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成 人 の 誓 い成 人 の 誓 い

令和５年　鹿島市令和５年　鹿島市

～二十歳の門出を祝う～～二十歳の門出を祝う～

有森　慎太朗さん（東部中出身）有森　慎太朗さん（東部中出身）

　二十歳を迎えて、人生の節目を迎え

たと感じています。今後、さまざまな

ことに挑戦していきたいと思います。

　両親には２０年間育てていただいて

大変感謝しています。

　今まで育ててくれてありがとう。

永吉　向日葵さん（東部中出身）永吉　向日葵さん（東部中出身）

　２０年間あっという間でした。家族

や周りの人たちのおかげて、ここまで

来ることができました。

　これからは、恩返しができるように

頑張りたいと思います。

　将来は、一人でも多くの子どもたち

に学校が楽しいと思ってもらえるよう

な小学校の教員になりたいです。

二十歳の集い二十歳の集い

※撮影時は一時的にマスクを外して撮影しています。
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　１月８日、令和４年度に二十歳を迎える２４８人が参加して『令和５年　鹿島市二十歳の集い』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参加者が、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。

　今年度も、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。

古賀　結士さん（西部中出身）古賀　結士さん（西部中出身）

　幼いころにイメージしていた二十歳

になっている感じではない気がします。

　時代の移り変わりが早い中で、これ

からは、今の自分に満足せずに、アッ

プデート（成長・変化）を続けていき

たいです。

　これまで育てていただいた両親に一

番感謝しています。ありがとう。

安達　一樹さん（西部中出身）安達　一樹さん（西部中出身）

　二十歳の節目を迎えて素直に嬉しいです。

『二十歳の集い』は、旧友に会えて初心に

戻れるし、元気をもらえるので、このよう

な機会を与えてもらいありがたいです。

　これからは、自分の心に素直に従い、心

動かされることを頑張ろうと思います。

　これまで頑張ってこられたのは両親が支

えてくれていたおかげなので、これから恩

返しをしていきたいです。

二十歳の集い二十歳の集い

安冨　依吹さん　　辻　和華子さん
（司会）西部中

安冨　依吹さん　　辻　和華子さん
（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。

髙田　秀磨さん　　鶴　史佳子さん
（司会）東部中

髙田　秀磨さん　　鶴　史佳子さん
（司会）東部中

有森　慎太朗さん
（市民憲章宣言）

東部中

有森　慎太朗さん
（市民憲章宣言）

東部中

永吉　向日葵さん
（決意の言葉）

東部中

永吉　向日葵さん
（決意の言葉）

東部中

古賀　結士さん
（市民憲章宣言）

西部中

古賀　結士さん
（市民憲章宣言）

西部中

安達　一樹さん
（決意の言葉）

西部中

安達　一樹さん
（決意の言葉）

西部中

徳永　華帆さん　　野中　聖生さん
（記念品贈呈）東部中

徳永　華帆さん　　野中　聖生さん
（記念品贈呈）東部中

鐘ヶ江　賢人さん　　中島　瑞希さん
（記念品贈呈）西部中

鐘ヶ江　賢人さん　　中島　瑞希さん
（記念品贈呈）西部中
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　２月１６日（木）から３月１５日（水）まで、令和４年分所得税の確定申告および令和５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

□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会場の混雑緩和のため、１日あたりの受付人数を制限します。

②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。

③電話予約の人は、当日会場で案内係にご予約のお名前をお伝えください。整理券をお渡しします。

④予約状況に余裕がある場合は、当日８時３０分に整理券を会場前に設置します。

⑤予約状況は市ホームページに掲載します。

日程・予約方法 申告相談は事前予約制です。

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～ 11 時 30 分

３月  １日～ 15 日

２月 19 日（日曜受付）

○（可）

○（可）

○（可）

電話予約

×（不可）

○（可）　

×（不可）

窓口予約

予約方法

事前予約について

《窓口での整理券配布》（全日程分） 《電話予約》（３月１日～15日相談分）

期　間　　２月２日（木）～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（木）～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（３１８７）５８５７　※通話料がかかります
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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。

□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

【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 19 日（日）　•２月 26 日（日）

　令和４年分の確定申告会場は、２月１６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 16 日（木）～３月 15 日（水）　※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



□公認とは

　日本陸上競技連盟（以下『日本陸

連』から認定を受けたコースや記録

のことで、鹿島祐徳ロードレースは

５ｋｍとハーフマラソンのコースお

よび記録が公認を受けています。

　ここで出た記録などは日本陸連に

残されることになります。ただし、

記録として残すためには、日本陸連

に個人登録をした人に限られます。

と　　き　２月２６日（日）

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参道

　　　　　（スタート・ゴール）

スタート時間

　ハーフマラソン　　　11 時 00 分

　　【２１．０９７５ｋｍ（公認）】

　５ｋｍ（公認）　　　　11 時 15 分

と　　き　２月２６日（日）

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参道

　　　　　（スタート・ゴール）

スタート時間

　ハーフマラソン　　　11 時 00 分

　　【２１．０９７５ｋｍ（公認）】

　５ｋｍ（公認）　　　　11 時 15 分

　２月２６日（日）、祐徳稲荷神社参道（古枝林業体育館前）をスタート・ゴールとする公認鹿島祐徳ロードレース

大会が開催されます。沿道の声援は選手にとって何よりの力になります。温かいご声援をお願いします。

　なお、レース中は交通規制が行われます。今年は、ハーフマラソンと５Ｋロードの２種類を開催しますので、ご

理解とご協力をよろしくお願いします。

　鹿島市体育協会

　☎０９５４（６２）３３７９

詳しくは

公認鹿島祐徳ロードレース大会公認鹿島祐徳ロードレース大会

祐徳ロードレース大会　コース図
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新型コロナウイルス感染症対策

❖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（☎０９５４（６９）１１０２）に電話で相談してください。

　（２４時間対応）

　　　　　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

国から示されているワクチン接種期間は令和５年３月３１日までです。（１月１８日現在）

接種が済んでいない人は早めの検討をお願いします。

オミクロン株対応ワクチン オミクロン株対応ワクチン 

　生後６か月～４歳の乳幼児初回接種は３回の接種が必要です。初回接種完了までに１１週間を要するため、

これから接種を開始される人は初回接種完了となりませんが、３月３１日までは接種が可能です。ぜひご検討

ください。

　接種期間延長等については、国から新たな方針が示され次第お知らせします。

乳幼児（生後６か月～４歳）の接種について乳幼児（生後６か月～４歳）の接種について

　ワクチンには新型コロナウイルス感染症の重症化や発症を予防する効果がありますが、その効果は時間の経

過とともに徐々に低下していきます。

　オミクロン株対応ワクチンの対象者は１２歳以上で１・２回目接種が完了した人です。

※オミクロン株対応ワクチンの接種は１人１回です。（１月１８日現在）

　３回目・４回目でオミクロン株対応ワクチンを接種した人は、次の接種券の送付はありませんのでご注意　

　ください。

　３回目・４回目接種をオミクロン株対応ワクチンで受けているかの確認は接種券に貼付されているワクチン

シールで確認できます。

【確認方法】

　接種券『予防接種済証』の箇所に貼付されているワクチンシールに『２価：起源株／オミクロン株』の表示

がある場合は、オミクロン株対応ワクチンです。

※紛失等で確認がとれない場合は保健センターへお問い合わせください

ファイザーワクチンシール見本 モデルナワクチンシール見本
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情報掲示板ワイド

　総務部ＤＸ推進室

　☎０９５４（６３）２１１４

詳しくは

　市では、『デジタル技術やデータを活用した行政サービスの利便性の向上』および『デジタル技術やAI等の活用

により業務効率化を図り、人的資源を行政サービス向上につなげること』を目的としたデジタル・トランスフォー

メーション（ＤＸ）を推進しています。

　より住民の皆さまの視点に立った施策を検討するために「こんな時に困った」「こんな風に便利になるといい

な」と思うことについて、ご意見をお寄せください。

　例：住所や氏名などを何回も書かないでいいようになるといい、お悔やみ関係の手続きが多いし分かりにくくて困った、など 

　※ デジタル・トランスフォーメーション（ＤＸ）…ＩＣＴの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変化させること

□意見を送る方法

　１．意見募集フォームへの入力

　　（右記二次元コードより）

　２．電子メールの送付

　　宛先：jouhou@city.saga-kashima.lg.jp

　３．郵送

　　宛先：〒８４９－１３１２

　　　　　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　　　　　鹿島市役所総務部ＤＸ推進室　宛

□意見募集期限

　２月28日（火）まで

※お送りいただいたご意見については、今後の施策

　検討の参考とさせていただきます。個別の回答を

　お送りすることは致しませんのでご了承ください

お
知
ら
せ

皆さんの意見を募集します

　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。
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お
知
ら
せ

鹿島市議会議員選挙　立候補予定者説明会

　選挙管理委員会　☎０９５４（６３）３４１８詳しくは

■鹿島市議会議員立候補予定者説明会

　市議会議員選挙の立候補予定者に対する説明会を

開催します。立候補を予定されている人は、必ず出

席してください。

と　　き　２月 14 日（火）13時 30 分～

と　こ　ろ　新世紀センター２階会議室

そ　の　他　出席は立候補予定者を含む２人以内

■統一地方選挙日程（予定）

　この選挙は、私たちの意見を県政または市政に反

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。

⦿佐賀県議会議員選挙

　告　示　日　　　　３月 31 日（金）

　投開票日　　　　４月９日（日）

　期日前投票期間　４月１日（土）～４月８日（土）

⦿鹿島市議会議員選挙

　告　示　日　　　　４月 16 日（日）

　投開票日　　　　４月 23 日（日）

　期日前投票期間　４月 17 日（月）～ 22日（土）

　市では、森林環境の保全と水産物豊かな有明海再生を目的に、河川の上流部に広葉樹を植栽する『海の森　植樹

祭』を開催します。

　今年は柳坂市有林内（七開）に、モミジやケヤキなどを植樹します。３年振りの開催になります。ご家族やご友

人などお誘い合わせのうえ、ぜひご参加ください。

お
知
ら
せ

海の森　植樹祭に参加しませんか？

と　　き　３月４日（土）９時～ 11 時 30 分（予定）

集　　合　市役所前　９時

持　参　品　軍手、前うち（平鍬）　※お持ちの人

申込締切　２月 17 日（金）

そ　の　他　荒天候時は３月11日（土）に順延、態度決定

　　　　　は前日夕方に行い連絡します。また、新型コ

　　　　　ロナウイルスの感染状況によっては、中止す

　　　　　る場合があります

　　　　　　　　農林水産課農山漁村係

　　　　　　　　☎０９５４（６３）３４１３

申込・問合せ先

　鹿島市シルバー人材センターは、経験と知識を活かし、お互い協力し合いながら組織的に働くことで、生きが

いを持って地域社会に貢献するということを理念としています。

　仕事がしたいが、いろんな事情で就職が難しい人や空いた時間を有効に活かしたい人、短時間の仕事を希望さ

れる人は、ぜひ鹿島市シルバー人材センターへご相談ください。　

お
知
ら
せ

鹿島市シルバー人材センターでお仕事をしませんか
～豊かな知識と経験を活かしてみませんか～

　対　　象　60歳以上の健康で働く意欲のある市民

　仕事内容　◉短時間の仕事、専門知識がなくても可能な仕事

　　　　　　◉福祉・家事援助サービスや農作業のお手伝いの仕事

　　　　　　◉公共施設の受付の仕事

　　　　　　◉仕事の経験を活かす専門的な仕事

　　　　　　　など、さまざまな需要があり、センターが請けた

　　　　　　　各種の仕事から、希望に合う仕事をご案内します。

〒８４９－１３１２　

鹿島市大字納富分３２０９番地２

鹿島市シルバー人材センター

☎０９５４（６３）０９７０

詳しくは
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応募資格区　分

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

１日５時間程度

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

　企画財政課広報ＩＣＴ係（市役所３階）　☎０９５４（６３）２１１４
■募集期限　２月 20 日（月）　※土・日・祝日を除く

■試　験　日　３月初旬

②
記者室一般事務
補助

　総務課職員係　☎０９５４（６３）２１１３詳しくは

　令和５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（水）

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５年４月１日～令和６年３月 31 日

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（一次審査で書類選考あり）

応募資格区　分

①
市道維持補修
作業員

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

市道維持補修、草刈、
支障木伐採など

週 35 時間程度
（１日７時間）

月～金（祝日を除く）

令和５年４月１日
　～令和６年３月 31 日

４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

　都市建設課（市役所２階）　☎０９５４（６３）３４１５
■募集期限　２月 17 日（金）　※土・日・祝日を除く

■試　験　日　後日連絡します

一般行政事務補助（パソコ
ン等を使用する事務など）

令和５年４月１日
　～令和６年３月 31 日

１人

応募資格区　分

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

会議室等受付事務、
施設管理の運営補助

職員の欠員補充
１日５～７時間 30 分

（８時30分～22時のうち、月２日程度、不定期）

令和５年４月１日
　～令和６年３月 31 日

若干名

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③

　〒８４９－１３１１　鹿島市大字高津原４３２６－１

　市民交流プラザ『かたらい』管理室　☎０９５４（６３）３０３０
■募集期限　３月 10 日（金）　※土・日・祝日を除く　※ハローワークからの紹介状を添えて提出してください

■試　験　日　３月 27 日（月）市民交流プラザ『かたらい』３階会議室

③
市民交流プラザ『かた
らい』管理室補助職員
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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５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

　市民課窓口または、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

　災害見舞金の請求など

　詳しいことは、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。
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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

太田医院　　　　　☎０９５４（４３）１１４８

14日

7日

21日

28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）

備考

□子どもの健診

４か月児健診

（令和4年10月生まれ）

１歳６か月児健診

（令和3年7月生まれ）

３歳６か月児健診

（令和元年7月生まれ）

15 日（水）

16 日（木）

2 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

母子健康手帳交付 完全予約制（月～金） ９時～ 17 時（１人 30 分程度）
内　容　手帳交付、説明、面談　※持参品：マイナンバーカード、印鑑、通帳
対　象　市内在住の妊婦　※予約先 ☎０９５４（６８）０３００

備考受付時間開催日行事名

２か月児相談 ９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 12 月生まれ　　　　　（通知に記載）

赤ちゃん相談 ８日（水） 13時30分～14時30分
内　容　身体測定、個別相談（健康、栄養、歯科等）
対　象　乳幼児と保護者　※持参品：バスタオル等

離乳食教室（前期） ７日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導　※持参品：バスタオル等
対　象　5・6 か月児の保護者

幼児食教室 14 日（火） 10時～10時30分
内　容　調理実習・試食等
対　象　１歳６か月児～就学前児と保護者（要予約）

成人健康相談 1 日（水） ９時30分～10時30分
内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

２歳児フッ化物塗布 16 日（木） 13時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 3 年２月生まれ（希望者のみ）

２歳６か月児・３歳児フッ化物塗布 ３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　令和２年２月・令和２年７月生まれ（希望者のみ）

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



１３広報かしま　Ｒ5（2023）年 2 月号

✿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

4 日（土）
5 日（日）

11 日（祝）
12 日（日）
18 日（土）
19 日（日）
23 日（祝）
25 日（土）
26 日（日）

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
宮園電工　　　　　　☎（６３）３１５１
池田設備左官工務店　☎０９０（８４０５）６２９８
兼茂　　　　　　　　☎（６３）１６１６
鹿島工設　　　　　　☎（６３）１３２３
山口工業　　　　　　☎（６０）４０７４

4・18・25 日（土）、
5・12・19・26 日（日）、
11・23 日（祝）

市役所
保健センター

令和４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

27,914

13,427

3,257

2,778

2,612

3,318

2,522

13,177

14,737

10,913

5,515

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

8 人 2 世帯

－ 6 人 2 世帯

1,159 世帯 3 世帯

1,019 世帯

1,277 世帯

1,008 世帯

935 世帯

1 人

1 人

2 人

0 人

3 人

11 人

2 世帯

2 世帯

1 世帯

4 世帯

－

－ －

－

－

12 日（日）

7・14・21・28 日（火）、
11・23 日（祝）、12 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）

6・13・20・27 日（月）、
16 日（木）、24 日（金）

市民図書館

7・14・21・28 日（火）

日 在宅当番医 当番薬局

西岡内科クリニック　☎（６３）４０９０5 日（日） 前山薬局

犬塚病院　☎（６３）２５３８11 日（祝） アルバ薬局

織田病院　☎（６３）３２７５12 日（日） 溝上薬局スカイロード店

納富病院　☎（６３）１１１７19 日（日） なごみ薬局

薬師寺医院　☎（６３）５２８１23 日（祝） アルナ薬局浜町店

別府整形外科　☎（６３）３０６３26 日（日） 溝上薬局西牟田店
6・13・20・27 日（月）、
24 日（金）

6・13・20・27 日（月）、
12 日（日）、24 日（金）

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

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

6・13・20・27 日（月）
干潟交流館

（なな海）

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

～親子あそびのご案内～

『ひろばの集い』
～ひな人形つくり　ひなまつりを祝おう♪～

と　き　２月 20 日（月）11 時～

ところ　かたらい４階多目的室

定　員　10 組（先着予約順）

『ひろばのつどい♪ちか～っと』
　絵本・手あそびや歌・手作りおもちゃ等で

ほ～っこり癒しの時間♪

開　催　毎月第３金曜日　11 時～

❖予約不要

《共通》

ところ　子育て支援センター

対　象　５か月～就学前児と保護者

※利用料不要

※詳細は Facebook をご覧ください

□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）



１４ Ｒ5（2023）年 2 月号　広報かしま

情報掲示板ワイド

　合宿期間中は、陸上競技場やクロスカントリーコース、中木庭ダム周辺などを拠点として練習が行われ、各大学

による陸上教室や交流会も予定されています。練習中の選手を見かけることもあると思いますので、市民の皆さん

のご声援をよろしくお願いします。
　鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会事務局

　（生涯学習課スポーツ係内）　☎０９５４（６３）２１２５

詳しくは

大学の合宿日日程（予定）大学の合宿日日程（予定）

大学名 期　間 人員 合宿実績

※合宿の情報は、鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会の

　フェイスブックなどのＳＮＳでご覧になれます。 鹿島市スポーツ合宿誘致実行委員会 検索

東洋大学 ２月 14 日～２月 19日 [６日間 ] 20 人 平成 27 年度から５回目

お
知
ら
せ

箱根駅伝強豪チーム鹿島強化合宿

佐賀県後期高齢者医療広域連合

総務課　総務係　

☎０９５２（６４）８４７６

詳しくは

　佐賀県後期高齢者医療広域連合では、現在使用している業務システムの機器更改を令和６年３月までに予定して

います。次期システムについては、クラウドサービスの利用を予定しており、特定個人情報ファイルを取り扱うシ

ステムを改修し、次期システム環境において本番データを利用するまでに評価の再実施をする必要があるため、パ

ブリックコメントを実施し、広く住民の皆さんからのご意見を募集します。

募
　
集

特定個人情報保護評価書（案）の意見を募集します

□募集期間

　２月１日（水）～３月２日（木）まで

□公表する資料の閲覧場所等

　・佐賀県後期高齢者医療広域連合のホームページおよび事務局の窓口

　・市保険健康課の窓口

　令和６年度に開催される『ＳＡＧＡ２０２４全国障害者スポーツ大会』に向けて主力となる選手育成のための認

定証交付式が、１１月２７日にＳＡＧＡサンライズパークＳＡＧＡプラザで行われました。

鹿島市からもボッチャ、陸上競技などの８種目１０選手が認定を受けられました。今後はＳＡＧＡ２０２４に向け

て練習会が行われる予定です。

　ＳＡＧＡ２０２４には鹿島市出身の選手も出場されるかもしれません、皆さん応援をよろしくお願いします。

お
知
ら
せ

ＳＡＧＡ２０２４育成指定選手認定証交付式がありました

　生涯学習課スポーツ係　☎０９５４（６３）２１２５詳しくは
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情報掲示板ワイド

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“おいしく食べて減塩生活”　講師　溝上薬局　管理栄養士

と　　き　２月 16 日（木）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 13 日（月）

※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過ごしませんか。

　おしゃれな小物の創作や専門職によるミニ講座を用意していま

す。希望する人はお申込みください。

　ミニ講座『認知症の作業療法』

　創作活動『ハーバリウム』

と　　き　２月 15 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 13 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。

詳しくは

お
知
ら
せ

マイナポイントの対象となる
マイナンバーカードの申請期限は２月末までです

　マイナンバーカード取得で最大２０,０００円分のマイナポイントがもらえる、マイナポイント第２弾が実施され

ています。以下の施策が行われていますので、マイナンバーカードを取得のうえ、ぜひ申込みください。

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

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

施策１　マイナンバーカードの新規取得等（最大５,０００ポイント）

施策２　マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込み（７,５００ポイント）

施策３　公金受取口座の登録（７,５００ポイント）

○マイナンバーカード申請期限　令和５年２月末

○マイナポイント申込期限　　　国で決定後改めてお知らせします

○申込支援窓口　　　　　　　　鹿島市役所１階市民課前

○申込に必要なもの　　　　　　マイナンバーカード、４桁の暗証番号、

　　　　　　　　　　　　　　　決済サービスの情報、ご自身の口座情報

※ スマートフォンからご自身での申込もできます。スマートフォンが対応していない場合や操作が難しい場合は

　 マイナポイント申込支援窓口をご利用ください

※ マイナポイント付与対象となるマイナンバーカードの申請期限が令和４年１２月末から令和５年２月末に延長

　 されました
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　人権・同和対策課　☎０９５４（６３）２１２６詳しくは

　市では、豊かな人権感覚を身につけてもらうことを目的として、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。令和４年度は３０７１点の応募があり、その中から選考された鹿島市長賞、鹿島市教

育長賞の表彰式を行いました。（入賞作品はホームページに掲載しています）　　　　　　　　　　　（敬称略）

お
知
ら
せ

□人権作文

　市長賞　　『男女の壁』　森田 水希（西部中２年）

　教育長賞　『人権ってなあに？』　原田 怜苑（浜小４年）

□人権標語

　市長賞　　『その噂 かたちを変える 変異株』　柿山 綾那（西部中２年）

　教育長賞　『君がいる だから今日も 笑ってる』　光武 一姫（七浦小４年）

□人権ポスター

　市長賞　　『みんないっしょ』　植松 廉（鹿島小５年）

　教育長賞　『その行動 本当にあなたがしたいこと？』　加藤 青空（鹿島小６年）

◉特　選

　【人権作文】　中村 太一知（浜小２年）、光武 美奈（七浦小３年）、千葉 喜世（明倫小６年）、中村 楓（東部中１年）、

　　　　　　　田中 美羽（西部中３年）

　【人権標語】　岡 ほのり（七浦小２年）、宮﨑 海優（明倫小３年）、一ノ瀬 彩羽（明倫小３年）、松尾 結菜（明倫小５年）、

　　　　　　　石橋 侑奈（明倫小６年）、池田 鼓世（東部中２年）、中島 陽那（西部中３年）

　【人権ポスター】　田川 花凛（鹿島小５年）、俣野 心葉（明倫小６年）、中島 玲音（東部中２年）

◉準特選

　【人権作文】　木下 結太（古枝小１年）、江口 理琥（浜小１年）、澤野 瑛太郎（能古見小３年）、北村 百花（七浦小３年）、

　　　　　　　中島 あずみ（浜小４年）、赤星 颯一（鹿島小６年）、馬場 琉維（鹿島小６年）、藤山 彩優（明倫小６年）、

　　　　　　　中村 心絆（浜小６年）、川口 愛（西部中１年）、髙濱 綺良（西部中２年）、有森 莉彩（西部中２年）、

　　　　　　　中村 翠（西部中３年）、田中 優妃（西部中３年）

　【人権標語】　陣内 壮亮（明倫小１年）、加田 新奈（明倫小１年）、前田 羅稀（能古見小１年）、

　　　　　　　小柳 佑斗（北鹿島小２年）、峰松 慶仁（明倫小３年）、植松 輝（七浦小４年）、篭 空来（鹿島小５年）、

　　　　　　　鶴 健成（古枝小５年）、三枝 咲太（鹿島小６年）、藤井 麗煌（明倫小６年）、愛野 俊（西部中１年）、

　　　　　　　横山 心美（西部中２年）、中島 小春（西部中２年）、赤石 光希（西部中３年）、野中 美羽（西部中３年）

　【人権ポスター】　小森 和香（明倫小４年）、中島 莉歩（明倫小４年）、濵本 まりか（明倫小４年）、

　　　　　　　澤野 なる（能古見小５年）、松浦 璃子（明倫小５年）西島 廉晴（西部中１年）

鹿島市内小中学校
人権作文・標語・ポスターコンクール入賞者

　日本各地で頻発する災害。佐賀県でも大雨による災害は毎年のように発生しています。災害時に男女共同参画な

んて考える余裕はないと思われるかもしれません。しかし、過去の災害では、年齢や性別、障がいの有無などに

よって被災の状況が大きく異なることがわかっています。そのとき、被災地ではどんな問題が起きていたのかを学

び、日ごろの備えと災害発生時の対応について、私たちにできることを考えてみませんか。

海の森　植樹祭に参加しませんか？

と　　き　２月 18 日（土）13 時 30 分～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　エイブルホール

講　　師　池田 恵子さん

　　　　　（静岡大学教育学部教授／同防災総合センター兼任教員）

参　加　費　無料

定　　員　先着１５０人

申　込　み　電話、電子メール、ＦＡＸでお申込みください

お
知
ら
せ

防災まちづくり講演会
ー防災に男女共同参画の視点を取り入れようー

　人権・同和対策課

　☎０９５４（６３）２１２６

　℻０９５４（６３）２３１３

　jinkendouwataisaku@city.saga-kashima.lg.jp

詳しくは
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鹿島市消防出初め式　－災害のない１年を願って－

　１月７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、一昨年１２

月に火災消火に協力いただいた大村方区に対して、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）

TopicsTopics まちの話題

◇市長功績章　…副分団長以上で勤続15年以上

　【北鹿島分団】宇野 慎介

　【能古見分団】中山 修

◇団長功績章　…勤続10年以上

　【北鹿島分団】江口 健一、山口 浩樹、宮﨑 諭、馬場 丈太郎、中村 和彦

　【鹿島分団】愛野 正幸、冨岡 正光、岩永 大輔、植松 和久、中橋 賢次朗

　【能古見分団】草野 拓也、植松 翔矢、中村 泰徳、田中 圭、山口 裕亮

　　　　　　　熊谷 周平、笠継 学、馬場 直嗣、寺山 賢一、田中 佑幸

　　　　　　　山口 愉、村田 壮一朗、今村 晋作

　【古枝分団】峰松 吉彦、一瀬 淳一郎、森田 龍一、吉田 幸次、川浪 一史

　　　　　　　下村 和弥、伊東 智仁、今村 優友、井上 真一、釘尾 健一

　【浜町分団】小柳 良太郎、永吉 伸也、宮原 暢宏、佐藤 勇樹、中村 益彦

　　　　　　　中島 主、中尾 亮平

　【七浦分団】北村 忠晴、中島 浩介、小池 美遵、樋口 祥太、江頭 祐幸

　　　　　　　真﨑 大地、岩吉 泰龍

◇表彰旗　能古見分団

　　　　（昨年１年間を通じて、消防の成績抜群の分団）

◇竿頭綬　浜町分団　

 （教養）（昨年１年間を通じて、教養訓練の成績優秀な分団）

◇竿頭綬　能古見分団、古枝分団

 （無火災１年）（昨年１年間を通じて、無火災の分団）

◇優良部　能古見分団第４部第２班、浜町分団第１部、七浦分団第３部

　　　　（昨年１年間の車庫点検の成績や活動が優秀な部）

◇火災協力者表彰　大村方区（令和３年12月21日に発生した建物火災において、　　

　　　　　  周辺住民による初期消火を行い火災の防圧に尽力）

◇永年勤続章　…勤続20年以上

　【鹿島分団】江島 賢一

　【能古見分団】田中 正則、森 正伸、橋川 幸司、井上 浩幸、乘冨 剛

　　　　　　　尾﨑 直哉

　【浜町分団】東津 光晴

　【七浦分団】吉冨 豪、三ヶ島 靖信、小橋 和也、岡 幸好、北村 正

　　　　　　　光武 克義、石橋 弘道、小池 亨

受賞者紹介

佐賀県緑の少年団活動発表大会

最優秀賞

鹿島市明倫緑の少年団

１２月１５日、鹿島市明倫緑の

少年団の活動発表者が市役所を

訪問され、１１月２０日に行わ

れた佐賀県緑の少年団活動発表

大会での最優秀賞受賞を報告さ

れました。

　同少年団は、花植え活動、木

工工作をはじめ干潟体験、ダム

見学で自然に親しむだけではな

く座禅会など多様な活動に取り

組む様子やその体験を通して感

じたことを発表し、受賞をされ

ました。

善行紹介　ご寄附をありがとうございました

嬉野高等学校塩田校舎建築科 様

　１２月７日、佐賀県立嬉野高等学校塩田校舎

建築科の生徒の皆さんから、一般財団法人鹿島

市体育協会に、課題研究『地域貢献班』の一環

として、ベンチの寄贈がありました。

　ご意向に沿って、蟻尾山公園内の憩いの場と

して活用します。ありがとうございました。

一般社団法人 九州地域づくり協会 様

　４月２２日、一般社団法人九州地域づくり協会様から、防災備品の購入にかか

る支援としてご寄附をいただきました。市ではご意向に沿って、災害用ポータブ

ル蓄電池と避難所における介護用ベッドを購入いたしました。大切にご活用させ

ていただきます。

ポータブル蓄電池ポータブル蓄電池 介護用ベッド介護用ベッド
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 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

◇『わたしたちの夢のトラック』絵画コンクール

　優秀賞　飯盛　心陽（七浦小４年）、堤　奏真（鹿島小５年）

◇西日本新聞ヤング川柳

　　月間賞・一席　田代　暖真（鹿島小２年）

　　《作品》　カサカサの おばあちゃんの手 少しだけ

　　二席　宮﨑　葵子（鹿島小４年）

　　《作品》　くりかえし ひいたらできた メヌエット

　　二席　岩永　杏菜（七浦小４年）

　　《作品》　丸つける 心のじゅんび できていない

◇第６回佐賀県児童生徒ふるさと学習コンクール

　優秀賞　小野原　夢彩（古枝小５年）、井上　楓夏（古枝小５年）、

　　　　　中村　衣里（古枝小５年）

　優良賞　鶴　健成（古枝小５年）、一瀬　謙心（古枝小５年）、

　　　　　鶴田　しおり（古枝小５年）、池田　莉緒（古枝小６年）、

　　　　　梶山　水斗（古枝小６年）、蕪竹　莉帆（古枝小６年）、

　　　　　溝江　瑛太（古枝小６年）

◇第３回クリスマス子ども絵画コンクール

　【小学 4 ～ 6 年生部門】　優秀賞　小森　愛結（明倫小６年）

　　　　　　　　スズキ賞　吉村　光聖（浜小４年）

◇統計グラフ佐賀県コンクール

　　佳作　伊東　里桜（北鹿島小５年）、西岡　美樹（北鹿島小５年）

◇九州ものづくり作品展（家庭分野）

　優秀賞　三原　杏樹（東部中２年）

◇博愛フェスタ2022博愛作文

　【中学生の部】　秀作賞　浜口　雛（東部中１年）

◇第4回電気工事技能競技全国大会

　開　催　日　12 月１日（横浜アリーナ）

　銀賞　森田　貴久（堤電気株式会社）

◇第16回熊本神泉会旗・合志市剣道協会会長杯争奪九州選抜少年剣道錬成大会

　開　催　日　11 月 19 日（合志市総合体育館）

　【高学年の部】　２位　小川　琉毅斗（鹿島小６年）

◇第20回全国小学生ソフトテニス大会佐賀県予選会

　開　催　日　12 月 17 日（ＳＡＧＡサンライズパークテニスフィールド）

　【６年生女子シングルス】　優勝　田川　莉子（明倫小６年）

　【５年生女子ダブルス】　２位　池田　蘭（明倫小５年）

　【５年生男子ダブルス】　３位　池田　瑛太（鹿島小５年）

　　　　　　　　　３位　早田　春平（北鹿島小５年）

　【４年生以下女子ダブルス】　３位　松尾　咲希（明倫小４年）

　　　　　　　　　３位　野中　千代（能古見小４年）

◇佐賀県小学生ソフトテニス大会

　開　催　日　12 月 17 日（ＳＡＧＡサンライズパークテニスフィールド）

　【男子団体】　２位　鹿島ジュニアソフトテニスクラブ

　【女子団体】　２位　鹿島ジュニアソフトテニスクラブ

◇第34回佐賀県テコンドー選手権大会

　開　催　日　11 月 27 日（西川副小学校）

　【幼児の部】　２位　中村　光希（ことじ保育園）

　　　　　　　３位　中村　騎空（誕生院保育園）

　【小学２年男子】　２位　中村　光翔（古枝小２年）

　　　　　　　３位　野田　一晴（能古見小２年）

　【小学３年男子】　２位　中村　琉希斗（明倫小３年）

　【小学４年男子】　３位　中村　真那斗（明倫小４年）

　【小学５年男子】　３位　森田　南央（能古見小５年）、秋月　奏人（鹿島小５年）

　【小学５年女子】　２位　飯盛　ひなた（浜小５年）

　【小学６年女子】　優勝　川島　涼羽（浜小５年） ※最優秀選手賞

　【中学生軽量級】　３位　川島　真友（東部中１年）

◇模範競技者賞（剣道）　※県中体連より

　　土井　麻綾（西部中３年）

◇住友生命第45回こども絵画コンクール（全国）

　【小学1・2年生部門】　秀作賞　橋川　百花（能古見小１年）

学 校 だ よ り

能古見小学校

No.309

開校１３０周年行事
『能古見のよさ 再発見』

　１８９２年（明治２５年）７月に

『能込尋常小学校』として開校した本

校は，今年度で１３０周年を迎えまし

た。１１月２０日に、『開校１３０周

年記念式典、のごみっ子発表会、PTA

教育講演会』を開催しました。今年度

の『のごみっ子発表会』は、開校１３

０周年にちなんで『能古見地区や能古

見小学校、１３０年の歴史』をテーマ

とした発表会となりました。１年生は、

校歌の替え歌で、２年生は、クイズ形

式で能古見のいいところを紹介しまし

た。３年生は、能古見お宝発見ツアー

で学んだことを劇にして発表。４年生

は、伝統芸能である『浅浦甚八音頭』

を 立 派 に 披 露 し ま し た 。 ５ 年 生 は 、

『１３０年前の料理店』と題して、明

治時代の食文化について、劇を交えな

がら発表しました。６年生は『能古見

小学校の歴史』を、分校や行事、自然

や文化も入れながら紹介しました。そ

れぞれの学年が、工夫を凝らした発表

で、大人も子どもも能古見のよさを再

認識する時間となりました。PTA教育

講演会は、保護者と５・６年児童を対

象に、『健康に幸せに生きるコツ』を

西南女学院大学の中島教授から学びま

した。

　これからも、能古見の歴史は、子ど

もたちと地域の皆様とともに刻まれて

いきます。 Ｒ4に誕生した

『やまっち』

だよ

ＳＡＧＡ２０２４まであと６１２日

鹿島市で開催される種目

○国民スポーツ大会

　【正式種目】　アーチェリー、軟式野球

　【公開競技】　グラウンド・ゴルフ

　【デモンストレーションスポーツ】　ふれあいグラウンド・ゴルフ、バッゴー

○全国障害者スポーツ大会

　【正式種目】　アーチェリー（身体）
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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 17 日（金）10時～ 14 時

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

参　加　費　300円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾、マスク

申込期限　２月 10 日（金）

食改さんの料理教室食改さんの料理教室

　麻しん風しん混合ワクチンを接種することによっ

て、９５％程度の人が麻しんウイルス・風しんウイ

ルスに対する免疫を獲得することができると言われ

ています。忘れないよう接種しましょう。

対　象　者　小学校就学前の１年間（年長児）

接種回数　１回

麻しん風しん
混合予防接種(２期）
麻しん風しん
混合予防接種(２期）

　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。夜間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（火）

　　　　　　　　受付 18 時～ 19 時 30 分（夜間検診）

　　　　　２月 13 日（月）

　　　　　　受付13時30分～15時（レディースデー検診）

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 1,500 円、50 歳以上 900 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　３月 31日（金）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　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
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エイブルからのお知らせなど

⦿エイブル倶楽部会員、入会要項

　市内外問わず、老若男女どなたでも

いつでも入会できます！

会費　１年コース　１,０００円

　　　３年コース　３,０００円

　　　（高校生以下各半額）

特典　「えいぶる事業」のチケット代金

　　　の割引や先行予約、「えいぶる講

　　　座」の受講などができます。

　　　３年コースは、入会・更新時に

　　　５００円のクーポン券を贈呈。

鹿島市民立生涯学習・文化振興財団
☎０９５４（６３）２１３８
℻０９５４（６３）３４２４
http://kashima-able.com/

詳しくは

に行ってみよう

《事前申込制》定員になり次第締め切りますので、早めにお申し込みください。えいぶる講座　募集中講座

❖新型コロナウイルス感染状況により変更、

　延期または中止する場合があります。

第１回えいぶる事業 『第２１回 エイブル祭り』

　　前回は新型コロナ対策として密を避けるため、15日間で行いましたが、

　今回は８日間で行います。

　と　　き　５月 13 日（土）～ 21 日（日）

　　　　　　※15 日（月）は休館日です

　と　こ　ろ　エイブル全館

　内　　容　◆楽器演奏、合唱、詩吟、ダンス、

　　　　　　　日本舞踊 などの舞台発表

　　　　　　◆生け花、書道、絵画、写真、陶芸、

　　　　　　　絵手紙、模型 などの作品展示

　　　　　　◆マルシェ、ワークショップなどのイベント

　　　　　　※舞台、展示の参加団体の申し込みは締め切っています

　　エイブルは市民の意見やサポートを受けながら運営しています。

　　『エイブル祭り』では、下記のようなサポーターを募集しています。　　

　皆さんもサポーター登録をして、得意なことで運営に参加してみませんか？

　内　　容　●アナウンス　  ●受付、場内案内、場外整理などホール業務

　　　　　　●写真撮影　など

　問　合　せ　鹿島市民立生涯学習・文化振興財団

　　　　　　☎０９５４（６３）２１３８　　info@kashima-able.com

ところ開講期間講　座　名 講　師 受講料

エイブル３階
研修室

≪公開講座≫

　憲法をあらためて読む

松井 修視さん
（関西大学名誉教授
長崎県立大学名誉教授

鹿島市出身）

２月 22 日（水）
14 時～ 16 時
[１回限り ]

『エイブル祭り』のサポーターを募集しています

≪公開講座≫

　田澤義鋪 聖地巡礼

　　　親子でクイズラリー

永池 守
（エイブル・田澤義鋪

記念館館長）

２月 26 日（日）
９時 15 分～ 12 時

[１回限り ]

エイブル
正面玄関 集合

無　　料

　鹿島市出身の日本画家 岩永京吉さんが依頼

された作品制作に、どのように取り組まれた

か。その足跡を紹介しています。

　岩永さんは、鹿島高校や鹿島実業高校で美

術教諭を務めた後、佐賀大学教育学部の日本

画担当として学生の指導に当たられました。

　第2期は祐徳博物館に展示されている『萬

子媛一代記』『吉田能舞台鏡板の松・竹図』

の制作過程などを展示します。

【第２期展示】

　１月 31 日（火）～２月 26 日（日）　

床の間
コーナー

市民図書館　☎０９５４（６３）４３４３詳しくは

□漫画家 あまねあい さんワークショップ　#マンガ大好き

　　あまねさんと一緒におしゃべりや絵を描いたりして楽しみましょう！

　　参加者には、あまねさんからしおりのプレゼントがあります。

　と　　き　２月 26 日（日）14 時～ 16 時

　と　こ　ろ　エイブル３階研修室

　講　　師　漫画家 あまねあい さん

　　　　　　（唐津市在住の少女漫画家。ちゃおデラックスで『だからあなたに恋をした』連載中）

　対　　象　小学生～一般

　定　　員　25 人（要事前申込）

　参　加　費　無料

　申　　込　図書館カウンター・電話にて受付中

□雑誌ふろくプレゼント

　　図書館内にある応募用紙におすすめの本を書いてくれた人の中から

　抽選で雑誌のふろくをプレゼントします。

　と　　き　２月１日（水）～ 19 日（日）　と　こ　ろ　図書館内

　当選発表・プレゼント受取期間　３月４日（土）～ 24 日（金）

市　民
図書館 図書館からのお知らせ 岩永 京吉 作品展

～京吉画業に訪れた宿題～

無　　料

▶
吉
田
能
舞
台

　
鏡
板
の
松
・

　
竹
大
下
図

定員

30 人

親子 10 組
（小学４～６年）



２１広報かしま　Ｒ5（2023）年 2 月号

情報掲示板　◇　お知らせ

お知らせ

　国民健康保険・後期高齢者医療の

被保険者が亡くなられた場合、その

葬祭を行った人（喪主）に対し、申

請により葬祭費（３万円）を支給し

ています。

　詳しくはお問い合わせください。

※葬祭を行った日から２年を経過す

　ると、時効により支給ができなく

　なりますのでご注意ください。

詳しくは　保険健康課国保係

　　　　　☎０９５４（６３）２１２０

■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 16 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 16 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

　
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４年１２月分の市長交際費を公表します

26,650円 令和４年度累計　269,970 円合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

12月 6日 16,500円 供花１件弔　慰

市議会３月定例会会期日程（案）

２月 21 日（火）

２月 28 日（火）

３月 2 日（木）

3 日（金）

7 日（火）

13 日（月）

14 日（火）

16 日（木）

20 日（月）

22 日（水）

23 日（木）

～10日（金）

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

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

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。

12月 9日 7,000円 農林水産大臣賞受賞祝賀会 会　費

12月20日 3,150円 年賀はがき 50 枚その他

令和４年１２月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

□広報かしま１月号に掲載していた　　　　　　　　　　※（　　）内は前年比

　『令和４年１１月末現在の交通事故発生状況』に誤りがありましたので掲載します。　　

詳しくは　鹿島警察署交通課　☎０９５４（６３）１１１１

鹿島警察署管内

佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

3,238 件（－268）

144 件（－037）

86 件（－004）

4,219 人（－311）

170 人（－063）

101 人（－018）

23 人（　 0）

1 人（－02）

0 人（－01）

19,727 件（＋854）

1,044 件（＋072）

536 件（＋027）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

※開始時間は 10 時からです。ただし、３月 10 日（金）は 13 時からです

ウォーターサーバーの
処分について

ご活用ください！
シルバー人材センター

　ウォーターサーバーは、レンタルの場

合は、レンタル先へ返却してください。購

入された場合は、購入先またはメーカーに

引き取りを依頼してください。ごみステー

ションには出せません。出されていても収

集できません。ご注意ください。

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　☎０９５４（６３）３４１６

◉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（火）
（預貯金残高の確認をお願いします）

鹿島警察署管内

佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

2,949 件（－228）

129 件（－039）

79 件（－003）

3,834 人（－226）

153 人（－061）

93 人（－012）

18 人（－03）

1 人（－ 2）

0 人（－ 1）

17,774 件（＋781）

942 件（＋073）

485 件（＋040）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数



２２ Ｒ5（2023）年 2 月号　広報かしま

情報掲示板　◇　講習会・教室・募集

　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（水）～

詳しくは　鹿島市観光協会

　　　　　☎０９５４（６０）５１４５

　４年ぶりの開催となる今回は、市

内５つの酒蔵の蔵開きのほか、肥前

浜宿、祐徳門前商店街などさまざま

なイベントが行われます。前回は、

２日間で約９万９千人が来場されま

した。

　鹿島市民のおもてなしで多くの人

をお迎えするために、イベント当日

のスタッフを募集します。

（１日だけでも大歓迎）

と　　き　３月25日（土）・26日（日）

詳しくは　鹿島酒蔵ツーリズム推進

　　　　　協議会事務局（商工観光課内）

　　　　　☎０９５４（６３）３４１２

　鹿島ジュニアソフトテニスクラブ

は、ソフトテニスをしてみたい小学

生を募集しています。まずは見学に

来てみてください。待ってます！！

練習場所　北公園テニスコート

練　習　日　土曜日 14 時～ 16 時

　　　　　日曜日 10 時～ 12 時

　　　　　水曜日 16 時～ 18 時

詳しくは　鹿島ジュニアソフトテニスクラブ　宮﨑

　　　　　☎０９０（１９７９）６７１６

と　　き　３月５日（日）12 時 30 分開場

と　こ　ろ　佐賀メディカルセンタービル４階

　　　　　城内記念ホール（佐賀市）

対　　象　がん患者とその家族、一般の人

　　　　　（先着 50 人）

参　加　費　無料

申込期限　３月２日（木）

申込・問合せ先

　佐賀県がん総合支援センター

　☎０１２０（２４６）３８８

　（平日９時 30 分～ 13 時、14 時～ 16 時 30 分）

　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 16 日（木）13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　田澤義鋪記念館（城内）

演　　題　『近代鹿島の戦争体験』

講　　師　高橋 研一さん（鹿島市民図書館学芸員）

資　料　代　200 円

詳しくは　鹿島史談会事務局　野田

　　　　　☎０９５４（６２）２０９７

募　集

対　象　者　求職者

訓練期間　４月５日（水）～

　◇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（火）

※施設見学や模擬体験もできます

詳しくは　ポリテクセンター佐賀

　　　　　☎０９５２（２６）９５１６

令和5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

講習会・教室

①虐待防止セミナー

　高齢者虐待が他人事でないことを

理解し、関わり方を学ぶ講座です。

②成年後見セミナー

　成年後見制度は、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　３月３日（金）

　　　　　①14 時～　②15 時 10 分～

と　こ　ろ　新世紀センター２階会議室

参　加　費　無料

定　　員　20 人（要事前申込）

※①②どちらかのみの参加も可能です

申込・問合せ先

　地域包括支援センター

　☎０９５４（６３）２１６０

対　象　者

◇高齢者の生活を支える社会貢献に

　興味のある人

◇住民主体のボランティア活動を行

　おうと考えている人

◇介護予防・日常生活支援総合事業

　における訪問型サービスAの従事

　者予定者等

と　　き　２月 11 日（祝）・12 日（日）

と　こ　ろ　介護保険事務所２階

　　　　　（大字中村 917-2）

受　講　料　無料

申込・問合せ先

　杵藤地区介護保険事務所

　☎０９５４（６９）８２２２

と　　き　２月 26 日（日）13 時～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　エイブルホール

講　　師　高橋 研一さん（鹿島市民図書館学芸員）

演　　台　『中野万亀と近代鹿島～地域の絆

　　　　　を作り上げた女性～』

　　　　　※入場無料

詳しくは　鹿島市文化連盟

　　　　　☎０９５４（６０）４３０５

　　　　　不在の場合は（中村）

　　　　　☎０９０（１９２０）２３７１

旭ヶ岡公園桜まつり
夜桜電飾ボンボリ協賛募集

権利擁護セミナー

生活支援の担い手育成研修会

鹿島市文化連盟
第47回文化講演会

ＡＹＡ世代がん講演会

鹿島酒蔵ツーリズムⓇ
スタッフ募集

鹿島史談会　歴史講座

ソフトテニスを
始めませんか！



２３広報かしま　Ｒ5（2023）年 2 月号

情報掲示板　◇　イベント・相談

　

イベント

　第５回鹿島検定（大人・子どもの部）

と第６回日本酒検定を開催します。今年

はリモート開催ではなく、参加者はエイ

ブルにて検定試験を行います。

　申し込みを頂いた人には、事前に検定

本を送ります。また日本酒検定では『利

き酒試験』も実施します。豪華賞品も準

備していますよ。

　詳しい内容は鹿島市観光協会HP、

フェイスブックをご覧ください。

と　　き　２月 25 日（土）

　　　　　鹿島検定 13 時～

　　　　　日本酒検定 15 時～

と　こ　ろ　エイブル

詳しくは　鹿島市観光協会

　　　　　☎０９５４（６０）５１４５

相　談

と　　き　２月12日（日）13時～16時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

申込・問合せ先（要申込、電話での相談可）

　佐賀県労働者福祉協議会

　ライフサポートセンターさが

　☎０１２０（９３１）５３６

　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 11 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

　新型コロナウイルス感染症の影響

で、ストレスを感じている人もい

らっしゃるのではないでしょうか。

　自分ではどうにもできない経験を

したとき、気持ちやからだに影響が

でることがあります。つらい気持ち

を誰かに話すことで和らぐことがあ

ります。ひとりで抱え込まず相談し

てみませんか。

と　　き　毎週水曜日　午後

と　こ　ろ　杵藤保健福祉事務所（武雄市）

相　談　料　無料（予約制）

詳しくは　杵藤保健福祉事務所

　　　　　☎０９５４（２２）２１０３

　自分や家族のガンについての悩み

などを語り合ってみませんか。ぜひ

お気軽にお立ちよりください。

と　　き　２月 17 日（金）13 時～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル２階和室 ※予約不要

主　　催　サポート窓口 ガンばるんば！

　　　　　代表 中島 里桂子さん

詳しくは　保健センター

　　　　　☎０９５４（６３）３３７３

　後見人、保佐人、補助人などの成年後見

精度と任意後見制度の利用方法、遺言書の

作り方などについての説明会を開催します。

と　　き　２月 23 日（祝）10 時～ 12 時

と　こ　ろ　アバンセ（佐賀市）

定　　員　25 人　※無料

申込方法　電話での事前予約

申込・問合せ先

　成年後見センター・リーガルサポート佐賀支部

　☎０９５２（２９）０６２６

◆無料法律相談（市民優先）　市役所５階

　２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

　９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

　総務課 ☎（６３）２１１１

◆行政相談（市民優先）　市役所５階

　９日（木）受付 13 時～ 14 時 30 分　13 時開始

　総務課 ☎（６３）２１１１

◆人権相談　かたらい３階健康相談室

　２日（木）９時～ 12 時

　人権・同和対策課 ☎（６３）２１２６

◆厚生年金・国民年金相談（要予約）

　７日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 16 時

　市役所５階第６会議室

　21 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 16 時

　新世紀センター２階会議室１

　武雄年金事務所☎０９５４（２３）０１２１

◆消費生活相談　商工観光課　

　毎週月・金曜日９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

新世紀センター２階会議室

◆介護に関する相談　保険健康課

　月曜日～金曜日９時～ 17 時

保険健康課 ☎（６３）２１２０

◆こころの健康相談（臨床心理士対応）

　15 日（水）９時 30 分～ 12 時

新世紀センター２階会議室２

　（要予約）福祉課 ☎（６３）２１１９

◆発達障害児（者）専門相談

　28 日（火）10 時～ 16 時　要予約

市役所５階第６会議室

　NPO 法人それいゆ☎０９５２（３７）０２５０

◆土地・建物に関する無料相談所（売買・賃貸など）

　28 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

新世紀センター２階会議室１

　県宅地建物取引業協会 ☎０９５２（３２）７１２０

◆住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　11 日（祝）10 時～ 12 時

　NPO 法人肥前まちづくりデザイン研究会

　（事務局：山田圭介建築設計事務所内）☎（６８）０００１

◆納税相談（要予約）　税務課

　月曜日～金曜日９時～16時（祝日を除く）

　　　　　税務課 ☎（６３）２１１８

◆くらしの手続き無料相談会

　（遺言・相続・終活・外国人関係など）

　17 日（金）13 時～ 16 時　かたらい３階会議室

　社会福祉協議会 ☎（６２）２４４７

◆生活お困りごと相談（要予約）

　月曜日～金曜日９時～ 17 時　かたらい３階

　生活自立支援センター（社会福祉協議会内）

　　　　　　　　 ☎（６２）２４４７

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

鹿島を知り、鹿島を好きになろう
鹿島検定・日本酒検定

精神科医師による
こころの相談

ガンのことで悩みを
抱え込んでいませんか？

司法書士による成年後見
制度と遺言の無料説明会

お詫びと訂正

令和５年１月号に誤りがありました

ので、お詫びして訂正します。

▶18 ページ『民生委員の皆さんお

　世話になります』の民生委員名

　（誤）[ 城内 ]　田置　行

　（正）[ 城内 ]　玉置　行



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

　　　　　　　　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》

　働きやすい職場の環境作りと社会貢献と地域貢献の強化、

SDGｓ普及のための事業推進に取り組んでいます。

株式会社 藤永電設

《取組事例》

　地域循環共生圏の実現のため鹿島モデルの構築支援とグリーン

インフラ日本酒プロジェクト等の立ち上げ支援を実施しました。

株式会社 Philic

《取組事例》

　自然資本やグリーンインフラを活用した施策を積極的に導入する

ことで“魅力的”で“持続可能”な地域づくりを支援しています。

　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

関
連
し
て
い
る
ゴ
ー
ル

関
連
し
て
い
る
ゴ
ー
ル

関
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し
て
い
る
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ー
ル

市役所前駐車場について 　総務課

　☎０９５４（６３）２１１１

詳しくは

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

いであ株式会社

　時計塔の解体工事に伴い庁舎前の

駐車場の出入り口2カ所のうち１カ所

を下記の期間閉鎖します。

　ご迷惑をおかけしますが、ご理解

ご協力のほどよろしくお願いいたし

ます。

　なお、ＡＴＭや公衆電話は利用で

きます。

【閉鎖期間（予定）】

２月９日（木）～２月 15 日（水）
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