（通知に記載）

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

離乳食教室（前期） 12 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（要予約）

幼児食教室 26 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 6 日（水） ９時30分～10時30分
内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

２歳児フッ化物塗布 28 日（木） 13時30分～13時45分
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 4 月生まれ（希望者のみ）

✿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
森田医院　☎（６３）３９５６3 日（日） オダ薬局
志田病院　☎（６３）１２３６10 日（日） 溝上薬局北鹿島店
西岡内科クリニック　☎（６３）４０９０17 日（日） 前山薬局
織田病院　☎（６３）３２７５24 日（日） 溝上薬局スカイロード店
別府整形外科　☎（６３）３０６３29 日（祝） 溝上薬局西牟田店

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

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

27 日（水）

28 日（木）

14 日（木）

13時10分～13時30分

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

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

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

備考受付時間開催日

４か月児健診
（令和3年11月21～30日・12月生まれ）

１歳６か月児健診
（令和2年9月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成30年8月生まれ）

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

日 在宅当番医 所在地
中村医院　　　　　☎０９５４（６３）９２３４
森医院　　　　　　☎０９５４（４３）０７２５
田代医院　　　　　☎０９５４（６７）２１２０
稗田産婦人科　　　☎０９５４（６３）３３０９

12日
5日

19日
26日

鹿島市
嬉野市
太良町
鹿島市

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

市役所
保健センター

2・9・16・23・30 日（土）、
3・10・17・24 日（日）、
29 日（祝）

休館日はありません

5・12・19・26 日（火）、
29 日（祝）

4・11・18・25 日（月）、
28 日（木）

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

5・12・19・26 日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

4・11・18・25 日（月）、
30 日（土）

産業活性化施設
（海道しるべ）

4・11・18・25 日（月）

令和４年２月２８日現在

鹿島市
－

－ 1 人能古見

－浜

＋北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

28,177

13,535

3,252

2,838

2,667

3,323

2,562

13,306

14,871

10,835

5,491

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

38 人 0 世帯

－ 26 人 1 世帯

1,143 世帯 3 世帯

1,018 世帯

1,237 世帯

1,015 世帯

931 世帯

10 人

7 人

7 人

1 人

18 人

20 人

3 世帯

4 世帯

－ 1 世帯

0 世帯

－

＋

－ －

広報かしまはパソコン、スマホからも
見ることができます
URL　https://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

子育て支援センター子育て支援センター
　親子で自由に遊べる常設のひろばです。

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
　小さなこともひとりで悩まずに、お
話ししてみませんか。
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
　育児の援助を受けたい人とお手伝いがで
きる人が会員となり、地域で助け合う会員
制の子育てネットワークです。
❖会員募集中♪（登録無料）

□ひろばの集い
　季節に応じた行事、手遊び、制作、お

話など、親子遊びを通して、子ども同士、

親同士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♡

対　象　５か月～就学前児と保護者

❖利用料不要

※内容、参加の方法についての詳細は

　facebook をご覧ください

市民課窓口（市役所１階）休日開庁
４月２日（土）・３日（日）８時 30 分～ 12時

２歳６か月児・３歳児フッ化物塗布 15 日（金） 13時～13時15分
内　容　歯科診察、フッ化物塗布 ※必ず歯磨きをしてきてください
対　象　平成 31 年 4 月・令和元年９月生まれ（希望者のみ）

4・11・18・25 日（月）
干潟交流館

（なな海）
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４月
April

カレンダーカレンダー

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

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

2 日（土）
3 日（日）
9 日（土）

10 日（日）
16 日（土）
17 日（日）
23 日（土）
24 日（日）
29 日（祝）
30 日（土）

中尾建設　　　　　　☎（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　☎（６３）１６１６
峰松建設　　　　　　☎（６２）２０６８
宮園電工　　　　　　☎（６３）３１５１
池田設備左官工務店　☎０９０（８４０５）６２９８
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

場所：保健センター（エイブル１階）□子育て・相談・教室

母子健康手帳交付 6・13・20・27 日（水） 10時～10時30分
内　容　手帳交付、説明会
対　象　市内在住の妊婦　※都合の悪い人はお電話ください

備考受付時間開催日行事名

２か月児相談 21 日（木） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談　※持参品：バスタオル等
対　象　令和 4 年 2 月生まれ　　　　　（通知に記載）

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

離乳食教室（前期） 12 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（要予約）

幼児食教室 26 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 6 日（水） ９時30分～10時30分
内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

２歳児フッ化物塗布 28 日（木） 13時30分～13時45分
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 4 月生まれ（希望者のみ）

✿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
森田医院　☎（６３）３９５６3 日（日） オダ薬局
志田病院　☎（６３）１２３６10 日（日） 溝上薬局北鹿島店
西岡内科クリニック　☎（６３）４０９０17 日（日） 前山薬局
織田病院　☎（６３）３２７５24 日（日） 溝上薬局スカイロード店
別府整形外科　☎（６３）３０６３29 日（祝） 溝上薬局西牟田店

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

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

27 日（水）

28 日（木）

14 日（木）

13時10分～13時30分

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

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

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

備考受付時間開催日

４か月児健診
（令和3年11月21～30日・12月生まれ）

１歳６か月児健診
（令和2年9月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成30年8月生まれ）

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

日 在宅当番医 所在地
中村医院　　　　　☎０９５４（６３）９２３４
森医院　　　　　　☎０９５４（４３）０７２５
田代医院　　　　　☎０９５４（６７）２１２０
稗田産婦人科　　　☎０９５４（６３）３３０９

12日
5日

19日
26日

鹿島市
嬉野市
太良町
鹿島市

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

市役所
保健センター

2・9・16・23・30 日（土）、
3・10・17・24 日（日）、
29 日（祝）

休館日はありません

5・12・19・26 日（火）、
29 日（祝）

4・11・18・25 日（月）、
28 日（木）

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

5・12・19・26 日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

4・11・18・25 日（月）、
30 日（土）

産業活性化施設
（海道しるべ）

4・11・18・25 日（月）

令和４年２月２８日現在

鹿島市
－

－ 1 人能古見

－浜

＋北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

28,177

13,535

3,252

2,838

2,667

3,323

2,562

13,306

14,871

10,835

5,491

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

38 人 0 世帯

－ 26 人 1 世帯

1,143 世帯 3 世帯

1,018 世帯

1,237 世帯

1,015 世帯

931 世帯

10 人

7 人

7 人

1 人

18 人

20 人

3 世帯

4 世帯

－ 1 世帯

0 世帯

－

＋

－ －

広報かしまはパソコン、スマホからも
見ることができます
URL　https://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

子育て支援センター子育て支援センター
　親子で自由に遊べる常設のひろばです。

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
　小さなこともひとりで悩まずに、お
話ししてみませんか。
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
　育児の援助を受けたい人とお手伝いがで
きる人が会員となり、地域で助け合う会員
制の子育てネットワークです。
❖会員募集中♪（登録無料）

□ひろばの集い
　季節に応じた行事、手遊び、制作、お

話など、親子遊びを通して、子ども同士、

親同士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♡

対　象　５か月～就学前児と保護者

❖利用料不要

※内容、参加の方法についての詳細は

　facebook をご覧ください

市民課窓口（市役所１階）休日開庁
４月２日（土）・３日（日）８時 30 分～ 12時

２歳６か月児・３歳児フッ化物塗布 15 日（金） 13時～13時15分
内　容　歯科診察、フッ化物塗布 ※必ず歯磨きをしてきてください
対　象　平成 31 年 4 月・令和元年９月生まれ（希望者のみ）

4・11・18・25 日（月）
干潟交流館

（なな海）
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■利用可能日カレンダー（２０２２年） ■種類、定員、料金など

お
知
ら
せ

奥平谷キャンプ場オープンは４月29日から

　今年も新緑の季節に奥平谷キャンプ場がオープンします！

　大自然の雄大さに触れながら、キャンプはもちろんのこと、バーベ

キューや山登り、川遊びもできます。

　あなたのスタイルにあった自然の楽しみ方を満喫してみませんか。

■利用期間と申込方法

申込開始日　４月１日（金）９時～

申　込　方　法　電話または市役所２階商工観光課へお越しください。

宿泊可能日　下記カレンダーの　　　（薄い緑）の日を予定しています。

　商工観光課観光振興係　☎０９５４（６３）３４１２詳しくは

日 月 火 水 木 金 土

30

4・５月

日 月 火 水 木 金 土

６月

日 月 火 水 木 金 土

4

11

18

25

７月

日 月 火 水 木 金 土

８月

日 月 火 水 木 金 土

９月

　バンガロー　◆４畳半

　　　　　　　定員６人　金額 2,300 円

　　　　　　◆６畳半

　　　　　　　定員７人　金額 2,680 円

　　　　　　◆２階建　８畳 +８畳

　　　　　　　定員 20 人　金額 7,700 円

　持込テント　◆現地管理人指示

　　　　　　　金額 370 円

　コテージ　◆２階建　和洋室 20 畳　

　　　　　　　定員 10 人　金額 13,020 円

　　　　　　◆平屋建　洋室 13 畳

　　　　　　　定員 10 人　金額 13,020 円

　生後９１日以上の犬を飼っている人は、狂犬病の予防注射（１年に１回）と犬の登録（一生に１回）を必ず行い

ましょう。また、犬が死亡・異動したときは、環境下水道課環境係までご連絡ください。

お
知
ら
せ

狂犬病予防集合注射・犬の登録のお知らせ

手　数　料（おつりが出ないようご協力ください）

　⦿登録済の場合　３,２５０円

　　　　　　　　　（注射料金 2,700 円 +注射済証 550 円）

　⦿新規の場合　　６,２５０円

　　　　　　　　　（上の料金+登録手数料 3,000 円）

　※新規登録の犬は飼い主の住所・氏名・犬の種類・

　　毛色・名前・生年月日・性別を確認します。

会場での注意点

　⦿どの会場でも受けられます。また、ふんは必ず持ち帰りましょう。

　⦿リードを短く持ち、他の犬と接触しないようにしてください。

　⦿大型犬・特定犬は、車に乗せたまま注射します。

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

狂犬病予防注射は義務です
　１９５６年以降、日本国内で人の狂犬病の発生は起こっていませんが、

海外では毎年狂犬病ウイルスで約５５，０００人が亡くなっています。

有効な治療法も無く、発症すればほぼ１００％の致死率となっています。

狂犬病の発生とまん延を防止するため、『飼い主の義務』として、狂犬病

予防注射を受けさせましょう。狂犬病の予防注射は、犬を守るためだけで

はなく、人の命を守るために法律として定められています。

古枝公民館
北鹿島公民館

9：30～10：20
10：50～11：20

4/13
（水）

9：30～10：00
10：20～10：50
11：10～11：40

4/15
（金）

貝瀬公民館
中浅浦公民館
のごみふれあい楽習館

七浦公民館
浜公民館
鹿島市役所

9：30～10：00
10：30～11：00
12：00～13：00

4/21
（木）

横田公民館
のごみふれあい楽習館
北鹿島公民館

9：00～ 9：40
10：00～10：40
11：00～11：30

4/20
（水）

古枝公民館
鹿島市役所

9：00～ 9：50
10：20～11：30

4/19
（火）

とき ところ 時間

9：30～10：00
10：20～10：50
11：20～11：50

4/14
（木）

飯田公民館
小宮道公民館
浜公民館

お
知
ら
せ

４月２日～８日は発達障害啓発週間です

発達障害って何？

　発達障害は、脳機能の発達のバランスが異なること

によって、得意なことと不得意なことの差が大きい特

性があります。それにより、コミュニケーションや対

人関係、社会生活などに支障をきたすことがあります。

≪注意欠如・多動症（ADHD）≫

　うっかりしやすい、集中できない、じっとしていら

れない、考えなしに行動してしまうなどの特性があり

ます。学童期に多く、思春期以降は目立たなくなる傾

向があります。

≪限局性学習症（SLD）≫

　読む、書く、聞く、話す、計算する、推測するといっ

た特定の能力について、学び・行うことが、ほかの能

力にくらべて極端に困難という特性があります。ただ

し、全般的な知的発達に遅れはありません。

　毎年４月２日は、『世界自閉症啓発デー』として国連で定められており、それに合わせて、４月２日から８日ま

でを『発達障害啓発週間』とし、社会全体で自閉症等の発達障害についての理解を深める機会としてさまざまな取

り組みが行われています。

発達障害の種類と特性

≪自閉症スペクトラム症（ASD）≫

自閉症（知的障害を伴う）

　言葉の発達の遅れ、コミュニケーションの障害、対

人関係の障害、限定された興味や決まった行動へのこ

だわりなどの特性があります。

アスペルガー症候群（高機能自閉症を含む）

　自閉症と同じように、コミュニケーションや対人関

係の障害がありますが、言葉の遅れなどの知的な遅れ

が無く大人になるまで気づかないことがあります。

　　　　　　　　ＮＰＯ法人それいゆ

　　　　　　　　☎０９５２（３７）０２５０

予約・問合せ先

　市では、発達障害児（者）専門相談を毎月１回

（第４火曜）に開設しています。少しでも気にな

る人は、ぜひご相談ください。【要予約】

　令和４年４月分から国民年金保険料が、現行の１６,６１０円から

２０円引き下げられ、１６,５９０円になります。

《保険料の納付は、『口座振替』が便利です》

◉毎月の口座振替も『早割』（当月保険料の当月末振替）を利用すると、　

　月々５０円（年間６００円）割引されます

◉保険料の『前納』を『口座振替』にするとさらに割引されます（右表）

◉令和４年度国民年金保険料額（年間）

　１９９,０８０円（１６,５９０円 ×１２カ月）

《口座振替の手続き》

　口座をお持ちの金融機関の窓口で手続きをしてください。

　手続きには、国民年金保険料口座振替納付（変更）申出書、預（貯）金通帳、

預（貯）金通帳の届出印、基礎年金番号が確認できるものが必要です。なお、

令和４年度の１年前納・２年前納口座振替申込は

２月２８日で終了しています。
　武雄年金事務所　　☎０９５４（２３）０１２３
　市民課市民年金係　☎０９５４（６３）２１１７

詳しくは

お
知
ら
せ

４月から国民年金保険料１６,５９０円（月額）に改定

国民年金保険料納付のお知らせ

口座振替

毎　月
（翌月末）

毎　月
（当月末）

６カ月前納

１年前納

２年前納

16,590円

195,550円
（3,530円割引）

16,590円

16,590円

98,730円
（810円割引）

382,780円
（14,540円割引）

16,540円
（50円割引）

98,410円
（1,130円割引）

194,910円
（4,170円割引）

381,530円
（15,790円割引）

クレジットカード
・現金納付

区　分

29

8

15

7

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

4

11

18

25

3

10

17

24

31

2

9

16

23

30

22

29

1

4

11

18

25

3

10

17

24

2

9

16

23

30

8

15

22

29

1

7

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

3

10

17

24

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

7

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

31

13

20

27

6

12

19

26

5

11

18

25

4

10

17

24

31

3

23

30

2

9

16

8

15

22

29

1

7

14

21

28

3

17

24

10

2

9

16

23

30

1

8

15

22

29

7

14

21

28

6

13

20

27

5

12

19

26

4

11

18

25

※令和４年度の算定額
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■利用可能日カレンダー（２０２２年） ■種類、定員、料金など

お
知
ら
せ

奥平谷キャンプ場オープンは４月29日から

　今年も新緑の季節に奥平谷キャンプ場がオープンします！

　大自然の雄大さに触れながら、キャンプはもちろんのこと、バーベ

キューや山登り、川遊びもできます。

　あなたのスタイルにあった自然の楽しみ方を満喫してみませんか。

■利用期間と申込方法

申込開始日　４月１日（金）９時～

申　込　方　法　電話または市役所２階商工観光課へお越しください。

宿泊可能日　下記カレンダーの　　　（薄い緑）の日を予定しています。

　商工観光課観光振興係　☎０９５４（６３）３４１２詳しくは

日 月 火 水 木 金 土

30

4・５月

日 月 火 水 木 金 土

６月

日 月 火 水 木 金 土

4

11

18

25

７月

日 月 火 水 木 金 土

８月

日 月 火 水 木 金 土

９月

　バンガロー　◆４畳半

　　　　　　　定員６人　金額 2,300 円

　　　　　　◆６畳半

　　　　　　　定員７人　金額 2,680 円

　　　　　　◆２階建　８畳 +８畳

　　　　　　　定員 20 人　金額 7,700 円

　持込テント　◆現地管理人指示

　　　　　　　金額 370 円

　コテージ　◆２階建　和洋室 20 畳　

　　　　　　　定員 10 人　金額 13,020 円

　　　　　　◆平屋建　洋室 13 畳

　　　　　　　定員 10 人　金額 13,020 円

　生後９１日以上の犬を飼っている人は、狂犬病の予防注射（１年に１回）と犬の登録（一生に１回）を必ず行い

ましょう。また、犬が死亡・異動したときは、環境下水道課環境係までご連絡ください。

お
知
ら
せ

狂犬病予防集合注射・犬の登録のお知らせ

手　数　料（おつりが出ないようご協力ください）

　⦿登録済の場合　３,２５０円

　　　　　　　　　（注射料金 2,700 円 +注射済証 550 円）

　⦿新規の場合　　６,２５０円

　　　　　　　　　（上の料金+登録手数料 3,000 円）

　※新規登録の犬は飼い主の住所・氏名・犬の種類・

　　毛色・名前・生年月日・性別を確認します。

会場での注意点

　⦿どの会場でも受けられます。また、ふんは必ず持ち帰りましょう。

　⦿リードを短く持ち、他の犬と接触しないようにしてください。

　⦿大型犬・特定犬は、車に乗せたまま注射します。

　環境下水道課環境係

　☎０９５４（６３）３４１６

詳しくは

狂犬病予防注射は義務です
　１９５６年以降、日本国内で人の狂犬病の発生は起こっていませんが、

海外では毎年狂犬病ウイルスで約５５，０００人が亡くなっています。

有効な治療法も無く、発症すればほぼ１００％の致死率となっています。

狂犬病の発生とまん延を防止するため、『飼い主の義務』として、狂犬病

予防注射を受けさせましょう。狂犬病の予防注射は、犬を守るためだけで

はなく、人の命を守るために法律として定められています。

古枝公民館
北鹿島公民館

9：30～10：20
10：50～11：20

4/13
（水）

9：30～10：00
10：20～10：50
11：10～11：40

4/15
（金）

貝瀬公民館
中浅浦公民館
のごみふれあい楽習館

七浦公民館
浜公民館
鹿島市役所

9：30～10：00
10：30～11：00
12：00～13：00

4/21
（木）

横田公民館
のごみふれあい楽習館
北鹿島公民館

9：00～ 9：40
10：00～10：40
11：00～11：30

4/20
（水）

古枝公民館
鹿島市役所

9：00～ 9：50
10：20～11：30

4/19
（火）

とき ところ 時間

9：30～10：00
10：20～10：50
11：20～11：50

4/14
（木）

飯田公民館
小宮道公民館
浜公民館

お
知
ら
せ

４月２日～８日は発達障害啓発週間です

発達障害って何？

　発達障害は、脳機能の発達のバランスが異なること

によって、得意なことと不得意なことの差が大きい特

性があります。それにより、コミュニケーションや対

人関係、社会生活などに支障をきたすことがあります。

≪注意欠如・多動症（ADHD）≫

　うっかりしやすい、集中できない、じっとしていら

れない、考えなしに行動してしまうなどの特性があり

ます。学童期に多く、思春期以降は目立たなくなる傾

向があります。

≪限局性学習症（SLD）≫

　読む、書く、聞く、話す、計算する、推測するといっ

た特定の能力について、学び・行うことが、ほかの能

力にくらべて極端に困難という特性があります。ただ

し、全般的な知的発達に遅れはありません。

　毎年４月２日は、『世界自閉症啓発デー』として国連で定められており、それに合わせて、４月２日から８日ま

でを『発達障害啓発週間』とし、社会全体で自閉症等の発達障害についての理解を深める機会としてさまざまな取

り組みが行われています。

発達障害の種類と特性

≪自閉症スペクトラム症（ASD）≫

自閉症（知的障害を伴う）

　言葉の発達の遅れ、コミュニケーションの障害、対

人関係の障害、限定された興味や決まった行動へのこ

だわりなどの特性があります。

アスペルガー症候群（高機能自閉症を含む）

　自閉症と同じように、コミュニケーションや対人関

係の障害がありますが、言葉の遅れなどの知的な遅れ

が無く大人になるまで気づかないことがあります。

　　　　　　　　ＮＰＯ法人それいゆ

　　　　　　　　☎０９５２（３７）０２５０
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お
知
ら
せ
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情報掲示板ワイド

①『鹿島市地域公共交通計画』を策定しました！　

　市では、公共交通のマスタープランとなる『鹿島市地域公共交通計画』を策定しました。令和４年度から令和８

年度までの５ヵ年の計画であり、日常の移動ニーズとのマッチング、西九州新幹線開業に伴う広域移動やＪＲ長崎

本線の利便性の確保、公共交通の利用促進への取組み等をまとめ、持続可能な公共交通運営を実施していきます。

②市内循環バスと高津原・予約型のりあいタクシー乗車無料期間実施！
　～みんな乗って乗って！ご利用ありがとう週間～
　対象者は全路線全便で運賃無料！何回乗っても無料！皆さまご利用ください！

❖市内循環バス　　　　４月11日（月）・12日（火）・13日（水）・14日（木）・15日（金）・16日（土）
❖高津原のりあいタクシー　４月12日（火）・14日（木）・16日（土）
❖予約型のりあいタクシー　４月11日（月）・12日（火）・13日（水）・14日（木）・15日（金）

対　象　学生（小学・中学・高校生）、満 65 歳以上の高齢者（昭和 33 年４月１日以前生まれの人）、運転免許自主返納者、

　　　　障がいのある人（身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付を受けている人）および介護人（１

　　　　人につき１人）

※学生証、被保険者証、運転経歴証明書、障害者手帳などの提示を求めれらる場合がありますので必ず携行してく

　ださい。

③市内循環バスにかし丸くんのラッピングをしました！
　 市 内 循 環 バ ス は 、 低 床

（ノンステップ）バスで、

バスの乗り降りについて段

差を感じることなく利用で

きる車両となっています。

　今回、市内循環バスの車

両にかし丸くんラッピング

をしました！可愛い車両と

なっていますので、皆さま

ご利用ください！

　４月１日から、スマートフォンのアプリで納付書のバーコードを読み取り、支払ができるサービスが始まります。
金融機関などに行かなくても、”いつでもどこででも”電子マネーで支払うことができます。
　ただし、バーコードの印字がないもの、納付金額が３０万円を超えるものは、支払うことができません。

お
知
ら
せ

4月1日から電子マネーで支払が可能に

対　象　

◇市税集合徴収

　（住民税・固定資産税・国民健康保険税）

◇軽自動車税（種別割）

◇保育料

◇住宅使用料

◇後期高齢者医療保険料

◇給食費

◇水道料金・下水道使用料

必要なもの

①納付書（バーコードの印字があるもの）

②下記のアプリをインストールしたスマートフォン

　税務課納税係

　☎０９５４（６３）２１１８

詳しくは

LINE Pay　　　PayPay　　　d払い

J-Coin　　　　au PAY

手　順

①スマートフォンに上記アプリをインストールする。

②納付金額以上の残高があるか確認する。残高不足の場合は

チャージする。

③請求書のバーコードを読み取る。

④支払金額を確認し、支払う。

⑤支払完了

　無許可の事業者による廃棄物の回収は違法です。

　一般家庭から出るごみを業務として収集運搬、処分するためには、市の委託や一般廃棄物収集運搬許可が必要と

なります。

　また、テレビ（ブラウン管テレビも含みます）、エアコン、洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫、冷凍庫の処分には家

電リサイクル法に定められた手続きが必要となります。

　無料回収をうたう業者にごみの回収を依頼し、あとから高額な手数料を請求されたり、無許可業者と知らずに手

数料を支払い、ごみの処分を依頼し、不法投棄や不適切な処分をされてしまうなどのケースが全国的にも多発して

います。

　ごみの処分を依頼する場合は十分にご注意いただき、ご不審な点は環境係までお問合せください。

お
知
ら
せ

無許可のごみ収集運搬業者にご注意ください

　環境下水道課環境係　☎０９５４（６３）３４１６詳しくは

　『民法の一部を改正する法律』が成立したことに伴い、令和４年４月１日付けで成年年齢が２０歳から１８歳に

引き下げられましたが、鹿島市成人式はこれまでどおり２０歳の方を対象に行います。

と　　き　　令和５年１月８日（日）

と　こ　ろ　　鹿島市生涯学習センター『エイブル』ホール

対象年齢　　当該年度中に20歳を迎える人　※従来どおり

　なお、成年年齢の引き下げにあたって気を付けておくべきこと等に

ついて紹介した法務省特設サイトもあります。ぜひご覧ください。

　❖動画『１分でわかる成年年齢の引き下げ』http://seinen.go.jp

　　（成年年齢引き下げ特設ウェブサイト『大人の道しるべ』トップページ）

お
知
ら
せ

成年年齢引き下げに伴う令和４年度成人式について

　生涯学習課社会教育・文化係　☎０９５４（６３）２１２５詳しくは

➡

みんなで支えよう！公共交通

期間限定

詳しくは

　４月から市内全域で有害鳥獣（イノシシなど）の駆除が行われます。これは近年の農業

被害の増加と里地近辺への出没を受けて行われるものです。万が一の事故を防止するため、

山菜採りやハイキングなどで野山に入るときは、次の点に注意してください。

❖色で自分の居場所をアピールしましょう　薄暗い場所や遠くからでもすぐに見分けがつく服装をしましょう。

❖音で自分の居場所をアピールしましょう　ラジオを携帯したり、大きめの声で会話するなどしましょう。

❖罠には触れないようにしましょう　　　　もし触れて作動したら大変危険です。決して触れないでください。

　農林水産課農政係

　☎０９５４（６３）３４１３

詳しくは野山へ入る人はご注意を！

企画財政課企画係

☎０９５４（６３）２１０１
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文化・スポーツの結果 人権の輪・学校だより

 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！　※学年の表記は大会開催日時点です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

文化・スポーツの結果文化・スポーツの結果

◇佐賀県中学生水の作文コンクール

　優秀賞　池田　莉愛（東部中１年）

　　入選　髙田　晴彦（東部中１年）

◇ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール

　【ポスター部門】

　優秀賞　井上　かのん（東部中１年）

◇全国間税会総連合会『税の標語』(武雄税務署管内)

　　優秀　山口　真世（西部中３年）

◇新春読書感想文コンクール県審査

　優秀賞　西島　暉琉（明倫小３年）

　　優良　山口　菜子（鹿島小２年）、有森　龍（明倫小４年）、

　　佳作　千々岩　怜奈（明倫小４年）、野中　陽菜（鹿島小５年）、

　　　　　古賀　優莉奈（鹿島小６年）

◇体育優秀賞《佐賀県中体連》

　　永渕　凱都（西部中３年）

◇佐賀県中学校新人サッカー大会

　開　催　日　２月６日（駅前不動産スタジアムほか）

　　３位　西部中サッカー部

◇第16回佐賀県冬季水泳競技大会

　開　催　日　12 月 12 日（SAGA アクア）

　【13 ～ 14 歳女子 100ｍバタフライ】

　　２位　島　七海（西部中１年）

◇第62回佐賀県学童美術展（立体の部）

　　特選　喜多　瑛斗（明倫小１年）、倉﨑　光那（七浦小１年）、

　　　　　岩永　帆央（鹿島小４年）、岩屋　悠那（能古見小４年）、

　　　　　川下　虎珂（明倫小４年）、緒方　愛莉（北鹿島小４年）、

　　　　　姥　直輝（鹿島小６年）、津村　纏（明倫小６年）

　準特選　北川　千紗（鹿島小１年）、松枝　祐歩（能古見小１年）、

　　　　　鶴田　優佳（北鹿島小１年）、高井　勇成（鹿島小２年）、

　　　　　堀越　爽太（明倫小２年）、國廣　楓花（北鹿島小２年）、

　　　　　別府　航太（鹿島小３年）、中島　太希（明倫小３年）、

　　　　　山口　愛羅（明倫小３年）、石橋　萌々子（鹿島小５年）、

　　　　　藤山　彩優（明倫小５年）、笠継　美冠（能古見小５年）、

　　　　　松岡　優月（明倫小６年）、松本　　空（七浦小６年）

◇新年書き方会県審査

　【毛筆の部】

　　特選　松尾　龍之介（鹿島小３年）

　　入選　大江　心温（明倫小３年）、森　心希（北鹿島小３年）、

　　　　　赤﨑　充典（明倫小４年）、有森　莉彩（西部中１年）、

　　　　　神代　美拓（西部中２年）、武富　美咲（西部中３年）、

　　　　　藤家　和香（西部中３年）

　【硬筆の部】

　　入選　平野　咲彩（鹿島小４年）、里　みなみ（鹿島小５年）、

　　　　　堀之内　和奏（鹿島小５年）、笠原　絆（西部中３年）

◇第40回全国中学生人権作文コンテスト佐賀県大会

　感謝状　西部中学校

成年としてのスタートを見守りましょう
～民法における成年年齢が18歳に～

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

　日本における成年年齢は、明治
９年以来、約１４０年間、２０歳
とされてきました。
　近年、憲法改正国民投票の投票
権や、公職選挙法の選挙権年齢な
どが、１８歳に改正されました。
また、市民生活の基本法である民
法においても、成年年齢が１８歳
に引き下げられることになりまし
た。『民法の一部を改正する法律』
が、今年の４月１日から施行され
ます。
　この法律により、成年に達した
人は、親の同意なしにさまざまな

契約ができるようになります。た
とえば、携帯電話、一人暮らしの
家、クレジットカード、ローンな
どです。また、自分の住む場所や
進学就職などの進路も自分の意志
で決定できるようになります。し
かし、成年年齢が１８歳になって
も、お酒やたばこ、競馬などの公
営競技の年齢制限は２０歳以上の
ままです。政府広報によると、『健
康面での影響や非行防止、青少年
保護の観点から現状維持』となっ
ています。
　この民法改正は、『若者の自己

決定権を尊重するもの』であり、
『その積極的な社会参加を促すも
の』と考えられています。
　１８歳で成年を迎える皆さんの
心情はどうでしょう。自己決定権
があるということはその決定に大
人としての責任を求められること
でもあり、不安もあることでしょ
う。家族や周りの年長者は、「も
う大人だから」と突き放すのでは
なく、彼らの成年としてのスター
トを見守る必要があります。本人
の意思を尊重しつつも、「困った
時には相談に乗るよ」という日ご
ろの言葉かけが大切だと思いま
す。そして、若者がその考えや行
動力を発揮し、積極的な社会参加
ができるよう、応援したいもので
す。

令和３年度小中学校『人権標語』特選・準特選の作品を紹介します

　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）
　コロナには　ぜったい負けない　思いやり　　　宮﨑　向洋（鹿島小４年）
　その発言　一回止まって　考えて　一生残る　傷になるかも　　　三原　慧汰（東部中２年）

※学年は令和３年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介

学 校 だ よ り

古枝小学校

No.299

夢を育むドリームボード授業

　古枝小学校では２０１９年度より、

６年生を対象にキャリア教育に取り

組んでいます。その一環として、卒

業式を控えたこの時期に、『ドリー

ムボード授業』を開催しています。

　この授業では、子ども達がこれま

でのさまざまな学習体験を振り返り

ながら、自分の好きなことや得意な

ことなどを踏まえて自分の将来の夢

を描き、輝きながら生きることにつ

いて考えていきます。具体的には、

自分の夢や将来の姿、やりたいこと

などを、雑誌やパンフレット等の画

像の中から見つけ出し、それを切り

抜いて、大きな厚紙『ドリームボー

ド』に貼り付けて視覚化していきま

す。

　すでに自分の将来の夢をしっかり

と持っている児童もいれば、まだ自

分がやりたいことなどが見つからず、

作業が進まない児童もいます。そん

な子ども達は、さまざまな資料に目

を通していく作業を通して、少しず

つ自分の夢を創り上げていきました。

そして、５時間をかけて、夢や希望

がいっぱい詰まった素敵なドリーム

ボードを完成させました。

　翌日は、自分のドリームボードを

もとに、自分の夢の発表会を行いま

した。自分の将来の姿を想像しなが

ら、「2030 年に、私は～をしました」

「私は～になりました」など、堂々

と発表していました。

　このドリームボード授業を通して、

将来の目標を見つけた子ども達もた

くさんいました。発表会終了後は、

講師の方から「夢や目標が具体的で

あればあるほど実現する」「夢がか

なった時の自分の気持ちを想像する

ことが大切である」「夢や目標があ

るからこそ努力を続けることができ

る」等々、中学校へ進学する前に、

とっても大切なことを教えていただ

きました。

　鉄道に関する事故は、一歩間違えれば脱線や感電など、大惨事を引き起こす可能性があります。建物

の建設・解体や庭木、山林の伐採など、線路に近接した作業を行う場合は、ＪＲ九州へご相談ください。

鉄道近接工事にご注意ください鉄道近接工事にご注意ください

作業内容や環境条件、使用重

機によっては８ｍ以上の場合

でも近接工事の適用となる場

合があります。

作業内容や環境条件、使用重

機によっては８ｍ以上の場合

でも近接工事の適用となる場

合があります。

検索安全へのお願い　ＪＲ九州

詳しくはホームページをご覧ください

　ＪＲ九州佐賀鉄道事業部　☎０９５２（２３）２９３９詳しくは
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文化・スポーツの結果 人権の輪・学校だより

 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！　※学年の表記は大会開催日時点です　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略）

文化・スポーツの結果文化・スポーツの結果

◇佐賀県中学生水の作文コンクール

　優秀賞　池田　莉愛（東部中１年）

　　入選　髙田　晴彦（東部中１年）

◇ひろげよう情報モラル・セキュリティコンクール

　【ポスター部門】

　優秀賞　井上　かのん（東部中１年）

◇全国間税会総連合会『税の標語』(武雄税務署管内)

　　優秀　山口　真世（西部中３年）

◇新春読書感想文コンクール県審査

　優秀賞　西島　暉琉（明倫小３年）

　　優良　山口　菜子（鹿島小２年）、有森　龍（明倫小４年）、

　　佳作　千々岩　怜奈（明倫小４年）、野中　陽菜（鹿島小５年）、

　　　　　古賀　優莉奈（鹿島小６年）

◇体育優秀賞《佐賀県中体連》

　　永渕　凱都（西部中３年）

◇佐賀県中学校新人サッカー大会

　開　催　日　２月６日（駅前不動産スタジアムほか）

　　３位　西部中サッカー部

◇第16回佐賀県冬季水泳競技大会

　開　催　日　12 月 12 日（SAGA アクア）

　【13 ～ 14 歳女子 100ｍバタフライ】

　　２位　島　七海（西部中１年）

◇第62回佐賀県学童美術展（立体の部）

　　特選　喜多　瑛斗（明倫小１年）、倉﨑　光那（七浦小１年）、

　　　　　岩永　帆央（鹿島小４年）、岩屋　悠那（能古見小４年）、

　　　　　川下　虎珂（明倫小４年）、緒方　愛莉（北鹿島小４年）、

　　　　　姥　直輝（鹿島小６年）、津村　纏（明倫小６年）

　準特選　北川　千紗（鹿島小１年）、松枝　祐歩（能古見小１年）、

　　　　　鶴田　優佳（北鹿島小１年）、高井　勇成（鹿島小２年）、

　　　　　堀越　爽太（明倫小２年）、國廣　楓花（北鹿島小２年）、

　　　　　別府　航太（鹿島小３年）、中島　太希（明倫小３年）、

　　　　　山口　愛羅（明倫小３年）、石橋　萌々子（鹿島小５年）、

　　　　　藤山　彩優（明倫小５年）、笠継　美冠（能古見小５年）、

　　　　　松岡　優月（明倫小６年）、松本　　空（七浦小６年）

◇新年書き方会県審査

　【毛筆の部】

　　特選　松尾　龍之介（鹿島小３年）

　　入選　大江　心温（明倫小３年）、森　心希（北鹿島小３年）、

　　　　　赤﨑　充典（明倫小４年）、有森　莉彩（西部中１年）、

　　　　　神代　美拓（西部中２年）、武富　美咲（西部中３年）、

　　　　　藤家　和香（西部中３年）

　【硬筆の部】

　　入選　平野　咲彩（鹿島小４年）、里　みなみ（鹿島小５年）、

　　　　　堀之内　和奏（鹿島小５年）、笠原　絆（西部中３年）

◇第40回全国中学生人権作文コンテスト佐賀県大会

　感謝状　西部中学校

成年としてのスタートを見守りましょう
～民法における成年年齢が18歳に～

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

　日本における成年年齢は、明治
９年以来、約１４０年間、２０歳
とされてきました。
　近年、憲法改正国民投票の投票
権や、公職選挙法の選挙権年齢な
どが、１８歳に改正されました。
また、市民生活の基本法である民
法においても、成年年齢が１８歳
に引き下げられることになりまし
た。『民法の一部を改正する法律』
が、今年の４月１日から施行され
ます。
　この法律により、成年に達した
人は、親の同意なしにさまざまな

契約ができるようになります。た
とえば、携帯電話、一人暮らしの
家、クレジットカード、ローンな
どです。また、自分の住む場所や
進学就職などの進路も自分の意志
で決定できるようになります。し
かし、成年年齢が１８歳になって
も、お酒やたばこ、競馬などの公
営競技の年齢制限は２０歳以上の
ままです。政府広報によると、『健
康面での影響や非行防止、青少年
保護の観点から現状維持』となっ
ています。
　この民法改正は、『若者の自己

決定権を尊重するもの』であり、
『その積極的な社会参加を促すも
の』と考えられています。
　１８歳で成年を迎える皆さんの
心情はどうでしょう。自己決定権
があるということはその決定に大
人としての責任を求められること
でもあり、不安もあることでしょ
う。家族や周りの年長者は、「も
う大人だから」と突き放すのでは
なく、彼らの成年としてのスター
トを見守る必要があります。本人
の意思を尊重しつつも、「困った
時には相談に乗るよ」という日ご
ろの言葉かけが大切だと思いま
す。そして、若者がその考えや行
動力を発揮し、積極的な社会参加
ができるよう、応援したいもので
す。

令和３年度小中学校『人権標語』特選・準特選の作品を紹介します

　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）
　コロナには　ぜったい負けない　思いやり　　　宮﨑　向洋（鹿島小４年）
　その発言　一回止まって　考えて　一生残る　傷になるかも　　　三原　慧汰（東部中２年）

※学年は令和３年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介

学 校 だ よ り

古枝小学校

No.299

夢を育むドリームボード授業

　古枝小学校では２０１９年度より、

６年生を対象にキャリア教育に取り

組んでいます。その一環として、卒

業式を控えたこの時期に、『ドリー

ムボード授業』を開催しています。

　この授業では、子ども達がこれま

でのさまざまな学習体験を振り返り

ながら、自分の好きなことや得意な

ことなどを踏まえて自分の将来の夢

を描き、輝きながら生きることにつ

いて考えていきます。具体的には、

自分の夢や将来の姿、やりたいこと

などを、雑誌やパンフレット等の画

像の中から見つけ出し、それを切り

抜いて、大きな厚紙『ドリームボー

ド』に貼り付けて視覚化していきま

す。

　すでに自分の将来の夢をしっかり

と持っている児童もいれば、まだ自

分がやりたいことなどが見つからず、

作業が進まない児童もいます。そん

な子ども達は、さまざまな資料に目

を通していく作業を通して、少しず

つ自分の夢を創り上げていきました。

そして、５時間をかけて、夢や希望

がいっぱい詰まった素敵なドリーム

ボードを完成させました。

　翌日は、自分のドリームボードを

もとに、自分の夢の発表会を行いま

した。自分の将来の姿を想像しなが

ら、「2030 年に、私は～をしました」

「私は～になりました」など、堂々

と発表していました。

　このドリームボード授業を通して、

将来の目標を見つけた子ども達もた

くさんいました。発表会終了後は、

講師の方から「夢や目標が具体的で

あればあるほど実現する」「夢がか

なった時の自分の気持ちを想像する

ことが大切である」「夢や目標があ

るからこそ努力を続けることができ

る」等々、中学校へ進学する前に、

とっても大切なことを教えていただ

きました。

　鉄道に関する事故は、一歩間違えれば脱線や感電など、大惨事を引き起こす可能性があります。建物

の建設・解体や庭木、山林の伐採など、線路に近接した作業を行う場合は、ＪＲ九州へご相談ください。

鉄道近接工事にご注意ください鉄道近接工事にご注意ください

作業内容や環境条件、使用重

機によっては８ｍ以上の場合

でも近接工事の適用となる場

合があります。

作業内容や環境条件、使用重

機によっては８ｍ以上の場合

でも近接工事の適用となる場

合があります。

検索安全へのお願い　ＪＲ九州

詳しくはホームページをご覧ください

　ＪＲ九州佐賀鉄道事業部　☎０９５２（２３）２９３９詳しくは
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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

お知らせお知らせ 県内の医療機関で
　子宮がん検診を受診できます
県内の医療機関で
　子宮がん検診を受診できます

　県内３１登録医療機関で受診できます。希望する

人は『子宮がん検診受診票』を発行しますので、保

健センターまでご連絡ください。

対　象　者　20 歳以上（前年度、前々年度の結果で対象外となる場合があります）

自己負担　子宮頸がん検診　2,100 円

　　　　　子宮体がん検診　3,200 円

　　　　　※子宮体がん検診は医師が必要と認めた人

市内医療機関　稗田産婦人科クリニック

　　　　　ホロス光武クリニック

　　　　　※県内その他の登録医療機関名簿は『子宮が

　　　　　　ん検診受診票』発行の際にお渡しします

❖後期高齢医療被保険者、市民税非課税世帯、

　生活保護世帯の人は無料

人間ドック・脳ドック健診の
　　　　費用を一部助成します
人間ドック・脳ドック健診の
　　　　費用を一部助成します

　市では、国民健康保険加入者の健康維持、病気の

早期発見・早期治療などのために、ドック健診の費

用を一部助成します。

対　象　者　次の条件をすべて満たす人

　◆昭和 23 年４月１日～平成４年３月 31 日生まれの人

　◆令和４年４月１日現在、鹿島市国民健康保険に加入

　　している人

　◆国保税の滞納がない人

　◆脳疾患の既往・治療歴がない人（脳ドック希望者のみ）

申込期限　４月 15 日（金）　

　市保健センターへ電話（９時～ 17 時：土・日を除く）または

ホームページからお申し込みください。

※審査後助成の可否を後日連絡します

助　成　額　20,000円

定　　員　220人

受診医療機関　⦿織田病院（市内）　⦿志田病院（市内）

　　　　　⦿犬塚病院（市内）

　　　　　⦿うれしのふくだクリニック（嬉野市）

　　　　　⦿新武雄病院（武雄市）

　　　　　⦿樋口病院（嬉野市）

　　　　　⦿高木病院（福岡県大川市）

優先順位

　対象者かどうか審査後、定員を超える応募があっ

た場合、『年齢』『ドック助成歴』『過去の疾病歴』

などで助成対象者を決定します。

注意事項

　人間ドック・脳ドック健診費用の助成を受ける人

は、同一年度に特定健診を受けることはできません。

また、ドック健診の結果、『特定保健指導』の対象

となった人は、保健指導を受けてもらいます。

特定健診を受けましょう

　対　象　者　令和４年度中に40歳～74歳になる国保加入者

　　　　　　※現在、生活習慣病で治療中の人も特定健診の対象です。

　受診方法　県内実施医療機関での個別健診、または保健センターでの集団健診

　健診期間　５月２日（月）～令和４年 12 月 31 日（土）

　自己負担　医療機関での個別健診　　　1,000 円

　　　　　　保健センターでの集団健診 500 円

　持　参　品　『受診券』『受診票』『国保保険証』

　　　　　　※対象の人には４月下旬に受診券と受診票を送ります。

令和４年度

特定
健診

鹿島市国保の特定健診鹿島市国保の特定健診

　対　象　者　昭和 21 年４月１日

 　　　　　　～昭和 22 年３月 31 日生まれの人

　費　　用　無料（健診後に治療を行った場合は有料）

　申込方法　対象者には受診券を送付しています。

　　　　　　同封の一覧表にある歯科医院に事前の

　　　　　　電話予約が必要です。

　健診内容　歯・粘膜・顎関節の状況、

　　　　　　飲み込みテスト、頬のふくらまし検査、

　　　　　　かみ合わせや義歯の状態確認　など

　※健診後、結果の説明とアドバイスがあります。

７６歳になる人を対象に歯科健診を行います。７６歳歯科健診（歯あわせ健診）を受けましょう７６歳歯科健診（歯あわせ健診）を受けましょう

佐賀県後期高齢者医療広域連合

☎０９５２（６４）８４７６

申込・問合せ先

　鹿島市保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３詳しくは

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。

※健診は『不要不急な外出』ではありません。生活習慣病は１年間で急激に悪化するおそれのある病気です。

　自分の体のメンテナンスのために、１年に１回は特定健診を受けましょう。今年度、職場健診や人間ドッ

　ク等を受診予定の人は保健センターへご連絡ください。

特定健診・特定保健
指導を受けると・・

■鹿島市国保の特定健診受診率（年代別）

令和２年度鹿島市受診率

39.8％（県内14位）

佐賀県平均受診率

38.8％

令和４年度
健診受診率目標値

55％

市ＨＰ申込み　⇨

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

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

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

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

予防接種のお知らせ予防接種のお知らせ

　保健センター（エイブル１階）
　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

対　象　者　１期：１歳～２歳未満（１歳児）
　　　　　２期：平成 28 年４月２日
　　　　　　　　～平成 29 年４月１日生まれ（年長児）
　　　　　　　　※第２期接種は小学校就学前１年間のみ

料　　金　無料（接種期間を過ぎた場合は全額自己負担）

持　参　品　母子健康手帳、予診票

❖どちらも非常に恐ろしい病気ですが、予防接

　種により十分予防することができます。お子

　さんや社会全体の感染予防のために、期間内

　に予防接種を受けましょう。

鹿島市保健センター鹿島市保健センター

麻しん・風しん混合予防接種を受けましょう麻しん・風しん混合予防接種を受けましょう

佐賀県は４人に１人が

糖尿病と言われ、全国

で一番糖尿病の人が多

い県となっています。

働き盛りの今だから！

毎年の特定健診で自分

の体を知りましょう。
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　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

お知らせお知らせ 県内の医療機関で
　子宮がん検診を受診できます
県内の医療機関で
　子宮がん検診を受診できます

　県内３１登録医療機関で受診できます。希望する

人は『子宮がん検診受診票』を発行しますので、保

健センターまでご連絡ください。

対　象　者　20 歳以上（前年度、前々年度の結果で対象外となる場合があります）

自己負担　子宮頸がん検診　2,100 円

　　　　　子宮体がん検診　3,200 円

　　　　　※子宮体がん検診は医師が必要と認めた人

市内医療機関　稗田産婦人科クリニック

　　　　　ホロス光武クリニック

　　　　　※県内その他の登録医療機関名簿は『子宮が

　　　　　　ん検診受診票』発行の際にお渡しします

❖後期高齢医療被保険者、市民税非課税世帯、

　生活保護世帯の人は無料

人間ドック・脳ドック健診の
　　　　費用を一部助成します
人間ドック・脳ドック健診の
　　　　費用を一部助成します

　市では、国民健康保険加入者の健康維持、病気の

早期発見・早期治療などのために、ドック健診の費

用を一部助成します。

対　象　者　次の条件をすべて満たす人

　◆昭和 23 年４月１日～平成４年３月 31 日生まれの人

　◆令和４年４月１日現在、鹿島市国民健康保険に加入

　　している人

　◆国保税の滞納がない人

　◆脳疾患の既往・治療歴がない人（脳ドック希望者のみ）

申込期限　４月 15 日（金）　

　市保健センターへ電話（９時～ 17 時：土・日を除く）または

ホームページからお申し込みください。

※審査後助成の可否を後日連絡します

助　成　額　20,000円

定　　員　220人

受診医療機関　⦿織田病院（市内）　⦿志田病院（市内）

　　　　　⦿犬塚病院（市内）

　　　　　⦿うれしのふくだクリニック（嬉野市）

　　　　　⦿新武雄病院（武雄市）

　　　　　⦿樋口病院（嬉野市）

　　　　　⦿高木病院（福岡県大川市）

優先順位

　対象者かどうか審査後、定員を超える応募があっ

た場合、『年齢』『ドック助成歴』『過去の疾病歴』

などで助成対象者を決定します。

注意事項

　人間ドック・脳ドック健診費用の助成を受ける人

は、同一年度に特定健診を受けることはできません。

また、ドック健診の結果、『特定保健指導』の対象

となった人は、保健指導を受けてもらいます。

特定健診を受けましょう

　対　象　者　令和４年度中に40歳～74歳になる国保加入者

　　　　　　※現在、生活習慣病で治療中の人も特定健診の対象です。

　受診方法　県内実施医療機関での個別健診、または保健センターでの集団健診

　健診期間　５月２日（月）～令和４年 12 月 31 日（土）

　自己負担　医療機関での個別健診　　　1,000 円

　　　　　　保健センターでの集団健診 500 円

　持　参　品　『受診券』『受診票』『国保保険証』

　　　　　　※対象の人には４月下旬に受診券と受診票を送ります。

令和４年度

特定
健診

鹿島市国保の特定健診鹿島市国保の特定健診

　対　象　者　昭和 21 年４月１日

 　　　　　　～昭和 22 年３月 31 日生まれの人

　費　　用　無料（健診後に治療を行った場合は有料）

　申込方法　対象者には受診券を送付しています。

　　　　　　同封の一覧表にある歯科医院に事前の

　　　　　　電話予約が必要です。

　健診内容　歯・粘膜・顎関節の状況、

　　　　　　飲み込みテスト、頬のふくらまし検査、

　　　　　　かみ合わせや義歯の状態確認　など

　※健診後、結果の説明とアドバイスがあります。

７６歳になる人を対象に歯科健診を行います。７６歳歯科健診（歯あわせ健診）を受けましょう７６歳歯科健診（歯あわせ健診）を受けましょう

佐賀県後期高齢者医療広域連合

☎０９５２（６４）８４７６

申込・問合せ先

　鹿島市保健センター（エイブル１階）　☎０９５４（６３）３３７３詳しくは

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。

※健診は『不要不急な外出』ではありません。生活習慣病は１年間で急激に悪化するおそれのある病気です。

　自分の体のメンテナンスのために、１年に１回は特定健診を受けましょう。今年度、職場健診や人間ドッ

　ク等を受診予定の人は保健センターへご連絡ください。

特定健診・特定保健
指導を受けると・・

■鹿島市国保の特定健診受診率（年代別）

令和２年度鹿島市受診率

39.8％（県内14位）

佐賀県平均受診率

38.8％

令和４年度
健診受診率目標値

55％

市ＨＰ申込み　⇨

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

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

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

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

予防接種のお知らせ予防接種のお知らせ

　保健センター（エイブル１階）
　☎０９５４（６３）３３７３

詳しくは

対　象　者　１期：１歳～２歳未満（１歳児）
　　　　　２期：平成 28 年４月２日
　　　　　　　　～平成 29 年４月１日生まれ（年長児）
　　　　　　　　※第２期接種は小学校就学前１年間のみ

料　　金　無料（接種期間を過ぎた場合は全額自己負担）

持　参　品　母子健康手帳、予診票

❖どちらも非常に恐ろしい病気ですが、予防接

　種により十分予防することができます。お子

　さんや社会全体の感染予防のために、期間内

　に予防接種を受けましょう。

鹿島市保健センター鹿島市保健センター

麻しん・風しん混合予防接種を受けましょう麻しん・風しん混合予防接種を受けましょう

佐賀県は４人に１人が

糖尿病と言われ、全国

で一番糖尿病の人が多

い県となっています。

働き盛りの今だから！

毎年の特定健診で自分

の体を知りましょう。
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エイブルからのお知らせなど

　夏休みの計画は決まりましたか。

　キャンプ・懇親会・強化合宿など

で『自然の館ひらたに』を利用しま

せんか。プロジェクター、ＤＶＤ、

大型テレビなどを設置完備した研修

室の他に、バーベキュー・そうめん

流し・川遊び・昆虫採集・木工教室

などさまざまな楽しみ方を用意して

います。

　宿泊・日帰りどちらも対応してい

ます。また、鹿島市外のグループ、

企業、友人同士のご利用もお待ちし

ています。

❖施設等利用料・教室参加料❖
宿　　泊　中学生以下 1,570 円／人

　　　　　高校生以上 2,610 円／人

研　修　室　1,040 円／２時間

バーベキューコンロ　770 円／台

木工教室（材料費込）　550 円／人

申込・問合せ先　　　

　自然の館ひらたに（火曜日休館）

　☎０９５４（６４）２５７９

　勤労者の皆さん、会議や勉強会に

勤労者福祉センターを利用しません

か？大駐車場、全室冷暖房完備です。

所　在　地　大字高津原3354番地（高津原）

設　　備　中会議室（約 45 人）

　　　　　小会議室（約 30 人）

　　　　　和室（12 畳）

利用料金　市内勤労者は全額免除

※市外の人の料金はお問い合わせください

詳しくは　勤労者福祉センター

　　　　　☎０９５４（６３）７４７６

情報掲示板　◇　お知らせ

お知らせ

　４月６日（水）から１５日（金）

までの１０日間、『春の交通安全県

民運動』が実施されます。皆さんも

一人ひとりが交通ルールを守り、交

通事故防止に努めましょう。

全国重点

⦿子どもを始めとする歩行者の安全

　確保

⦿歩行者保護や飲酒運転根絶等の安

　全運転意識の向上

⦿自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保

佐賀県重点　

⦿携帯電話使用をはじめとした『よ

　かろうもん運転』の根絶

詳しくは　総務課防災係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１２

　中心商店街、門前商店街と浜宿酒

蔵通り一帯の活性化を目的に、空き

店舗などに新規出店される人に対し

て、改装費用の一部を補助します。

補　助　額　補助対象経費の 1/2 以内

　　　　　（限度額あり）

募集期限　４月 28 日（木）

応募・問合せ先　　　

　鹿島商工会議所

　☎０９５４（６３）３２３１

『自然の館ひらたに』を
ご利用ください春の交通安全運動

守ろう交通ルール　高めよう交通マナー ■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

　剪定した枝葉をチップ化し、ＥＭ

菌を混ぜて発酵させました。この堆

肥を使いやすい『袋詰め』やトラッ

ク『バラ積み』で販売しています。

■各種作業の注文をお受けします

　『農作業』『庭木の剪定』『家事』など、

お気軽にご相談ください。

■刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソー

などの刃物研ぎをお受けします。

と　　き　４月 21 日（木）８時 30 分～

■会員を募集しています

対　　象　60歳以上または来年３月

　　　　　までに60歳になる人

説　明　会　４月 21 日（木）９時 30 分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

※説明会はセンターでも随時行っています

問い合わせ・ご注文　　

　シルバー人材センター

　☎０９５４（６３）０９７０

　中皮腫や肺がんなどを発症し、そ

れが労働者として石綿ばく露作業に

従事していたことが原因であると認

められた場合には、各種の労災保険

給付や特別遺族給付金が支給されま

す。詳しくは労働局または最寄りの

労働基準監督署にご相談ください。

※詳しくは厚生労働省ＨＰをご覧く 

　ださい

詳しくは　佐賀県労働局

　　　　　　☎０９５２（３２）７１９３

令和４年２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・・・４月から新年度となり、運転に不慣れな初心運転者や道路

に不慣れな児童が多くなる時期です。初心者マークと黄色いランドセルカ

バーを見かけたら、思いやり運転を心がけましょう。

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

505 件（－074）
22 件（－020）
14 件（－005）

638 人（－094）
25 人（－028）
16 人（－011）

4 人（－02）
0 人（－01）
0 人（－01）

2,731 件（－413）
158 件（－001）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

97 件（＋003）

空き店舗などを活用した
新規出店を支援します

勤労者福祉センターを
利用しませんか

農作業、畑作業お受けします
鹿島市シルバー人材センター

市民図書館　☎０９５４（６３）４３４３詳しくは

　４月～６月は、鹿島出身の田澤義鋪に関す

る展示を行います。田澤は『青年団の父』と

して知られていますが、今回は政治教育者と

しての田澤について紹介します。

【前期展示】４月１日（金）～５月15日（日）

【後期展示】５月17日（火）～６月30日（木）

床の間
コーナー

市民図書館　☎０９５４（６３）４３４３詳しくは

□子ども図書館サポーター募集

　図書館のイベントや仕事のお手伝いをしてくれるサポーターを

募集します！

　対　　象　市内の小学４年生

　定　　員　５人程度　募集期間：４月７日（木）～ 21 日（木）

　活動期間　５月～令和５年３月　※７～８回の活動

　応募方法　応募用紙または電話　※応募多数の場合は抽選　

□こどもの読書週間イベント

　４月 23 日～５月 12 日は『こどもの読書週間』です。親子で本に

親しめるイベントを予定しています！

　・『マンガふるさとの偉人 田澤義鋪』パネル展

　・しおり作り体験　　　※詳しくは広報かしま５月号および

　・ぬり絵で楽しもう絵本の世界　　ホームページなどでお知らせします。

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

に行ってみよう
⦿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
https://kashima-able.com/

詳しくは

❖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。

　エイブル祭りは今回で20回。新型コロナ対策を行って、５月８日（日）～

22日（日）の15日間にわたって開催。展示もニ期に分けて行います。

　

と　　き　５月８日（日）～ 22 日（日）

と　こ　ろ　エイブル全館　※9・16 日（月）は休館

内　　容　楽器演奏、合唱、ダンスなどの舞台発表。生け花、書道、絵画、

　　　　　写真、水墨画、絵手紙、陶芸、模型などの作品展示

主　　催　（一財）鹿島市民立生涯学習・文化振興財団

５月　８日（日） オープニングセレモニー

　　　　　　　『マンガふるさとの偉人 田澤義鋪』出版記念講演会

　　　　　　　～鹿島が生んだ現代日本の設計者、田澤義鋪を語ろう～

５月　８日（日）～ 15 日（日） 前期作品展示

５月 17 日（火）～ 22 日（日） 後期作品展示

５月　８日（日）～ 22 日（日） ペットの写真展

５月 14 日（土）・15 日（日）・21 日（土）・22 日（日） ホール舞台発表

※今年はエイブルマルシェ、エイブルカレー、かき氷などは行いません。

第１回
えいぶる事業 第 20 回『エイブル祭り』

つなごう 文化の明かり
～学び輝くエイブル祭り～

テーマ

　（一財）田澤記念館と（一財）鹿島市民立生涯学習・文化振興財団は令和３年12月18日(土)、合併契約に調印しました。

４月１日（金）より、新たに『田澤義鋪記念館』と名称を変更して開館することになりました。施設見学、貸館業務も再

開します。また市内企業の新入社員向け研修『ユースカレッジ』、

小学校などへ出向く『出前授業』なども継続して行います。

　田澤義鋪記念館の主な事業内容は次のとおり

１．田澤精神の啓発・継承事業

２．田澤義鋪記念館の施設管理と貸館業務

３．青年団をはじめとする市民団体の活動拠点づくり

　詳細はホームページなどでお知らせします。

田  澤  義  鋪  展
～ふたたび歩み出す郷土の偉人～

ギャラリートーク開催
と　き　４月10日（日）

　　　　10時～12時

ところ　エイブル研修室

講　師　高橋 研一

　　　（鹿島市民図書館学芸部）

定　員　30人

※事前に申込みが必要です。

田澤義鋪記念館は4月1日から開館します

田澤 義鋪
（日本青年館提供）

石綿による疾病の
補償・救済について
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エイブルからのお知らせなど

　夏休みの計画は決まりましたか。

　キャンプ・懇親会・強化合宿など

で『自然の館ひらたに』を利用しま

せんか。プロジェクター、ＤＶＤ、

大型テレビなどを設置完備した研修

室の他に、バーベキュー・そうめん

流し・川遊び・昆虫採集・木工教室

などさまざまな楽しみ方を用意して

います。

　宿泊・日帰りどちらも対応してい

ます。また、鹿島市外のグループ、

企業、友人同士のご利用もお待ちし

ています。

❖施設等利用料・教室参加料❖
宿　　泊　中学生以下 1,570 円／人

　　　　　高校生以上 2,610 円／人

研　修　室　1,040 円／２時間

バーベキューコンロ　770 円／台

木工教室（材料費込）　550 円／人

申込・問合せ先　　　

　自然の館ひらたに（火曜日休館）

　☎０９５４（６４）２５７９

　勤労者の皆さん、会議や勉強会に

勤労者福祉センターを利用しません

か？大駐車場、全室冷暖房完備です。

所　在　地　大字高津原3354番地（高津原）

設　　備　中会議室（約 45 人）

　　　　　小会議室（約 30 人）

　　　　　和室（12 畳）

利用料金　市内勤労者は全額免除

※市外の人の料金はお問い合わせください

詳しくは　勤労者福祉センター

　　　　　☎０９５４（６３）７４７６

情報掲示板　◇　お知らせ

お知らせ

　４月６日（水）から１５日（金）

までの１０日間、『春の交通安全県

民運動』が実施されます。皆さんも

一人ひとりが交通ルールを守り、交

通事故防止に努めましょう。

全国重点

⦿子どもを始めとする歩行者の安全

　確保

⦿歩行者保護や飲酒運転根絶等の安

　全運転意識の向上

⦿自転車の交通ルール遵守の徹底と安全確保

佐賀県重点　

⦿携帯電話使用をはじめとした『よ

　かろうもん運転』の根絶

詳しくは　総務課防災係

　　　　　☎０９５４（６３）２１１２

　中心商店街、門前商店街と浜宿酒

蔵通り一帯の活性化を目的に、空き

店舗などに新規出店される人に対し

て、改装費用の一部を補助します。

補　助　額　補助対象経費の 1/2 以内

　　　　　（限度額あり）

募集期限　４月 28 日（木）

応募・問合せ先　　　

　鹿島商工会議所

　☎０９５４（６３）３２３１

『自然の館ひらたに』を
ご利用ください春の交通安全運動

守ろう交通ルール　高めよう交通マナー ■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

　剪定した枝葉をチップ化し、ＥＭ

菌を混ぜて発酵させました。この堆

肥を使いやすい『袋詰め』やトラッ

ク『バラ積み』で販売しています。

■各種作業の注文をお受けします

　『農作業』『庭木の剪定』『家事』など、

お気軽にご相談ください。

■刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソー

などの刃物研ぎをお受けします。

と　　き　４月 21 日（木）８時 30 分～

■会員を募集しています

対　　象　60歳以上または来年３月

　　　　　までに60歳になる人

説　明　会　４月 21 日（木）９時 30 分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

※説明会はセンターでも随時行っています

問い合わせ・ご注文　　

　シルバー人材センター

　☎０９５４（６３）０９７０

　中皮腫や肺がんなどを発症し、そ

れが労働者として石綿ばく露作業に

従事していたことが原因であると認

められた場合には、各種の労災保険

給付や特別遺族給付金が支給されま

す。詳しくは労働局または最寄りの

労働基準監督署にご相談ください。

※詳しくは厚生労働省ＨＰをご覧く 

　ださい

詳しくは　佐賀県労働局

　　　　　　☎０９５２（３２）７１９３

令和４年２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・・・４月から新年度となり、運転に不慣れな初心運転者や道路

に不慣れな児童が多くなる時期です。初心者マークと黄色いランドセルカ

バーを見かけたら、思いやり運転を心がけましょう。

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

505 件（－074）
22 件（－020）
14 件（－005）

638 人（－094）
25 人（－028）
16 人（－011）

4 人（－02）
0 人（－01）
0 人（－01）

2,731 件（－413）
158 件（－001）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

97 件（＋003）

空き店舗などを活用した
新規出店を支援します

勤労者福祉センターを
利用しませんか

農作業、畑作業お受けします
鹿島市シルバー人材センター

市民図書館　☎０９５４（６３）４３４３詳しくは

　４月～６月は、鹿島出身の田澤義鋪に関す

る展示を行います。田澤は『青年団の父』と

して知られていますが、今回は政治教育者と

しての田澤について紹介します。

【前期展示】４月１日（金）～５月15日（日）

【後期展示】５月17日（火）～６月30日（木）

床の間
コーナー

市民図書館　☎０９５４（６３）４３４３詳しくは

□子ども図書館サポーター募集

　図書館のイベントや仕事のお手伝いをしてくれるサポーターを

募集します！

　対　　象　市内の小学４年生

　定　　員　５人程度　募集期間：４月７日（木）～ 21 日（木）

　活動期間　５月～令和５年３月　※７～８回の活動

　応募方法　応募用紙または電話　※応募多数の場合は抽選　

□こどもの読書週間イベント

　４月 23 日～５月 12 日は『こどもの読書週間』です。親子で本に

親しめるイベントを予定しています！

　・『マンガふるさとの偉人 田澤義鋪』パネル展

　・しおり作り体験　　　※詳しくは広報かしま５月号および

　・ぬり絵で楽しもう絵本の世界　　ホームページなどでお知らせします。

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

に行ってみよう
⦿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
https://kashima-able.com/

詳しくは

❖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。

　エイブル祭りは今回で20回。新型コロナ対策を行って、５月８日（日）～

22日（日）の15日間にわたって開催。展示もニ期に分けて行います。

　

と　　き　５月８日（日）～ 22 日（日）

と　こ　ろ　エイブル全館　※9・16 日（月）は休館

内　　容　楽器演奏、合唱、ダンスなどの舞台発表。生け花、書道、絵画、

　　　　　写真、水墨画、絵手紙、陶芸、模型などの作品展示

主　　催　（一財）鹿島市民立生涯学習・文化振興財団

５月　８日（日） オープニングセレモニー

　　　　　　　『マンガふるさとの偉人 田澤義鋪』出版記念講演会

　　　　　　　～鹿島が生んだ現代日本の設計者、田澤義鋪を語ろう～

５月　８日（日）～ 15 日（日） 前期作品展示

５月 17 日（火）～ 22 日（日） 後期作品展示

５月　８日（日）～ 22 日（日） ペットの写真展

５月 14 日（土）・15 日（日）・21 日（土）・22 日（日） ホール舞台発表

※今年はエイブルマルシェ、エイブルカレー、かき氷などは行いません。

第１回
えいぶる事業 第 20 回『エイブル祭り』

つなごう 文化の明かり
～学び輝くエイブル祭り～

テーマ

　（一財）田澤記念館と（一財）鹿島市民立生涯学習・文化振興財団は令和３年12月18日(土)、合併契約に調印しました。

４月１日（金）より、新たに『田澤義鋪記念館』と名称を変更して開館することになりました。施設見学、貸館業務も再

開します。また市内企業の新入社員向け研修『ユースカレッジ』、

小学校などへ出向く『出前授業』なども継続して行います。

　田澤義鋪記念館の主な事業内容は次のとおり

１．田澤精神の啓発・継承事業

２．田澤義鋪記念館の施設管理と貸館業務

３．青年団をはじめとする市民団体の活動拠点づくり

　詳細はホームページなどでお知らせします。

田  澤  義  鋪  展
～ふたたび歩み出す郷土の偉人～

ギャラリートーク開催
と　き　４月10日（日）

　　　　10時～12時

ところ　エイブル研修室

講　師　高橋 研一

　　　（鹿島市民図書館学芸部）

定　員　30人

※事前に申込みが必要です。

田澤義鋪記念館は4月1日から開館します

田澤 義鋪
（日本青年館提供）

石綿による疾病の
補償・救済について
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情報掲示板　◇　お知らせ・採用・試験・講習会・教室 情報掲示板　◇　講習会・教室・募集・相談・イベント

　

　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　４月 13 日（水）

　　　　　14 時 15 分～ 15 時 45 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

演　　題　『酒と桜の物語』

講　　師　　口　久俊さん（鹿島市長）

資　料　代　300 円

詳しくは　鹿島史談会　野田

　　　　　☎０９５４（６２）２０９７

募　集

　施設見学や模擬体験もできます。

■ポリテクセンター佐賀［募集］

対　象　者　求職者

訓練期間　６月１日（水）～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　４月 28 日（木）

詳しくは　ポリテクセンター佐賀

　　　　　☎０９５２（２６）９５１６

■ポリテクセンター佐世保［募集］

対　象　者　求職者

訓練期間　６月３日（金）～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　４月 25 日（月）

詳しくは　ポリテクセンター佐世保

　　　　　☎０９５６（５８）３１１８

内　　容　市内小中学校で教職員を

　　　　　サポートする業務

任用期間　任用した日～令和５年３月 31 日

募集人数　３人（応募された人から随

　　　　　時面接、採否決定します）

※その他詳しくはホームページ掲載

　の募集要項をご確認ください

詳しくは　教育総務課管理係

　　　　　☎０９５４（６３）２１０３

相　談

と　　き　４月 17 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

申込・問合せ先（要申込、電話での相談可）

　佐賀県労働者福祉協議会

　ライフサポートセンターさが

　☎０１２０（９３１）５３６

◆無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　21 日（木）受付 13 時～ 14 時

　（先着６人［１人 20 分以内］）13 時 30 分開始

　※行政相談と同時開催

　28 日（木）受付９時 30 分～ 10 時 30 分

　（先着６人［１人 20 分以内］）10 時開始

　総務課 ☎（６３）２１１１

◆行政相談（市民優先）　市役所５階

　21 日（木）受付 13 時～ 14 時 30 分　13 時開始

　総務課 ☎（６３）２１１１

◆厚生年金・国民年金相談（要予約）

　5・19 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 16 時

５日（新世紀センター２階会議室１）

19 日（市役所５階第６会議室）

　武雄年金事務所☎０９５４（２３）０１２１

◆人権相談　かたらい３階健康相談室

　７日（木）９時～ 12 時

◆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）

　20 日（水）９時 30 分～ 12 時

新世紀センター２階会議室２

　（要予約）福祉課 ☎（６３）２１１９

◆発達障害児（者）専門相談

　26 日（火）10 時～ 16 時　要予約

市役所５階第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）

　26 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）

　９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）

　15 日（金）13 時～ 16 時　かたらい３階会議室

　社会福祉協議会 ☎（６２）２４４７

◆生活お困りごと相談（要予約）

　月曜日～金曜日９時～ 17 時　かたらい３階

　生活自立支援センター（社会福祉協議会内）

　　　　　　　　 ☎（６２）２４４７

◆旭ヶ岡公園桜まつり

　～３日（日）旭ヶ岡公園

◆消防団入退団式

　３日（日）９時 30 分～エイブルホール

◆消防団新入団員・班長以上訓練

　10 日（日）８時～祐徳グラウンド　ほか

◆令和４年度始業式（市内小中学校）

　６日（水）

◆令和４年度入学式（市内小中学校）

　11 日（月）

イベント

　県内や全国的にも名高い産地、福

岡県田主丸町、久留米市などから植

木・盆栽・園芸資材が集まります。

　ぜひ、お越しください。

と　　き　４月 16 日（土）

　　　　　　～５月５日（祝）

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社大駐車場

※状況により中止、延期となる場合があります

詳しくは　鹿島市観光案内所

　　　　　☎０９５４（６０）５１４５

春の祐徳植木市

その他の相談

定員募集訓練科

ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科

溶 接 技 術 科

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科

１５

１５

１５

定員募集訓練科

ＣＡＤ・生 産 サ ポ ー ト 科

電 気 設 備 技 術 科

住 環 境 コ ー デ ィ ネ イ ト 科

３

３

３

テクニカルメタルワーク科 ３

令和４年６月期
職業訓練受講生募集

鹿島史談会　歴史講座

弁護士による
無料法律相談会

その他のイベント

　

　補助を希望される人は、着工前に

申請してください。

申請期限　令和５年３月 31 日（金）

補助金額　設置する太陽電池の最大出力（kW）

　　　　　に２万円を乗じた額（上限６万円）

対象工事の要件　

①市内の既存または新築の住宅

②屋根などへの設置に適したもので、低圧

　配電線と逆潮流有りで連結している

③太陽電池の最大出力が10kW未満

④補助対象経費が１kW当り65万円以下

⑤設置工事は県内業者が行うこと

申請に必要な書類　

①住民票（世帯全員記載）の写し

②市税滞納のない証明

③工事見積書（図面などを含む）の写し

④施工前の写真

⑤その他市長が必要と認める書類（該当者のみ）

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

　毎年１２月に開催している『６５

歳盛年の集い』について、令和３年

度対象者は延期開催を検討していま

したが、新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため、中止いたします。

令和３年度盛年の集い（中止）対象者

　昭和 31 年４月２日～

　　　昭和 32 年４月１日生まれ

詳しくは　生涯学習課社会教育・文化係

　　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

　当日の受け付けもできますので、お気

軽に参加してください。初心者大歓迎です。

と　　き　５月 15 日（日）９時～ 16 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

　　　　　４階多目的室

講　　師　松尾　洋一さん（伊万里市）

内　　容　漢字・楷行草の作品づくり

持　参　物　書道用具一式、半紙、条幅

　　　　　※資料、手本は準備します

受　講　料　会員1,500円、会員外2,000円

　　　　　（昼食代含む）

※昼休みに総会を行います（会員のみ）

詳しくは　鹿島書の会庶務係　松尾

　　　　　☎０９０（２０９６）８１４８

採用・試験

　詳細は下記に連絡し、願書をお取

り寄せください。

□一般幹部候補生（陸・海・空）

　受験資格　大卒・大卒相当者　26 歳未満

　　　　　　大学院卒　28 歳未満

　受　　付　４月 14 日（木）まで

　一次試験　４月 23 日（土）

□一般曹候補生（陸・海・空）

　受験資格　18 歳以上 33 歳未満

　受　　付　５月 10 日（火）まで

　一次試験　５月 21 日（土）

□自衛官候補生

　受験資格　18 歳以上 33 歳未満

　受　　付　５月 16 日（月）まで

　一次試験　５月 21 日（土）

詳しくは　自衛隊武雄地域事務所

　　　　　☎０９５４（２３）８３０４

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『早期認知症・MCI』

創作活動『デコレーション

　　　　　　　ティッシュケース』

と　　き　４月 20 日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

定　　員　16 人（先着）

参　加　費　無料

申込期限　４月 18 日（月）

※状況により中止、延期となる場合があります

申込・問合せ先　

　地域包括支援センター

　☎０９５４（６３）２１６０

　『私たちの健康は私たちの手で』

　講義や調理実習を通して『食』『健

康』についての知識を学んでみませ

んか。

と　　き　９時45分～15時予定（全８回）

　５月 27 日（金）、６月 22 日（水）、

　７月 27 日（水）、９月 28 日（水）、

　10 月 26 日（水）、11 月 30 日（水）、

　12月21日（水）、令和５年１月25日（水）

と　こ　ろ　エイブル２階

　　　　　調理実習室・音楽スタジオ

対　　象　食に関心のある人

　　　　　※過去に受講した人を除く

定　　員　12 人（先着）

内　　容　講話、調理実習、

　　　　　ウォーキング、見学　など

受　講　料　2,000円（食材、テキスト代）

※状況により中止、延期となる場合があります

申込・問合せ先　

　保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

　骨、関節、筋肉などの運動器の動

きが低下することをロコモティブシ

ンドローム（運動器症候群）、略し

て『ロコモ』と言います。放ってお

くと日常生活に支障をきたしてしま

うこともあります。予防のために一

緒に運動しませんか？

と　　き　４月１日～６月 24 日　

　毎週金曜日　10 時～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　市民体育館

対　　象　おおむね40歳以上

参　加　費　無料

内　　容　ストレッチ、リズムダンスなど

持　参　品　マスク、タオル、飲み物、

　　　　　体育館シューズなど

※状況により中止、延期となる場合があります

申込・問合せ先　

　地域包括支援センター

　☎０９５４（６３）２１６０

太陽光発電設置補助金
のお知らせ

令和４年度
自衛官採用試験

かしまオレンジカフェ
～認知症カフェ・介護者のつどい～

ロコモ予防運動教室

ヘルスメイト養成講座
受講生募集

令和３年度 盛年の集い
中止のお知らせ

スクール ・ サポート ・ スタッフ
を募集します

鹿島書の会 『春の錬成会』
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　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　４月 13 日（水）

　　　　　14 時 15 分～ 15 時 45 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

演　　題　『酒と桜の物語』

講　　師　　口　久俊さん（鹿島市長）

資　料　代　300 円

詳しくは　鹿島史談会　野田

　　　　　☎０９５４（６２）２０９７

募　集

　施設見学や模擬体験もできます。

■ポリテクセンター佐賀［募集］

対　象　者　求職者

訓練期間　６月１日（水）～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　４月 28 日（木）

詳しくは　ポリテクセンター佐賀

　　　　　☎０９５２（２６）９５１６

■ポリテクセンター佐世保［募集］

対　象　者　求職者

訓練期間　６月３日（金）～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　４月 25 日（月）

詳しくは　ポリテクセンター佐世保

　　　　　☎０９５６（５８）３１１８

内　　容　市内小中学校で教職員を

　　　　　サポートする業務

任用期間　任用した日～令和５年３月 31 日

募集人数　３人（応募された人から随

　　　　　時面接、採否決定します）

※その他詳しくはホームページ掲載

　の募集要項をご確認ください

詳しくは　教育総務課管理係

　　　　　☎０９５４（６３）２１０３

相　談

と　　き　４月 17 日（日）13 時～ 16 時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

申込・問合せ先（要申込、電話での相談可）

　佐賀県労働者福祉協議会

　ライフサポートセンターさが

　☎０１２０（９３１）５３６

◆無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　21 日（木）受付 13 時～ 14 時

　（先着６人［１人 20 分以内］）13 時 30 分開始

　※行政相談と同時開催

　28 日（木）受付９時 30 分～ 10 時 30 分

　（先着６人［１人 20 分以内］）10 時開始

　総務課 ☎（６３）２１１１

◆行政相談（市民優先）　市役所５階

　21 日（木）受付 13 時～ 14 時 30 分　13 時開始

　総務課 ☎（６３）２１１１

◆厚生年金・国民年金相談（要予約）

　5・19 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 16 時

５日（新世紀センター２階会議室１）

19 日（市役所５階第６会議室）

　武雄年金事務所☎０９５４（２３）０１２１

◆人権相談　かたらい３階健康相談室

　７日（木）９時～ 12 時

◆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）

　20 日（水）９時 30 分～ 12 時

新世紀センター２階会議室２

　（要予約）福祉課 ☎（６３）２１１９

◆発達障害児（者）専門相談

　26 日（火）10 時～ 16 時　要予約

市役所５階第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）

　26 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）

　９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）

　15 日（金）13 時～ 16 時　かたらい３階会議室

　社会福祉協議会 ☎（６２）２４４７

◆生活お困りごと相談（要予約）

　月曜日～金曜日９時～ 17 時　かたらい３階

　生活自立支援センター（社会福祉協議会内）

　　　　　　　　 ☎（６２）２４４７

◆旭ヶ岡公園桜まつり

　～３日（日）旭ヶ岡公園

◆消防団入退団式

　３日（日）９時 30 分～エイブルホール

◆消防団新入団員・班長以上訓練

　10 日（日）８時～祐徳グラウンド　ほか

◆令和４年度始業式（市内小中学校）

　６日（水）

◆令和４年度入学式（市内小中学校）

　11 日（月）

イベント

　県内や全国的にも名高い産地、福

岡県田主丸町、久留米市などから植

木・盆栽・園芸資材が集まります。

　ぜひ、お越しください。

と　　き　４月 16 日（土）

　　　　　　～５月５日（祝）

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社大駐車場

※状況により中止、延期となる場合があります

詳しくは　鹿島市観光案内所

　　　　　☎０９５４（６０）５１４５

春の祐徳植木市

その他の相談

定員募集訓練科

ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科

溶 接 技 術 科

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科

１５

１５

１５

定員募集訓練科

ＣＡＤ・生 産 サ ポ ー ト 科

電 気 設 備 技 術 科

住 環 境 コ ー デ ィ ネ イ ト 科

３

３

３

テクニカルメタルワーク科 ３

令和４年６月期
職業訓練受講生募集

鹿島史談会　歴史講座

弁護士による
無料法律相談会

その他のイベント

　

　補助を希望される人は、着工前に

申請してください。

申請期限　令和５年３月 31 日（金）

補助金額　設置する太陽電池の最大出力（kW）

　　　　　に２万円を乗じた額（上限６万円）

対象工事の要件　

①市内の既存または新築の住宅

②屋根などへの設置に適したもので、低圧

　配電線と逆潮流有りで連結している

③太陽電池の最大出力が10kW未満

④補助対象経費が１kW当り65万円以下

⑤設置工事は県内業者が行うこと

申請に必要な書類　

①住民票（世帯全員記載）の写し

②市税滞納のない証明

③工事見積書（図面などを含む）の写し

④施工前の写真

⑤その他市長が必要と認める書類（該当者のみ）

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

　毎年１２月に開催している『６５

歳盛年の集い』について、令和３年

度対象者は延期開催を検討していま

したが、新型コロナウイルス感染症

拡大防止のため、中止いたします。

令和３年度盛年の集い（中止）対象者

　昭和 31 年４月２日～

　　　昭和 32 年４月１日生まれ

詳しくは　生涯学習課社会教育・文化係

　　　　　　☎０９５４（６３）２１２５

　当日の受け付けもできますので、お気

軽に参加してください。初心者大歓迎です。

と　　き　５月 15 日（日）９時～ 16 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

　　　　　４階多目的室

講　　師　松尾　洋一さん（伊万里市）

内　　容　漢字・楷行草の作品づくり

持　参　物　書道用具一式、半紙、条幅

　　　　　※資料、手本は準備します

受　講　料　会員1,500円、会員外2,000円

　　　　　（昼食代含む）

※昼休みに総会を行います（会員のみ）

詳しくは　鹿島書の会庶務係　松尾

　　　　　☎０９０（２０９６）８１４８

採用・試験

　詳細は下記に連絡し、願書をお取

り寄せください。

□一般幹部候補生（陸・海・空）

　受験資格　大卒・大卒相当者　26 歳未満

　　　　　　大学院卒　28 歳未満

　受　　付　４月 14 日（木）まで

　一次試験　４月 23 日（土）

□一般曹候補生（陸・海・空）

　受験資格　18 歳以上 33 歳未満

　受　　付　５月 10 日（火）まで

　一次試験　５月 21 日（土）

□自衛官候補生

　受験資格　18 歳以上 33 歳未満

　受　　付　５月 16 日（月）まで

　一次試験　５月 21 日（土）

詳しくは　自衛隊武雄地域事務所

　　　　　☎０９５４（２３）８３０４

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『早期認知症・MCI』

創作活動『デコレーション

　　　　　　　ティッシュケース』

と　　き　４月 20 日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

定　　員　16 人（先着）

参　加　費　無料

申込期限　４月 18 日（月）

※状況により中止、延期となる場合があります

申込・問合せ先　

　地域包括支援センター

　☎０９５４（６３）２１６０

　『私たちの健康は私たちの手で』

　講義や調理実習を通して『食』『健

康』についての知識を学んでみませ

んか。

と　　き　９時45分～15時予定（全８回）

　５月 27 日（金）、６月 22 日（水）、

　７月 27 日（水）、９月 28 日（水）、

　10 月 26 日（水）、11 月 30 日（水）、

　12月21日（水）、令和５年１月25日（水）

と　こ　ろ　エイブル２階

　　　　　調理実習室・音楽スタジオ

対　　象　食に関心のある人

　　　　　※過去に受講した人を除く

定　　員　12 人（先着）

内　　容　講話、調理実習、

　　　　　ウォーキング、見学　など

受　講　料　2,000円（食材、テキスト代）

※状況により中止、延期となる場合があります

申込・問合せ先　

　保健センター（エイブル１階）

　☎０９５４（６３）３３７３

　骨、関節、筋肉などの運動器の動

きが低下することをロコモティブシ

ンドローム（運動器症候群）、略し

て『ロコモ』と言います。放ってお

くと日常生活に支障をきたしてしま

うこともあります。予防のために一

緒に運動しませんか？

と　　き　４月１日～６月 24 日　

　毎週金曜日　10 時～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　市民体育館

対　　象　おおむね40歳以上

参　加　費　無料

内　　容　ストレッチ、リズムダンスなど

持　参　品　マスク、タオル、飲み物、

　　　　　体育館シューズなど

※状況により中止、延期となる場合があります

申込・問合せ先　

　地域包括支援センター

　☎０９５４（６３）２１６０

太陽光発電設置補助金
のお知らせ

令和４年度
自衛官採用試験

かしまオレンジカフェ
～認知症カフェ・介護者のつどい～

ロコモ予防運動教室

ヘルスメイト養成講座
受講生募集

令和３年度 盛年の集い
中止のお知らせ

スクール ・ サポート ・ スタッフ
を募集します

鹿島書の会 『春の錬成会』
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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

ホームページ ライン ツイッター インスタグラム フェイスブック

　　　　　　　　建設環境部ラムサール条約推進室

　　　　　　　　☎０９５４（６３）３４１６　℻０９５４（６２）３７１７　ramsar@city.saga-kashima.lg.jp

応募・問合せ先 肥前鹿島干潟ＳＤＧｓ推進パートナ―募集

《取組事例》

　EPA（経済連携協定）により、東南アジアの看護師・介護福祉士候補生受

入れや留学生支援を積極的に行い看護・介護技術の普及を支援しています。

社会医療法人 祐愛会

《取組事例》

　規格外の作物（トマト等）を加工品として利用すること

で、食品ロスの削減に貢献しています。

たにぐちファーム

《取組事例》

　店舗では発展途上国の原料や製品を適正な価格で購入して

いる『フェアトレードコーヒー』を提供しています。

　ラムサール条約推進室では、有明海の環境保全を通じてＳＤＧｓの推進に取り組む企業、団体等の『肥前鹿島

干潟ＳＤＧｓ推進パートナー』を募集しています。また、取組内容は市ホームページでも紹介しています。

肥前鹿島干潟ＳＤＧｓ推進パートナー紹介
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No.1140

Cafe&Bar GLAD

新市民会館の新築工事

　市役所1階市民ホール内の佐賀銀行派出所の横に新市民

会館のホール座席の試作品を設置しています。

　４月１３日（水）まで設置していますので、開館前に

ぜひ一度試しに座ってみてください。

　総務課（中川エリア整備推進室）

　☎０９５４（６３）２１１１

詳しくは

　現在、新市民会館建設の記念事

業として、使用目的を備品整備と

した寄附金の募集を行っています。

　詳しくは右記二次元コードから

確認できます。


