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北鹿島新籠沖を中心とした『肥前鹿島干潟』が、国際的　北鹿島新籠沖を中心とした『肥前鹿島干潟』が、国際的にに

重要な湿地であると認められラムサール条約湿地に登録さ重要な湿地であると認められラムサール条約湿地に登録されれ

ました。写真は、干潟で餌を探すクロツラヘラサギました。写真は、干潟で餌を探すクロツラヘラサギ。。

（２～３ページに関連記事があります（２～３ページに関連記事があります））

写写真真

『肥前鹿島干潟『肥前鹿島干潟』』がが
ラムサール条約湿地に登録ラムサール条約湿地に登録！！
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肥 前 鹿 島 干肥 前 鹿 島 干 潟潟

　『肥前鹿島干潟』が、国際的に重要な湿地であると認められラムサール条約

湿地に登録されました。これは鹿島市の自然環境がたいへん豊かで、貴重な

ものであると世界的に認められたことになります。

　有明海の干潟は、多種多様な生き物の命を育む大切な場所であり、私たち

もその恩恵を受けて生きています。将来にわたってその豊かな恵みを受け継

いでいくためには、皆さん一人ひとりの協力と行動が大きな力になります。

ラムサール条約湿地登録をきっかけとして、身近な自然である有明海を見つ

めなおし、理解を深めていきましょう。

 　環境下水道課ラムサール条約推進室　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

怯『肥前鹿島干潟』に飛来する渡り鳥たち

チュウシャクシギ

（観察時期：４～５月、８～９月）

大きく下に反ったくちばしが特徴のシ

ギで、１日に最大で１,０００羽ほど観察で

きることもあり、『肥前鹿島干潟』は日

本有数の飛来地になっています。

ズグロカモメ

（観察時期：１１～３月）

ユリカモメよりやや小さく、黒く短

いくちばしを持つカモメで、飛来数

は数年おきに増減傾向があり、１日に

概ね３００～４００羽前後が観察できます。

クロツラヘラサギ

（観察時期：１１～３月）

くちばしから目にかけて広く黒色の

ヘラサギで、全世界に約２,０００羽しか

いない絶滅危惧種です。鹿島市には

概ね２０～３０羽が飛来しています。

　６月に南米ウルグアイの都市プンタ・

デル・エステで『ラムサール条約第１２

回締約国会議』が行われ、鹿島市から会議

に出席した藤田副市長に、湿地に関する

条約（ラムサール条約）協議会のDr.クリ

ストファー・ブリッグス事務総長から『ラ

ムサール条約湿地登録認定証』が授与さ

れました。

怯ラムサール条約締約国会議
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怯希少な渡り鳥たちの渡来地『肥前鹿島干潟』

　有明海の干潟は、希少な鳥類の渡来地として、豊かな生態系

を維持する自然環境を持ちつつ、漁業やレクリエーション活動

など、人の生活や文化を支える基盤となっています。このよう

な環境が認められ、ラムサール条約湿地に登録されました。

　秋から春にかけてズグロカモメやチュウシャクシギなどのシ

ギ・チドリ類が約40種程度飛来します。他にも、絶滅が危惧さ

れているクロツラヘラサギやツクシガモといった希少な鳥類が

飛来しています。また、ワラスボやシオマネキといった多くの

希少種が生息しています。

怯ラムサール条約　～湿地とともに生きていく環境づくりを目指す条約～

　ラムサール条約の正式名称は『特に水鳥の生息地

として国際的に重要な湿地に関する条約』といい、

１９７１年にイランのラムサールという都市で決

議されたため『ラムサール条約』と呼ばれています。

　ラムサール条約は、湿地の生態系と環境を保全

するとともに、環境を守りながら湿地を賢く利用

（ワイズユース）していくことを目的としています。

愚ワイズユース
　～干潟を賢く利用するとは？～

　ラムサール条約は湿地から得られる恵みを維

持しながら、私たちの暮らしと心が豊かになる

よう湿地を活用する『ワイズユース』を進めてい

ます。

　鹿島市ならではの干潟の利用法として『ガタリ

ンピック』が挙げられます。皆さんの手によって

広げられたこの活動は、豊かな自然に触れなが

ら、人と人との輪を広げる繋げることができる

一大イベントになっています。

　有明海を守るために、私たちは何ができるの

か、また、他の生き物とともに生きる方法を考え

ていきましょう。

ラムサール条約湿地に登ラムサール条約湿地に登録録
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情報掲示板ワイド

佐賀県版『地方創生』企画募集　第２弾
募
　
集

　地域や団体が自ら考えて自ら実施する、地域の課題を解決するための『地方創生』事業を募集します。

　例えば、『伝承芸能の後継者育成』『鹿島の一次産品を利用した商品開発』『まちの活性化のためのイベント開催』

など、地域活性化のための事業を広く募集します。

募集要件

潤地域の活性化を目的とした事業であること

潤おおむね１０月以降に開始し、平成２８年３月末ま

　でに終了する事業であること

潤新規事業であること

　（既存事業に新たな取り組みをする場合は対象）

潤モノの整備を伴わない事業であること

　（不可欠な場合は対象事業費の１／２まで）

※詳しくは、市役所３階企画財政課、または市ホーム

　ページにある『選定基準』をご確認ください

申請方法

　市役所３階企画財政課、または市ホームページにあ

る『提案書』に必要事項を記入して、企画財政課まで

提出してください。

助成金額

潤補助対象事業費の９割を県が補助します

潤事業費の上限・下限はありません

潤県予算の範囲内で、県での審査を通った事業のみ採

　択となります

締　　切　７月１７日（金）※期限厳守（郵送は必着）

 　〒８４９－１３１２

　　　　　　　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　　　　　　　企画財政課企画係

　　　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

　　　　　　　姉０９５４（６３）２１２９

　　　　　　　死kikaku@city.saga-kashima.lg.jp

申込・問合せ先

マイナンバー（社会保障・税番号）制度が始まります
お
知
ら
せ

　マイナンバー（社会保障・税番号）は、国民一人ひとりが持つ１２桁の個人番号のことです。マイナンバー制度は、

国や県、市など複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、

社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基

盤（インフラ）です。

　１０月から皆さんへマイナンバーが通知され、平成２８年１月から段階的にマイナンバーの利用が始まります。

怯３つのメリットがあります

潤面倒な手続きが簡単に（国民利便性の向上）

　添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、利用

者の負担が軽減されます。また、行政機関が持ってい

る自分の情報を確認したり、さまざまなサービスのお

知らせを受け取ったりできるようになります。

潤手続きが正確で早くなる（行政の効率化）

　行政機関などで、さまざまな情報の照合、転記、入

力などにかかる時間や労力が大幅に削減されます。複

数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄

が削減されるようになります。

潤給付金などの不正受給の防止（公平・公正な社会の実現）

　所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすく

なるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受

けることを防止するとともに、本当に困っている人に

きめ細かな支援を行えるようになります。

怯マイナンバーは生涯変更されません

　番号が漏えいして、不正に使われる恐れがある場合

を除き、マイナンバーは一生変更されません。

怯マイナンバーコールセンターが設置されています

　マイナンバー（社会保障・税番号）制度に関するお問

い合わせはマイナンバーコールセンターまで

潤全国共通ナビダイヤル　緯０５７０（２０）０１７８

　受付時間　平日９時３０分～１７時３０分

　　　　　　（土・日・祝日・年末年始を除く）

　※通話料がかかります

 

　企画財政課企画係

　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは
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情報掲示板ワイド

後期高齢者医療制度と国民健康保険の保険証が変わります
お
知
ら
せ

　後期高齢者医療制度と国民健康保険の保険証（被保

険者証）は、年１回、８月１日に更新されます。

　７月下旬に新しい保険証がお手元に届きますので、

８月１日からは新しい保険証を医療機関に提示してく

ださい。

　なお、保険証の右上の有効期限が平成２７年７月３１日

と表示されている古い保険証は、８月１日以降に裁断

するなどしてから、廃棄してください。

 　保険健康課国保係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

国民健康保険に加入する７０～７４歳の人へ

　医療機関・薬局での自己負担割合を示す『高齢受給

者証』は、平成２６年中の所得に基づき、新しい自己負

担割合を示したものを保険証と一緒に交付しますの

で、８月１日からご使用ください。

①自己負担割合３割

　　国保に加入している７０～７４歳の人の所得が、現役並

　　みの所得である世帯の人

②自己負担割合２割

　　①以外の人で昭和１９年４月２日以降に生まれた人。

③自己負担割合１割

　　①、②以外の人。なお法定割合は２割ですが、７５歳

　　到達までは国の特例措置で１割となっています。

（注）後期高齢者医療制度の人は、保険証に自己負担割合

　　（１割または３割）が記載されていますので、ご確認

　　ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証を

　お持ちの人へ

　自分の自己負担限度額を医療機関に提示する『限度

額適用・標準負担額減額認定証』も更新されます。

潤後期高齢者医療制度

　　更新手続きは必要ありません。

　　保険証と一緒に送られてきます。

潤国民健康保険　

　　更新手続きが必要です。

　　８月になってから市役所１階保険健康課まで

　　お越しください。

橙　色　
７月３１日まで

革

後期保後期保険険証証

水　色　
８月１日から

ねずみ色または桃　色
７月３１日まで

革

国保保国保保険険証証

うぐいす色または黄　色
８月１日から

新しい保険証は、簡易書留で配付します。

鹿島市都市計画審議会の委員を募集します

　都市計画審議会とは、市の都市計画に関する事項に

ついて審議する機関です。今回、まちづくりに関心が

ある人のご意見を聞いて、今後の都市計画について反

映させるために委員を募集します。

募集人数　３人

募集資格

　①平成２７年４月１日現在で満２０歳以上の市民

　②市のまちづくりや都市計画に関心がある人

　③年２回程度、平日の昼間に開催される審議会に出

　　席できる人

※男女共同参画の推進のため、女性の積極的な参加を

　お願いします

任　　期　８月１日～平成２９年７月３１日（２年間）

報　　酬　１回につき５，０００円

応募方法

　申込書に必要事項を記入し、都市建設課へ持参、郵

送、FAX、電子メールのいずれかの方法で提出してく

ださい。

　なお、申込書は、都市建設課の窓口での受け取りか、

市ホームページからダウンロードできます。

募集期限　７月１７日（金）

選考方法　

　書類選考および必要に応じて面接審査を行い、結果

は後日、本人あてに通知します。

 　都市建設課都市計画係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは

募
　
集
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情報掲示板ワイド

　肝がんの原因の約８割がＢ型、Ｃ型肝炎ウイルスによる肝炎ですが、現在では、適切に肝炎治療を受けることで

肝がんを予防できるようになりました。県では次の４つの助成制度を用意しています。

～Ｂ型、Ｃ型肝炎の人へ～　肝がんを予防するため
検査・治療費助成制度をご利用ください！

お
知
ら
せ

怯契約医療機関でＢ型、Ｃ型肝炎ウイルス検査が無料

　で受けられます

対　　象　２０歳以上の県民で、一度も肝炎ウイルス検

　　　　　査を受けたことがない人

助成内容　問診および血液検査

※検査の助成については１９ページもご覧ください

怯精密検査費の助成

対　　象　２０歳以上の県民で、Ｂ型またはＣ型肝炎ウ

　　　　　イルス検査の結果が陽性の人

助成内容　精密検査費用のうち、自己負担割合に応じ

　　　　　た額（１割負担→１,７００円、２割負担→３,４００

　　　　　円、３割負担→５,０００円）を上限に助成

怯肝疾患定期検査費用の助成（年２回）

対　　象　２０歳以上の県民で、肝炎ウイルスの感染を原

　　　　　因とする慢性肝炎、肝硬変および肝がん患者

助成内容　

　住民税非課税世帯・・・・検査に要する医療費の自己負

　　　　　　　　　　　担額全額

　住民税課税世帯・・・・・・検査に要する医療費の自己負

　　　　　　　　　　　担額（上限５,０００円）

採 用 試 験 の 案 内
怯市民交流プラザ『かたらい』日日雇用職員
採用予定　日日雇用職員１人

雇用期間　８月１日～平成２８年３月３１日

　　　　　※次年度に継続して雇用する場合があります

勤務時間等　ローテーション勤務（年末年始を除く）

潤月～金曜日　　　９時３０分～１６時

潤土・日曜日・祝日　８時３０分～１７時

潤夜間　　　　　　１７時～２２時

事務内容　一般事務、施設管理など

応募締切　７月１０日（金）

選考方法　面接による選考　７月１６日（木）

応募方法等　募集要領を市民交流プラザ『かたらい』へ

　　　　　確認のうえ、専用履歴書で応募ください

 　市民交流プラザ『かたらい』

　　　　　緯０９５４（６３）３０３０

詳しくは

怯自衛官採用試験

　平成２７年度の自衛官採用試験を次の

とおり実施します。詳しくは下記に連絡

し、願書を取り寄せてください。

 　自衛隊武雄地域事務所

　　　　　緯０９５４（２３）８３０４

詳しくは

受付期間受験資格募集種目

８月１日～９月８日高卒（見込）で２１歳未満航空学生

８月１日～９月８日１８歳以上２７歳未満一般曹候補生

８月１日～９月８日１８歳以上２７歳未満自衛官候補生（女子）

年間通じて募集１８歳以上２７歳未満自衛官候補生（男子）

酒 酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒

怯肝炎治療費用の助成

対　　象　医療保険に加入している県民で、Ｂ型、Ｃ型肝炎ウイルスの根治を目的としたインターフェロンを含む

　　　　　抗ウイルス治療、ならびにＢ型肝炎で核酸アナログ製剤治療を希望し、認定協議会で認められた人

助成内容　１カ月の自己負担上限額は次のとおりです

　　　　　※ひと月当たり８万円程度の高額な治療費が、１万円か２万円になります。

助成期間　申請書類を提出した月の初日から１年間（延長や更新、２回目の利用が可能な場合もあります）

 　杵藤保健福祉事務所　緯０９５４（２２）２１０４詳しくは

自己負担限度額（月額）世帯全員の市町村民税（所得割）課税年額の合計額

２０，０００円２３５，０００円以上

１０，０００円２３５，０００円未満
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　７月８日（水）から１７日（金）までの１０日間、

『夏の交通安全県民運動』が実施されます。

　今年の人身事故は、高齢者が関係する事故が

約３割を占めており、そのうち、第１原因者は

高齢者が最も多いという特徴があります。この

他、鹿島市内では幼児が被害に遭うという人身

事故も発生しています。

 　総務課防災係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１３

詳しくは

夏 の 交 通 安 全 県 民 運 動
～守ろう交通ルール　高めよう交通マナー～

お
知
ら
せ

～　高齢者の皆さんへ　～

噛自分の運転・運動能力などを再認識し、体調に応じて安全

　な行動を実践しましょう

噛歩行中の事故が多いので、夕暮れどきや夜間は、目立つ服

　装、反射材を着用しましょう

噛車の直前直後の横断や、道路のななめ横断はやめましょう

～　運転者の皆さんへ　～

噛子どもや高齢者の近くでは減速・徐行を心がけ、事故防止

　に努めましょう

　市では各種基幹統計調査に従事していただける統計

調査員を募集しています。

※従事していただいた対価として報酬を支払います。

恭統計調査員の仕事の概要

　①調査員事務説明会に出席する。

　②担当する調査区の範囲と調査対象を確認する。

　③調査対象に調査票を配布し、記入の依頼をする。

　④調査対象を再度訪問し、記入された調査票を回収する。

　⑤回収した調査票を検査・整理する。

　⑥調査票など調査関係書類一式を市へ提出する。

※調査によって仕事内容は若干異なります。

恭統計調査員の仕事

　調査期間　調査により異なりますが、任命期間は

　　　　　　２カ月程度

　応募期間　登録制で随時受け付けています

　応募要件　２０歳以上の人で以下の要件を満たす人

　　　・責任を持って、調査事務を遂行できる人

　　　・秘密の保護に関し信頼のおける人

　　　・税務、警察および選挙に直接関係のない人

　　　・暴力団員または暴力団密接関係者でない人

　　　・その他、調査活動に支障のない人

 　企画財政課秘書広報係

　　　　　　　緯０９５４（６３）２１１４

申込・問合せ先

統計調査員を募集します
募
　
集

　市では、一定の行政活動をするときに守るべき共通のルールを条例で定めています。

その一部を改正し、次の事柄について新たに定めました。（平成２７年１０月１日から運用）

鹿島市行政手続条例の一部を改正しました
お
知
ら
せ

怯処分等の求め

　市民などが、法令や条例などに違反している事実を

発見したとき、市に対し申出書を提出して、適正な権

限行使（法律や条例に基づく処分や行政指導）を求め

ることができるようになります。

　市は調査を行い、必要な処分や行政指導を行います。

怯行政指導を行う根拠の明示　

　市が行政指導を行う際は、その相手方に根拠となる

法令や条例などの条項やその要件、理由を明示します。

怯行政指導の中止等の求め

　法律や条例に基づく行政指導を受けた者が、その行

政指導が法律や条例の要件に適合しないと思う場合に、

市に対し申出書を提出して、行政指導の中止などを求

めることができるようになります。

　市は調査を行い、行政指導の中止など必要な措置を

講じます。

 　総務課総務係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１３

詳しくは
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　経済的な理由などから保険料を納めることが困難な人には、申請により所得などに応じて下の表のとおり保険料

を免除する制度があります。

　引き続き７月からも免除の承認を受けたい、または新たに免除の承認を受けたい人は申請が必要です。なお、承認

期間は年度単位（７月から翌年の６月まで）となります。

栢平成２６年４月から法律が改正され、過去期間は申請時点から２年１カ月前までさかのぼって申請が可能になり

　ました。（例　平成２７年７月に申請した場合、平成２５年６月分までさかのぼって申請することができます。）

※ただし、すでに保険料が納付または前納されているときは、その月については免除されません。

申請資格　①前年の所得（１月から６月までに申請される場合は前々年所得）が一定額以下の人

　　　　　②失業や天災で保険料を納付できない人

 　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

全額免除３／４免除半額免除１／４免除

　　　　０円　３,９００円　７,８００円１１,６９０円
納付保険料

（平成２７年度）

年金額に

４／８が反映

年金額に

５／８が反映

年金額に

６／８が反映

年金額に

７／８が反映

老齢基礎年金を

受けるとき

国民年金の保険料を納めることが　　　　　
　　　　　できない人には免除制度があります

お
知
ら
せ

　国勢調査は、日本に住んでいるすべての人および世帯が対象です。

　日本の未来を考えるために欠くことのできない最新の人口・世帯の実態を明らか

にする重要な調査です。調査の結果は、さまざまな法令で使われるほか、社会福祉、

雇用対策、生活環境の整備など、私たちの暮らしのために役立てられます。

 　企画財政課秘書広報係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１４

詳しくは

平成2７年１０月１日　　　国勢調査を実施します　　　　

助成対象者　①身体障害者手帳１級～２級

　　　　　　②知能指数３５以下

　　　　　　③身体障害者手帳３級で、かつ知能指数

　　　　　　　５０以下

　　　　　　※助成には所得による制限があります。

　　　　　　※助成対象者で受給者証を持っていない

　　　　　　　人は、お問い合わせください。

　重度の心身障がい者の皆さんが、医療機関で診察を受けられた際に支払った医療費のうち、保険診療に係る自己

負担分から一月５００円を除いた金額を助成します。福祉事務所で受給資格証を発行しますので次のいずれかに該

当する人はご連絡ください。
更新手続き
　現在この助成を受給中の人は、毎年更新の手続きが

必要になります。この手続きをしないと８月受診分か

ら助成されませんのでご注意ください。

と　き　７月２４日（金）～３１日（金）

　　　　８時３０分～１７時１５分（土・日を除く）

ところ　福祉事務所（市役所１階）

その他　平成２７年１月１日時点で市外に住所があった

　　　　場合は、平成２７年度所得課税証明書の提出が

　　　　必要です。

受給中の人は更新をお忘れなく！！
－　 重度心身障害者医療費助成制度　 －

お
知
ら
せ

 　福祉事務所障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは
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大会テーマ　人権教育・啓発・まちづくりについての取り組みを学び、

　　　　　　自分にできることを考え、実践につなげていこう！

　　　　　　～　一人ひとりの思いや願いを大切に、より広く、より深く　～

佐賀県人権・同和教育研究大会（全体会）
が開催されます

お
知
ら
せ

と　　き　８月３日（月）１４時～１６時３０分

と　こ　ろ　佐賀市文化会館大ホール

記念講演　

　講　演　『連続大量差別はがき事件

　　　　　～被害者としての誇りをかけた闘い～』（仮題）

　講　師　浦本　誉至史さん

　　　　　（元部落解放同盟東京都連合会執行委員）

参　加　費　８００円（資料代含む）

※詳しくはホームページをご覧ください

 　佐賀県人権・同和教育研究協議会事務局

　　　　　緯０９５２（６２）６４３４

　　　　　http://sadokyo.juno.weblife.me

詳しくは

　鹿島市と交流を続けている韓国釜山外国語大学校

から禹　善花（ウ　ソナ）さんが行政実地研修のために、

鹿島市を訪れています。５月から３カ月間の短い期

間ですが、さまざまな経験をしていただき、鹿島市と

韓国の交流発展や鹿島市のＰＲにご協力いただいて

います。

　　　　　　 　企画財政課企画係

　　　　　　　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

　アンニョンハセヨ

　皆さん、お元気ですか。私は元気満々です。

　鹿島市に来てもう１カ月が経ちました。この１カ

月といえば、ガタリンピックが印象深いです。天候に

恵まれて大盛況のガタリンピックになったようで何

より嬉しいです。

　本当にガタリンピックは私にとって貴重な経験で

した。４日間、通訳として私の母校である釜山外国語

大学校の学生たちの世話をしたり（面倒を見たり）、こ

んなに大きなイベントにスタッフとして参加できた

ことは一生忘れられない体験になると思います。

　４日間の最後の日、釜山外大の学生が「来年もまた

参加したいです。」「楽しかったです。」と言ってくれ

詳しくは

てとてもやりがいを感じました。きっと学生にも楽

しい思い出になったのでしょうね。

　ガタリンピック以外にも、もう一つの貴重な経験を

しました。今年、北鹿島小学校が鹿島市と友好血縁を

結んでいる大韓民国 全羅南道 
チョルラナムド

 高興郡 の
コフングン

 大西 初等学校
テソ

との交流事業で韓国に訪問される予定になっており、

そのためのハングル事前勉強会のお手伝いに行った

ことです。本当に久しぶりに小学校に行きました。

皆元気いっぱいで見ているだけで私まで元気いっぱ

いになる気分でした。先生とハングルの勉強を一生

懸命にする皆さんは本当に可愛くてたまらなかった

です。別れるときに「トマンナヨ（また会いましょ

う）」と韓国語で挨拶してくれて嬉しかったです。

　鹿島市での１カ月は本当にあっという間でした。

これからの２カ月も貴重な経験ができるよう、頑張っ

ていろいろ勉強したいと思っていますので、皆さん残

り２カ月間よろしくお願いします概

【６月８日寄稿】

※北鹿島小学校の韓国訪問は、８月の予定でしたが、
　韓国でのMERS感染拡大のため、延期になりました

寓寓ガタリンピックへの参加のため、鹿島市を訪ガタリンピックへの参加のため、鹿島市を訪れれ
た釜山外国語大学校の皆さ　た釜山外国語大学校の皆さんん

寓寓ハングル事前勉強会のお手伝いをさせていただきましたハングル事前勉強会のお手伝いをさせていただきました。。
　みんな元気いっぱい、韓国を楽しんできてね～みんな元気いっぱい、韓国を楽しんできてね～！！
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８月から介護保険の
利用者負担が変わります！

　利用者負担が２割となるのは、合計所得額※が年額１６０万（年金収入のみなら２８０万円）以上の人です。

　ただし、世帯内の６５歳以上の人の年金収入等とその他の合計所得金額※の合計が単身で２８０万円未満、2人

以上で３４６万円未満の人は１割負担のままです。

一定以上の所得がある人は利用者負担が２割になります

栢合計所得額※・・・収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の

　　　　　　　　　　控除をする前の所得金額

 　杵藤地区介護保険事務所給付係　緯０９５４（６９）８２２１

　　　　　http://www.kitou-web.jp/kaigo/

　　　　　市保険健康課長寿社会係　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

澗

監

環

看

潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅

潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

怯宅地内での漏水

　水道メーターより先の宅地や施設内で、故障や漏水

を発見したときは、個人負担で修繕が必要です。

　修繕をするときは、市が指定する『鹿島市指定給水

装置工事事業者』に依頼してください。

　また、漏水の程度や内容によっては水道料金の減額

の対象となる場合があります。

怯路上での漏水

　お手数ですが水道課までご連絡ください。

　水道本管での漏水は水道水への影響だけでなく、道

路の陥没など大きな事故につながる可能性がありま

す。皆さんのご協力をお願いします。

 　水道課管理係

　　　　　緯０９５４（６２）３７１８

詳しくは

水道の漏水を発見したら…

介 護 保 険

罪
昨

財
財
財

１割負担

２割負担罪 昨財財財財下記以外の場合

同一世帯の６５歳以上の人

の年金収入＋

その他の合計所得金額※

単　　身：２８０万円未満

２人以上：３４６万円未満

本人の合計所得金額※

１６０万円以上

本人の合計所得金額※

１６０万円未満
罪 昨財財財財財財財財財財財財財

罪
昨財

罪

昨
財財　

６５歳

以上の人

罪
昨財

罪

昨
財財

負担割合証をサービス事業者に提示する必要があります

　要介護または要支援の認定を受けた人全員に、利用者負担割合（１割または２割）を記載した『介護保険負担割

合証』を送付します。介護保険サービスを利用する際は、必ずサービス事業者に提示してください。

　潤すでに認定を受けている人は、7月中旬ごろに個別に送付する予定です

　潤所得更正や世帯構成の変更により負担割合が変更となった場合は、負担割合証を差し替えます



広報かしま　Ｈ２７(２０１５).７.111

　内閣府の調査によると近年の自

殺者数の推移は、平成２１年中の

３２,８４５人をピークに減少傾

向にあるものの、平成２６年中は

２５,４２７人とまだまだ多い状

況にあります。また、世界では、

紛争による殺りくや地震、台風な

どの自然災害により多くの命が奪

われています。

　それぞれに要因や防ぎようのな

い状況があるかもしれません。病

気による長期の療養生活に希望が

持てないとか、経済的に困窮し生

活が苦しいなど自殺の原因もさま

ざまでしょう。戦争も一人ひとり

の力では、避けることのできない

問題かもしれませんが、『戦争は、

最大の人権侵害』だとも言われて

います。

　しかしながら、世の中には、奪

われてよい命はひとつとしてあり

ません。そして多くの人がさまざ

まな境遇の中で、懸命に生きてい

るのも実情です。

　ある本に『命は大切です。と百

回言うより、私は、あなたの命が

大切です。あなたに死なれたら私

が困ります。』という文章がありま

した。そのことは、一般論を百回

唱えるよりも、相手に寄り添い、

きちんと向き合うことの重要性を

感じました。

　人生は、山あり谷ありとよく例

えられます。その山を乗り越える

には、自分自身の力も必要ですが、

身近な周りの人たちの支えによる

ことも大きいのではないでしょう

か。

　人と人の間で生きている人間は、

さまざまな人間関係の中で、それ

ぞれの思いを抱きながら暮らして

います。よりよい人間関係を築い

ていくことも、豊かな人生を過ご

していくには、大切なことの一つ

ではないでしょうか。

いのちについて考える
～よりよく生きるために～

噛ご意見などをお寄せください　人権・同和対策課　緯０９５４（６３）２１２６

　回収されなかったごみ袋
怯ごみステーションに出したごみ袋に『違反ステッカー（赤色）』が貼ってあったけど、

　どうしたらいいの？

　『違反ステッカー（赤色）』に書いてある違反事項を改善できたら、ステッカーにマジックなどで『×』と書いて、

次のごみ出しの日に、そのごみ袋を使うことができます。ごみの分別やごみ出しのマナーへのご理解とご協力をお

願いします。

このゴミどの袋・人権の輪

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

No.１２２

興　ごみ出しチェックポイント　興

潤分別ができていますか？他のごみが混ざっていませんか？

潤地区名、氏名は書いていますか？

潤指定袋は正しいですか？

潤収集日は正しいですか？時間はその日の朝８時までに出しま

　したか？

潤１度に大量のごみを出していませんか？

潤家電リサイクル品（洗濯機・冷蔵庫など）は収集しません

　（家電の販売店でリサイクル料を負担のうえ処分してください）

潤ペットボトル、プラスチック類、ビン類などは洗浄して出し

　ましたか？

潤ペットボトル、ビン類などはキャップやふたをはずして出し

　ましたか？

寓違反を解消したら『×』を書いて出せます
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“Give the benefit of the doubt”
この熟語は、「（人を）信用することにする」という意味です。

使い方は、誰か悪いことをしたとき、すぐに判断せずに一応信用することです。

今月のキーフレーズ

№１１５

こんなときこのひとこと、学校だより

　当校は、２００㎡ の学校田、５５０㎡ の

学校畑、１００㎡ の学校園、３４,６００㎡ の

学校林を所有しています。そこには毎

年、餅米・じゃが芋・玉葱などを育て

たり、梅・ブルーベリー・柿・栗など

が実を付けたりするなど、季節ごとの

収穫がみられます。

　今年も６月２日、５年生３４人が

『総合的な学習の時間』の一環として、

梅の収穫を行いました。

【児童の作文】　…… 天気予報では、

１ミリ降る雨だと言っていた。出発し

て１０分ぐらいで梅林に着いた。梅を

取るのに夢中になった。本当は梅は苦

手なのに……。なぜか知らないけど夢

中になっている。その時だった。「ポ

ツン、ポツン、ポツン」と雨が降って

きた。だけど、小雨で帰らんばという

ほどの雨ではなく助かった。木に登っ

てとるほどの楽しさと嬉しさに満ちて

いた。……

　収穫量は６０㎏ とたくさんの恵み

となりました。収穫した梅がおかれた

家庭科室の中は、あまい桃のようなに

おいが漂い、初夏を感じました。後で

その梅は、梅ジュースに形を変え、子

供たちの夏ばて用の飲み物となったり、

これからの鹿島療育園との交流会のプ

レゼントとなったりして、学習を深め

る材料として活躍していきます。

　能古見っ子は、このように地域の自

然を生かして豊かになります。これか

らも、学力向上だけでなく、ふるさと

学習にも力を入れ、学校目標である

『能古見大好き・共生きチーム』に

なってくれるでしょう。

能古見小学校

校学 だ よ り

No.２１８

梅 ち ぎ り

（リ　サ）彼女を信用することにしたいけど、他の人が、

　　　　彼女が私のサンドイッチを盗むとこを見たと

　　　　言ったよ。

（ピーター）でも、その人はどのサンドイッチが誰のか

　　　　知ってるのかな？ハッ！

Lisa:

Peter:

I want to give her the benefit of the doubt, but 
some other people said they saw her taking my 
sandwich from the refrigerator.
But do they know which sandwich is which? Ha!

（ア　ル）彼がグラスパネルを壊したなんて信じられな

　　　　い！してないと言ったけど、彼の責任だよ。

（エイミー）まあ、彼を信用することにしましょう。他の手

　　　　伝いの人が壊したんじゃないかな。

Al:

Amy:

I can't believe the broke the glass panel! He said 
he didn't do it, but he was responsible for it.
Well, let's give him the benefit of the doubt. 
Maybe one of the other helpers broke it.

タイラー先生

四Filipino Words四
（フィリピンの言葉（タガログ語））

 Magkano ? : いくら？
マッカーノ

 mahal  : 高い
マハル

 pera  : お金
ペラ

 mura  : 安い
ムラ
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鹿島商工会議所が表彰を受けました

　鹿島商工会議所が平成２０年度から取り

組んでいるジョブ・カード制度推進事業を評

価され、日本商工会議所から事業活動表彰を

受けられました。

　ジョブ・カード制度とは経験の少ない人が

正社員となることを目指して、職業訓練や就

職活動を支援する制度です。鹿島商工会議

所の非常に高い実績が認められた初めての

受賞で、訓練生を正規雇用した企業からも高い評価を得られています。

 　鹿島商工会議所　緯０９５４（６３）３２３１問合せ先

受賞者紹介

５月２６日

佐賀市文化会館で開かれた佐

賀県食生活改善推進協議会総

会で、鹿島市行成の山口末子さ

んが会長表彰を受賞されまし

た。

おめでとうございます。

山口　末子さん

優勝　龍宿浦チーム

５月１１日～２５日

市民球場で壮年ナイターソフ

トボール大会が、９チームの

参加で開催されました。日ご

ろ顔を合わせない地区との対

戦で緊迫した中、珍プレー、好

プレーも続出し、大変盛り上

がりました。

優勝は龍宿浦チーム、２位は

納富分チーム、３位は音成

チームでした。

壮年ナイターソフトボール大会

おかげで公園もスッキリきれいに

　６月４日、鹿島市シルバー人材セン

ターの皆さんが、中川公園、二本松通

り児童遊園などのボランティア清掃作

業を行いました。

　この奉仕作業は、地域への奉仕活動

として、市内の公共施設を対象に、毎

年春と秋の２回行っていただいており、

センター会員の皆さん約１００人が、

公園内の樹木の剪定や草刈りなどを行

いました。皆さんありがとうございました。

鹿島実高と中心商店街が、花いっぱい運動を開催

　６月６日、鹿島実業高等学校の生徒・ＰＴ

Ａ・先生による『花ボラ』と中心商店街の合

同で、『まちなか花いっぱい運動』が開催され

ました。

　集まった鹿島実高の生徒約１２０人、商店

街関係者３０人の参加者は、鹿島駅前から商

店街一帯の除草と清掃活動に加え、公園の花壇やお店の前のプランターに花を植

えました。

　例年２回の作業を行い、今回は、うれしの特別支援学校で栽培されたマリー

ゴールドなどを含む４５０本の花苗を植え込みました。今後は各商店が管理をし、

花を咲かせ続ける秋まで商店街に彩を与えてくれます。
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エイブルからのお知らせなど

潤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！

年　会　費　１,０００円／年

　　　　　（高校生以下５００円）

入会特典　「えいぶる事業」でチケット

　　　　　代金の割引、先行予約など

　　　　　が受けられます。

 　

　鹿島市民立生涯学習・文化振興財団

　緯０９５４（６３）２１３８

　姉０９５４（６３）３４２４

　HP　http://kashima-able.com/

詳しくは

に行ってみよう

～ 文 様 の 展 開 ～

　今回は染色家で、人

間国宝の鈴田滋人さん

の作品展示です。

　鈴田さんがモチーフ

とじっくり向き合って

図案化した、文様の面

白さや空間美などをご

堪能ください。

展　　示　９月２７日（日）まで

　前　　期　木版摺更紗の着物と帯

　後　　期　木版摺更紗の額と小物類

※ご本人によるギャラリートークは、８月

　下旬ごろ開催予定です

図書館からのお知らせ市　民
図書館

【天の川お星さまおはなし会】

　読み聞かせボランティアの皆さんによる夏の特大おはなし会です。

　前半は小さい子ども向けのおはなしです。宇宙科学館のイベント

紹介もあります。（事前申込不要、どなたでも参加できます）

と　　き　７月５日（日）　１０時～１２時

と　こ　ろ　エイブル１階　保健センター内いきいきルーム

７０年前の８月、ヒロシマ・ナガサキが遺した、いのちを見つめた言葉たち。

６人の女優が、遺された言葉を朗読します。

一緒に舞台で朗読する中高校生も、エイブル事務局で募集しています。

　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

受 講 料と こ ろ開 講 期 間講　師定員講　座　名

無　料
対　象　小学生
申込先　図書館

市干潟展望館
８月１日（土）

１０時～１２時藤井　直紀さん
（佐賀大学低平地沿岸
海域研究センター）

中村　安弘さん
（市干潟展望館）

２０人
もっと知りたい！
有明海の不思議
（子ども向けコース）

公

開

講

座 無　料市干潟展望館
８月１日（土）

１３時～１５時
２０人

もっと知りたい！
有明海の不思議
（大人向けコース）

 鈴田 　
す ず た

 滋人 　展
し げ と床　の　間

コーナー

▲鈴田　滋人さん

女優たちによる朗読　夏の雲は忘れない
ヒロシマ・ナガサキ　一九四五年

第４回

えいぶる事業

【読書感想文の書き方のコツ教えます！】

　おすすめ本の紹介と文章の書き方のコツを教えます。夏休みの宿

題に活かしませんか。※当日、会場で読書感想文は書きません

講　　師　瀬戸口直子さん、永池まち子さん、諸藤文子さん

申込方法　７月１１日（土）９時３０分から電話、カウンター受付（先着順）

 　市民図書館 緯０９５４（６３）４３４３申込・問合せ先

定　員日　　時会　場

６０人７月３０日（木）１０時～１２時（図書館は休館日）図 書 館

４５人８月４日（火）１０時～１２時のごみふれあい楽習館

と　　き　８月２２日（土）

　　　　　１８時開場

　　　　　１８時３０分開演

と　こ　ろ　エイブルホール

前　売　り　大　　人　３,０００円

（発売中）　高校生以下　１,５００円

※エイブル倶楽部会員は５００円引き、

　当日券は５００円増し

※車イス席有り、事前にお申し込み

　ください

※未就学児の入場不可

　（託児有り、８月１１日（火）までに

　お申し込みください）

大橋　芳枝 大原　ますみ 長内　美那子

日色　ともゑ 柳川　慶子 山口　果林
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　楽しい夏休みの計画はお決まりで

すか？近場で家族で楽しめる場所と

いえば『奥平谷キャンプ場』。バー

ベキューの道具などはレンタルでき、

そうめん流しの台は無料で使えます。

　利用するには予約が必要です。空

室状況は、市のホームページで確認

できます。

利用期間

潤夏休み期間は木～日曜日および

　お盆期間の宿泊可。

潤夏休み期間以外は土曜・祝前日の

　宿泊のみ。

※日帰りの利用は半額となります

バンガロー（６人用から２０人用)

　　　　１棟　 2,200円～７,３５0円

コテージ（１０人用）１棟12,430円

 　商工観光課（平日のみ）

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

 

　７月１日から県下一斉に『社会を

明るくする運動』が始まりました。

　この運動は、青少年の非行をなく

し、明るい社会を築いていこうとい

う県民運動の一つです。非行のない

安全・安心な社会を築いていくため

にも、地域ぐるみで親子の話し合い

を持ちましょう。

　市でもさまざまな『社会を明るく

する運動』の行事を開催します。皆

さんのご理解とご参加をお願いしま

す。

 　生涯学習課社会教育係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

おお知知ららせせ
夏休みは

奥平谷キャンプ場へ

詳しくは

社会を明るくする運動
にご協力を

詳しくは

 

　有明海と森林の保全のために、河

川の上流部に広葉樹を植樹する『海

の森』づくりも今年度で２２年目と

なりました。下刈りは植樹した樹木

が大きく育つために、重要な作業で

す。今回は、昨年３月に植樹した柳

坂市有林で行います。

と　　き　８月１日（土）※雨天中止

　　　　　８時集合・出発（市役所前）

　　　　　１２時解散予定

と　こ　ろ　柳坂市有林（バスで移動）

持　参　品　草刈鎌、軍手、タオル、

　　　　　水筒、帽子

※飲み物などはこちらでも用意します。

 　農林水産課農山漁村係

　　　　　緯０９５４(６３)３４１３

 

　県農業公社は、担い手が農地を借

り受けて、農業経営規模の拡大や集

積を図ることで農地の利用効率化を

進めるため、農地の借り受け・貸し

付け希望者を募集しています。

応募締切（借受希望）　８月７日（金）

※貸し付けの申し出は随時受け付けています

応募方法　直接・郵送・FAX・メール

応募・問合せ先（移転後）

　〒８４９－０９２５

　佐賀市八丁畷町８－１佐賀総合庁舎４階

　佐賀県農業公社

　緯０９５２（２０）１５９０

　姉０９５２（２０）１６０５

　http://saga-agri.or.jp

 　市農林水産課農政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

　　　　　姉０９５４（６３）２３１３

海の森　下刈り作業
に参加しませんか

詳しくは

農地中間管理事業希望者募集
と公社移転のお知らせ

詳しくは

 

　世帯主名や会社名などの変更が

あって、水道使用者の名義が変わる

とき（引き続き水道をお使いになる

場合も）は水道課窓口での手続きが

必要です。

 　水道課管理係

　　　　　緯０９５４（６２）３７１８

 

恭夏の作業もおまかせください

　『農作業』『草払い、草取り』『庭

木剪定』『家事』『網戸・襖張り替え』

『はがき書き』など。

恭家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉

のチップ（ＥＭ入り）はいかがですか

　『袋詰め』やトラック『バラ積み』

で販売しています。

恭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　７月１６日（木）８時３０分～

　　　　※当日ご都合がつかない人は、

　　　　　前日までにセンターへ。

恭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　７月１６日（木）９時３０分～

ところ　シルバー人材センター

 　シルバー人材センター

　　　　　緯０９５４（６３）０９７０

水道に関する手続きは
お忘れなく

詳しくは

暑中お見舞い申し上げます
シルバー人材センター

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ

潤市税集合徴収分
潤介護保険料
潤後期高齢者医療保険料の

第２期の口座振替日は

７月３１日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

　平成２７年５月分市長交際費の支出状況を公表します。

 　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

支出の相手方、行事名支出金額支出日区　分

鹿島商工会議所女性会通常総会５，０００円５月１５日

祝　儀 鹿島機械金属工業会総会５，０００円５月２６日

藤津鹿島地区医師会総会５，０００円５月２７日
かし丸プチタオル
（ラムサール条約締約国会議時PR用）

７，８００円５月２９日接　遇

４月からの累計　３１,８００円２２，８００円合　計

平成２７年５月市長交際費支出状況表
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　今年のサマージャンボ宝くじの賞

金は、史上最高額の１等・前後賞合

わせて７億円です。サマージャンボ

ミニ７０００万も同時発売です。こ

の宝くじの収益金は市町村の明るく

住みよいまちづくりに使われます。

と　　き　７月８日（水）～３１日（金）

抽　選　日　８月１１日（火）

 　佐賀県市町村振興協会

　　　　　緯０９５２（２５）１９１３

 

　長崎税関では、皆さんからの『密

輸に関する情報』の提供を常時お願

いしており、密輸摘発の貴重な手掛

かりとなっています。『不審な話』や

『うわさ』を耳にしたら、税関まで

ご連絡ください。

愚密輸フリーダイヤル

　緯０１２０（４６１）９６１

※税関ホームページ

　http://www.customs.go.jp/nagasaki/

 　長崎税関広報広聴官

　　　　　緯０９５（８２８）８６０６

 

対　象　者　４０歳までの人

採用予定　２人

受付締切　８月２０日（木）

採用予定　平成２７年１１月

※詳しくはホームページをご覧ください

　http://www.sagakeiba.net/

 　佐賀県競馬組合

　　　　　緯０９４２（８３）４５３８

今年の夏は
史上最高７億円

詳しくは

長崎税関からのお知らせ

詳しくは

佐賀県競馬組合
職員採用試験のお知らせ

詳しくは

 

　７・８月で６５歳になる人を対象

に介護保険の制度説明会を開催しま

す。皆さん、ぜひご参加ください。

と　き　７月２３日（木）１４時～

ところ　市民会館１階第４会議室

 　杵藤地区介護保険事務所

　　　　　緯０９５４（６９）８２２２

 

 

　豊かな海有明海で育まれた鹿島産

水産物に関する講演会と、調理レシ

ピを学ぶ試食会を開催します。

と　　き　８月２２日（土）１０時～１２時

と　こ　ろ　漁協鹿島市支所（浜漁港内）

参　加　費　無料

応募締切　７月３１日（金）

※応募者多数の場合は抽選

 　漁協鹿島市支所

　　　　　緯０９５４（６３）３７１０

　　　　　市農林水産課農山漁村係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

 

と　き　７月９日～８月２７日　計７回

　　　　８月１３日を除く毎週木曜日

　　　　１９時４５分～２０時４５分

ところ　七浦海浜スポーツ公園プール

定　員　一般男女３０人

指導者　草野晶子さん

参加費　３,０００円（保険料含む）

 　鹿島市体育協会事務局　

　　　　　緯０９５４（６２）３３７９

介護保険制度説明会を
開催します

詳しくは

講講習習会会・・教教室室
風味豊かな鹿島産水産物
を味わう会を開催します

詳しくは

水中ウォーキング教室
受講生募集

詳しくは

 

　郷土の歴史について、毎月発表や

見学を行っています。一緒にふるさ

との歴史を楽しみませんか。

時　間　１３時３０分～１５時

ところ　田澤記念館（城内）

資料代　２００円(入場無料)

日程・内容・講師

噛７月２日（木）

　演題　江戸時代の大名家臣の社会構造

　講師　西岡紘一郎さん

　　　　（史談会会員　西岡内科クリニック院長)

噛８月６日（木）

　演題　鹿島が生んだ文人画人天龍

　　　　道人の概略

　講師　松尾和義さん（史談会会員）

噛９月３日（木）

　演題　志田焼の起源について

　講師　青木克巳さん

　　　　（史談会会員　志田焼の里博物館館長）

 　鹿島史談会事務局　杉谷

　　　　　緯０９５４（６３）２４８７

 

　運動不足で運動を習慣づけたい人、

家でもできる簡単なストレッチを教

えてほしい人など、いつまでも元気

で若々しく過ごすために、皆と一緒

に楽しく体を動かしてみませんか？

と　　き　７月７日～９月２２日

　　　　　毎週火曜日（７月２１・２８日を除く）

　　　　　１０時～１１時

と　こ　ろ　エイブル２階和室

内　　容　ストレッチ、エクササイズなど

参　加　費　５００円/回

　　　　　※初回無料体験あり

持　参　品　飲み物、タオル

※申し込み不要（見学自由）、どなた

　でも参加できます

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

鹿島史談会
鹿島の歴史講座

詳しくは

介護予防運動教室
（運動サークル）のご案内

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ・講習会・教室

　子育て世帯臨時特例給付金の申

請期限は８月３１日です。

　該当する人はお急ぎください。

※詳しくは市ホームページで『子育て世

　帯臨時特例給付金』を検索ください

 　福祉事務所社会福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

澗

監

環

看

潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅

潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅
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甘
甘
甘
甘
甘
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甘
甘
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甘
甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
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怯節電のご協力のお願い

　お客さまの生活・健康や生産・

経済活動に支障のない範囲で、可

能な限り、節電にご協力をお願い

します。

期　間　９月３０日までの平日　　

　　　　※８月１３日・１４日を除く

時間帯　９時～２０時

 　九州電力㈱武雄営業所

　　　　　緯０１２０（９８６）３０４

詳しくは

怯台風時の停電情報をチェック！

　台風による停電時は、電話がつ

ながりにくくなることがあります。

非常災害時の停電情報は下のホー

ムページでもご確認できます。

　また、あらかじめ登録された携

帯電話にはメールを配信します。

※詳しくはホームページをご覧ください

【携帯電話】http://kyuden.jp

【パソコン】http://www.kyuden.co.jp

九州電力からのお願いとお知らせ
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　親子で朝ごはんにピッタリ！１プ

レートレシピ♪を一緒に作ってみま

せんか。おじいちゃんおばあちゃん

との参加も歓迎。

と　　き　７月３１日（金）９時～１２時

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

参　加　費　１５０円／１人

定　　員　２４人（先着順）

持　参　品　エプロン・三角巾（バンダナ）

　　　　　・マスク・はし・上履き

申込期間　７月２日（木）～１０日（金）

　　　　　※土日を除く８時３０分～１７時

 　市立学校給食センター　

　　　　　緯０９５４（６３）２４５３

 

　いのちを育む食べ物や有機栽培技

術に関心のある人などを対象に研修

会を開催します。

と　　き　７月１６日（木）

　　　　　１３時３０分～１６時

と　こ　ろ　産業活性化施設『海道しるべ』

参　加　費　３００円（資料代含む）

　　　　　※会員は無料

講　　師　県農業試験研究センター職員

 　食彩かしま　中牟田

　　　　　緯０９５４（６３）２８１６

 

　認知症の知識や対応の方法などを

分かりやすく説明します。認知症の

人やその家族を温かく見守る『認知

症サポーター』になりませんか？

と　　き　７月１７日（金）

　　　　　１９時～２０時３０分

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階

参　加　費　無料

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

親子料理教室に
参加しませんか

詳しくは

有機栽培技術による
作物栽培研修会のご案内

詳しくは

認知症サポーター
養成講座

詳しくは

 

　レベルに応じて指導します。

レベル分け

　初級　水慣れ、顔付け、バタ足

　中級　正しいフォームで２５ｍ泳ぐ

　上級　背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ

と　き　７月２７日（月）～８月１日（土）

　　　　１６時３０分～１７時３０分

ところ　鹿島小学校プール

対　象　市内小学生の全学年

参加費　３,０００円（保険料含む）

指導者　市水泳連盟会員

 　鹿島市水泳連盟　吉田　

　　　　　緯０９０（８３９５）９４０３

 

 

　鹿島の夏の風物詩、納涼花火大会

を開催します。夜空をたくさんの花

火が彩ります。夏の思い出に、ぜひ

お越しください。

と　　き　８月１２日（水）２０時～

　　　　　※雨天順延

打上場所　鹿島川河口付近

　　　　　（北鹿島富山籠海岸）

※詳しくは広報かしま８月号に掲載します

 　花火大会事務局

　　　　　（肥前浜駅内）

　　　　　緯０９５４（６２）０１０２

 

と　　き　８月１日（土）

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社周辺

内　　容

　胸祭典　１１時～

　胸若草保育園児アトラクション

　胸祐徳おどり大会　１９時～（予定）

　胸鯉つかみ　　胸門前マルシェ

※かき氷フェア同時開催中

 　鹿島市観光協会

　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

夏休みの
短期水泳教室

詳しくは

イイベベンントト

鹿島納涼花火大会

詳しくは

恒例　祐徳夏まつり

詳しくは

 

　夏の風物詩“浜祇園祭”がやって

来ました。浜町一円で奉納踊子、野

畠面浮立、東部中吹奏楽部、子供み

こしが町を練り歩きます。

と　　き　７月１３日（月）・１５日（水）

と　こ　ろ　浜町・古枝大村方区一帯

 　浜公民館

　　　　　緯０９５４（６２）２５３４

 

　『日本青年教育

の父』田澤 義鋪 先
よしはる

生の生誕１３０年

を祝し、偉業を顧

み学ぶため、『活

力と魅力溢れる故

郷を～田澤精神に

学ぶ～』をテーマに記念大会を開催

します。

と　　き　７月２５日（土）受付１３時

　　　　　１３時３０分～１７時４５分

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　容　潤映画『次郎物語』上映

　　　　　潤意見発表

　　　　　潤芸能発表

入　場　料　無料

怯パネル展も開催

と　　き　７月１４日（火）～３１日（金）

と　こ　ろ　エイブルエントランス

 　田澤記念館

　　　　　緯０９５４（６３）１６２２

 

狂藤原道山×SINSKE『星月夜』　

　５日（日）１８時～　エイブルホール

狂就活講座　ハローワーク鹿島

　１５日（水）１３時１５分～１４時３０分　要予約

　ジョブカフェSAGA緯０９５２（２７）１８７０

狂第１学期終業式　

　１７日（金）　市内小中学校

狂肥前浜宿まちなみ活用委員会

　２３日（木）１９時３０分～　継場（八宿）

浜 祇園 祭
ぎおん

詳しくは

田澤義鋪生誕１３０年
記念大会開催

詳しくは

その他のイベント

情報掲示板　愚　講習会・教室・イベント

澗

監

環

看
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佐賀いのちの電話　緯０９５２（３４）４３４３（２４時間）
夜間相談電話　　　緯０１２０（４００）３３７（毎日１時～７時）
全国一斉相談電話　緯０１２０（７３８）５５６（毎月１０日８時～１１日８時）

佐賀いのちの電話　～ひとりで悩まないで電話してください～

お詫びと訂正

平成２７年６月号１４ページ『健

康づくり教室参加者募集！』の開

催場所に誤りがありましたので、

お詫びして訂正します。

【誤】のごみふれあい楽習館体育館

【正】北鹿島体育館
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狂無料法律相談（市民優先）

　９日（木）市民会館１階

　受付１３時～１４時（先着１０人）１３時３０分開始

　２３日（木）市民会館１階

　受付９時３０分～１０時３０分（先着６人）１０時開始

狂成人健康相談　保健センター

　１日（水）９時３０分～１０時３０分

狂消費生活相談　市民会館１階サロン

　毎週月・金曜日（祝日・振休を除く）

　９時３０分～１２時、１３時～１６時

狂厚生年金・国民年金相談　

　市民会館１階サロン

　７・２１日（火）１０時～１２時、１３時～１５時

　要予約　市民課緯（６３）２１１７

狂こころの健康相談（臨床心理士対応）

　１５日（水）９時３０分～１２時

　市民会館２階第５会議室

　要予約　福祉事務所緯（６３）２１１９

狂発達障害児（者）専門相談　

市役所５階第７会議室

　２８日（火）１０時～１６時　要予約

　NPO法人それいゆ緯０９０（６２９６）７５５０

狂鍼 　  灸     マッサージ無料健康相談
しんきゅう

保健センター

　１２日（日）１０時～１５時

狂土地・建物に関する無料相談所　

市民会館１階サロン

　２８日（火）１３時３０分～１６時３０分

狂生活自立支援相談（予約優先）　

　市民交流プラザかたらい３階

　月曜日～金曜日９時～１７時

　生活自立支援センター（社会福祉協議会内）

緯（６２）２４４７

狂行政・人権・心配ごと相談　

　市民交流プラザかたらい３階

　８・２２日（水）１０時～１２時、１３時～１５時

　社会福祉協議会緯（６２）２４４７

相相 談談  

 

怯鹿島おどり参加者募集中！

　今年も鹿島が熱く燃える季節が

やってきました。おどりの参加者・

団体を募集します。

と　　き　８月７日（金）・８日（土）

　　　　　１９時～

参　加　費　１人２００円（１８歳以上）

　　　　　※うちわ付き

参加条件　３曲ともに踊ることがで

　　　　　き、練習に参加した団体

申込期限　７月１０日（金）※先着順

　　　　　※土・日・祝日を除く

怯子どもおどりも募集中です！

と　　き　８月８日（土）

　　　　　１７時３０分～１８時３０分

集　　合　１７時　本部テント前

参　加　費　無料

申込期限　７月２１日（火）

※子どもおどりは鹿島一声浮立１曲です

 　鹿島おどり実行委員会事務局

　　　　　緯０９５４（６２）０１０２

 

　日本遺族会では、戦没者の遺児を

対象に旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行

うとともに同地域の住民と友好親善

を目的とする慰霊友好親善事業を実

施しています。本年度は１３地域が

対象です。

参　加　費　１０万円

 　佐賀県遺族会

　　　　　緯０９５２（２３）４４９０

募募 集集
ヤッサ！ヤッサ！

鹿島おどり参加者募集！

詳しくは

戦没者遺児による慰霊友好
親善事業の参加者募集

詳しくは

 

　大自然に囲まれながら『木工教室』

『そうめん流し』『川遊び』『スイカ割

り』『野鳥の勉強会』などイベント盛り

だくさん！昆虫や魚もたくさんいる

よ！家族みんなで参加しませんか？

と　　き　８月９日（日）

　　　　　９時３０分～１６時

と　こ　ろ　自然の館『ひらたに』

参　加　費　子ども　１,２００円

　　　　　大　人　１,５００円

定　　員　先着２０組

持　参　品　タオル・水着・虫取り網・

　　　　　レジャーシートなど

※雨天時は行程を変更する場合があります

 

　自然の館『ひらたに』

　緯０９５４（６４）２５７９

 

　

 

対　象　者　求職者

入　所　日　１０月２日（金）

訓練期間　６カ月

受　講　料　無料　※要テキスト代

申　込　先　ハローワーク鹿島

※模擬体験などできる『施設・見学

　説明会』を毎月実施しています

 　ポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

夏休み親子自然体験
『のんびり自然塾』参加者募集

申込・問合せ先

平成２７年１０月期
職業訓練受講生募集

定員募集訓練科

１５機 械 ・ CAD 技 術 科

１５板 金 ・ 溶 接 施 工 科

１８電 気 設 備 施 工 科

１８住宅リフォーム技術科

２４建 築 Ｃ Ａ Ｄ 科

詳しくは

情報掲示板　愚　相談・募集

愚転倒などによるけがを防ぐために

　降車の際は、バスが停留所に着いて扉が開いてから席を

お立ちください。また、立ったまま乗車される場合は、つ

り革や握り棒をしっかり握ってください。

愚高速道路を通行するバスは

　シートベルト着用が法律で義務付けられています。ご協

力をよろしくお願いします。

 　佐賀県バス・タクシー協会

　　　　　緯０９５２（３１）２３４１

詳しくは

バス車内事故防止キャンペーバス車内事故防止キャンペーンン
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 　鹿島市保健センター

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

熱中症に注意しましょ熱中症に注意しましょうう

　熱中症は夏の暑い日だけに起こるとは限りません。

　梅雨明けしたばかりのころや、前日に比べ気温が急

に上昇した日は、体が暑さに慣れていないため、熱中

症になりやすくなります。特に、体温調節が十分でな

い子どもや高齢の人は注意しましょう。

予防法

・こまめに水分補給をしましょう。

・衣服は軽く、通気性・吸湿性のよい素材のものを選

　びましょう。外出時は帽子や日傘で直射日光を防ぎ

　ましょう。

・部屋の風通しをよくし、暑さがこもらないようにし

　ましょう。

・食事と十分な睡眠で体調を整えましょう。

　毎月１９日は、『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では６月から、料理教室を

開いています。どなたでも参加できますので、参加希

望の人は保健センターまでお申込ください。

と　　き　７月１９日（日）１０時～１４時３０分

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

申込締切　開催日の１週間前

会　　費　３００円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾

食改さんの料理教食改さんの料理教室室

日曜日に肝炎ウイルス検査を受けることができま日曜日に肝炎ウイルス検査を受けることができますす

　佐賀県は全国でも肝臓がんによる死亡が多く、その

肝臓がんの原因の約８割がB型・C型肝炎ウイルスに

よる肝炎と言われています。

　次の日程で肝炎ウイルス検査を実施します。各種検

診申込書で申し込まれた人には受診票を送ります。新

たに希望する人は、保健センターへお申し込みくださ

い。

対　象　者　３０歳以上で、これまで肝炎ウイルス検査を

　　　　　受けたことがない人

と　　き　８月９日（日）、９月６日（日）

　　　　　８時３０分～１０時受付

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

料　　金　Ｂ型＋Ｃ型　７００円

　　　　　Ｂ型のみ　　３００円

　　　　　Ｃ型のみ　　４００円

　　　　　※市民税非課税世帯・生活保護世帯の人、

　　　　　　後期高齢者医療制度被保険者は無料

※検査の助成については６ページもご覧ください

　７月２８日は、『世界肝炎デー』です。

　肝炎予防のために、まず肝炎ウイルス検査を受けま

しょう。肝炎ウイルス検査については、このページ下

段をご覧ください。

肝臓週間　７月２７日（月）～８月２日（日）

77月月２２８８日は世界肝炎デ日は世界肝炎デーー
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 　鹿島市保健センター

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

けんしけんしんん

　がんの早期発見、早期治療を目的に、特定の年齢の人を対象

に『子宮頸がん検診』『乳がん検診』『大腸がん検診』の無料クー

ポン券を交付します。ぜひご活用ください。

がん検診を受けましょがん検診を受けましょうう

恭対　象　者　（　　　　は平成２２年度～平成２６年度までに市の検診未受診者のみが対象）

恭交付時期　

　『子宮頸がん検診』『乳がん検診』　　　６月末

　『大腸がん検診』　　　　　　　　　　７月末

恭有効期間　

　『子宮頸がん検診』『乳がん検診』　　　７月１日～平成２８年２月２９日

　『大腸がん検診』　　　　　　　　　　９月６日～１２月４日

恭受診方法　

　『子宮頸がん検診』『乳がん検診』　　　指定医療機関での個別検診

　　　　　　　　　　　　　　　　　　または市実施の集団検診

　『大腸がん検診』　　　　　　　　　　市実施の集団検診

　※詳しくは送付する案内をご覧ください。

『乳がん検診』『子宮頸がん検診』『大腸がん検診』

昭和４９年４月２日～昭和５０年４月１日平成６年４月２日～平成７年４月１日昭和４９年４月２日～昭和５０年４月１日対
象
者
の
生
年
月
日

昭和４７年４月２日～昭和４８年４月１日平成４年４月２日～平成５年４月１日昭和４４年４月２日～昭和４５年４月１日

昭和４２年４月２日～昭和４３年４月１日昭和６２年４月２日～昭和６３年４月１日昭和３９年４月２日～昭和４０年４月１日

昭和３７年４月２日～昭和３８年４月１日昭和５７年４月２日～昭和５８年４月１日昭和３４年４月２日～昭和３５年４月１日

昭和３２年４月２日～昭和３３年４月１日昭和５２年４月２日～昭和５３年４月１日昭和２９年４月２日～昭和３０年４月１日

　４０歳を過ぎたら骨量チェック！

　対象者で希望する人はお申し込みください。

対　象　者　平成２７年4月２日～平成２８年４月１日

　　　　　の間に、４０･４５・５０・５５・６０・６５・７０歳になる女性

検診日時　８月７日（金）１３時３０分～１５時３０分

検診場所　保健センター（エイブル１階）

料　　金　６００円

　　　　　ただし、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

内　　容　腕のレントゲン撮影

注　意　点　妊娠の可能性がある人は受けられません。

定　　員　７０人（先着順）

申込締切　７月２４日（金）

骨粗しょう症検診を受けましょ骨粗しょう症検診を受けましょうう

　日曜日に特定健診を受診できるのは、現時点ではこの

日だけです。（要予約）

日曜日実施医療機関　８月９日（日）

　志田病院　緯０９５４（６３）１２３６

　谷口医院　緯０９５４（６６）３５６８

自己負担　１,０００円

持　参　品　受診券、受診票、国保保険証

日曜日に国保特定健診が受診できま日曜日に国保特定健診が受診できますす
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　鹿島市国保加入者を対象に５種類の生活習慣病予防教室を開催します。

　少人数教室ですので、ご自身の健診データや体調に合わせたアドバイスを専門スタッフか

ら受けられます。

　 申 込 期 限　７月３１日（金）（先着順）※決定者には各教室の詳細な内容をお送りします

　 　鹿島市保健センター　緯０９５４（６３）３３７３問合・申込先

腎臓病栄養教腎臓病栄養教室室（（５５回コース）回コース）

内内　容容 腎臓病を中心とした生活習慣病予防の　腎臓病を中心とした生活習慣病予防の話話

　　　　（（医師・管理栄養士・薬剤師・臨床検査技医師・管理栄養士・薬剤師・臨床検査技師師

などさまざまな専門職よ　　　　などさまざまな専門職よりり）、）、腎臓病食の試腎臓病食の試

食（毎回　　　　食（毎回））

とと　きき　９９月月１０１０日日・・２４２４日、日、１０１０月月８８日日・・２２日、１１２２日、１１月月１２１２日日

毎回木曜　　　　毎回木曜日日　９９時３０分～１３時時３０分～１３時

とこところろ 納富病　納富病院院（中牟田（中牟田））

定定　員員　１２１２人人

参加参加料料　２,００２,００００円円（全（全５５回分）回分）

運動・栄養教運動・栄養教室室（（１２１２回コース）回コース）

内内　容容　調理実調理実習習（６回）と運動実践（６回（６回）と運動実践（６回））

　　　　（（チェアエクササイズ・ウォーキングチェアエクササイズ・ウォーキング・・

体力測定な　　　　体力測定などど））

とと　きき ９　９月月１６１６日日（水（水））～～１２１２月月９９日日（水（水））

水曜日または火曜　　　　水曜日または火曜日日

　　　　毅毅運動の日運動の日はは１４１４時時～１６時～１６時

　　　　毅毅調理の日調理の日はは９９時時３０分～１３３０分～１３時時

とこところろ　毅毅運動の日は犬塚病院（東町運動の日は犬塚病院（東町））

　　　　毅毅調理の日調理の日ははエイブルまたは楠風エイブルまたは楠風館館（嬉野市塩田町）（嬉野市塩田町）

定定　員員　２０２０人人

参加参加料料 ３,０００　３,０００円円（（全全１２１２回分）回分）

ウォーキング教ウォーキング教室室（（１２１２回コース）回コース）

内内　容容 ウォーキング指導士から学ぶ正しく効果　ウォーキング指導士から学ぶ正しく効果的的

なウォーキング方法、市内各所やバスで県　　　　なウォーキング方法、市内各所やバスで県内内

各所をウォーキン　　　　各所をウォーキンググ

とと　きき　９９月月３０３０日～日～１２１２月月２２日（毎週水曜日日（毎週水曜日））

　　　　９９時～１２時～１２時時

※期間中の金・土曜日　　　　※期間中の金・土曜日にに１回ずつ実施予定１回ずつ実施予定

とこところろ 織田病　織田病院院（中牟田）ほか各（中牟田）ほか各所所

定定　員員　３０３０人人

参加参加料料　３３,００,００００円円（全１２回分（全１２回分））

水中運動教水中運動教室室（（１２１２回コース）回コース）

内内　容容　毅毅腰・膝への負担が少なく安全で腰・膝への負担が少なく安全ですす

　　　　毅毅顔はつけないので泳げない人でも安心で顔はつけないので泳げない人でも安心ですす

　　　　毅毅音楽に合わせて自分のペースで行えま音楽に合わせて自分のペースで行えますす

とと　きき　９９月月４４日～日～１２１２月月１８１８日（毎週金曜日日（毎週金曜日））

※１１月ごろはプール工事予　　　　※１１月ごろはプール工事予定定

１４時～１６　　　　１４時～１６時時

とこところろ 有明スカイパークふれあい　有明スカイパークふれあい郷郷（白石町）（白石町）

定定　員員　３０３０人人

参加参加料料　３３,００,００００円円（全（全１２１２回分）回分）

生活習慣病予防教室参加者募生活習慣病予防教室参加者募集集

栢運動の教室に参加する人へ
　（ウォーキング・トータルボディケア・運動栄養・水中運動）

潤教室初日前に心電図検査を受けていただきます

潤治療中の病気がある人は、主治医へ『運動が可能かど

　うか』の確認をお願いします

潤ウォーキング・トータルボディケア・運動栄養教室の

　参加者は教室最終日に特定健診と同項目の検査をし、

　３カ月の教室成果を検査データで確認することがで

　きます

トータルボディケア教トータルボディケア教室室（（１２１２回コース）回コース）

内内　容容　マシーンなどを使っマシーンなどを使ったた（個々の運動レベル（個々の運動レベルでで

の　　　　の））トレーニング、院内バイキング、ウォートレーニング、院内バイキング、ウォーキキ

ングの実　　　　ングの実践践

とと　きき　９９月５月５日日～～１１１１月月２８２８日日

　　　　（（１０月１１０月１７７日を除く日を除く毎週土曜日毎週土曜日））

　　　　※※２２つのグループに分かれて行いまつのグループに分かれて行いますす

　　　　１１グループ １３時～１５グループ　１３時～１５時時

　　　　２２グループ １４時３０分～１６時３０グループ　１４時３０分～１６時３０分分

とこところろ 志田病　志田病院院（中村）（中村）

定定　員員　２０２０人人

参加参加料料　３３,００,００００円円（全１２回分（全１２回分））
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７月の子育て
怯乳幼児の健康診査　エイブル１階保健センターで実施（受付時間１３時１０分～１３時３０分）

３歳６ヵ月健診
対　象　平成２３年１２月生まれ
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

９日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２５年１２月生まれ
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、歯科診察、
　　　　　　　　小児科医の診察、　フッ化物塗布（希望者のみ）

２３日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２７年３月生まれ
持参品　母子健康手帳、アンケート
内　容　身体測定、育児相談、
　　　　　　　　小児科医の診察 

２２日（水）

乳幼児の健康診査や予防接種などの問合せ先

保健センター予防係　緯０９５４（６３）３３７３

場所・問合せ先　エイブル１階　保健センター　緯（６３）３３７３
子育てメルマガ配信中！kosodate@city.saga-kashima.lg.jpへ空メール送信で登録

　診療時間　９時～１７時

　診療場所　鹿島市休日こどもクリニック（高津原）　緯０９５４（６３）１８３８

怯休日昼間の小児救急医療（日曜日・祝日および１月１日～３日）

怯予防接種 ・予防接種は県内の医療機関での個別接種です。医療機関に直接お申し込みください。
・持参品：母子健康手帳、予防接種予診票
・対象年齢等：『鹿島市予防接種予診票つづり（予防接種カレンダー）』または市ホームページをご覧ください。
・予防接種を受ける際には、保護者同伴が原則です。特段の理由で同伴することができない場合で、お
　子さんの健康状態をよく知っている親族（祖父母など）が同伴する場合には『委任状』が必要になります。
　『委任状』は保健センターや市内の実施医療機関にありますので、記入して持っていきましょう。

怯子育て支援
興母子手帳交付
と　き　１・８・１５・２２・２９日（水）
　　　　受付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

興赤ちゃん相談
と　き　１５日（水）
　　　　受付１３時３０分～１４時３０分
内　容　身体計測・健康相談
対　象　赤ちゃんと保護者

興離乳食教室（前期）
と　き　１４日（火）
　　　　受付１０時～１０時３０分
内　容　離乳食指導・試食等
対　象　５・６カ月児の保護者

興２カ月児相談
と　き　１６日（木）
　　　　受付１３時３０分～１３時５０分
内　容　体重測定・個別相談
対　象　平成２７年５月生まれ

興幼児食教室
と　き　２８日（火）
　　　　受付１０時～１０時３０分
内　容　おやつ作り・個別相談
対　象　子どもと保護者（先着１０組）
締　切　７月２１日（火）　※申込制

興２回目フッ化物塗布
と　き　２３日（木）１３時４５分～１４時
内　容　歯科診察・フッ化物塗布
対　象　平成２５年７月生まれ（希望者のみ）
※必ず歯磨きをして来てください

対象年齢　１５歳以下

診療時間　１９時～２１時

診療場所

①月・木・金・土・日および１月１日～３日

　南部地区小児時間外診療センター

　（武雄地区休日急患センター）

　武雄市武雄町大字昭和３００

　緯０９５４（２２）５５９９

②水曜日　※１月１日～３日を除く

　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）

　緯０９５４（６３）１８３８

怯夜間の小児救急医療

③火曜日の小児救急在宅医

※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緯０９５４（２２）４２０７

所在地在宅当番医日
嬉野市　嬉野町福田医院　　　　　緯０９５４（４３）０５５０７日（火）
嬉野市　嬉野町うれしのふくだクリニック　緯０９５４（４２）１２１１１４日（火）
鹿島市　古枝中村医院　　　　　緯０９５４（６３）９２３４２１日（火）
嬉野市　嬉野町森医院　　　　　　緯０９５４（４３）０７２５２８日（火）

建おくすりノートを持っていきましょう

対　象　者　１期：３歳～７歳６カ月未満の子
　　　　　２期：９歳～１３歳未満の子
接種回数　１期　（初回２回、追加１回）接種
　　　　　２期　１回接種

　平成１７～２１年度の間に接種できなかった人へ
　次の人は、不足分の接種を受けることができます。
特例対象者　平成７年４月２日～平成１９年４月１日生まれ
接種期間　２０歳未満　※母子健康手帳で確認ください

【今月の特集】

日本脳炎

予防接種
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４・１１・１８・２５日（土）、
５・１２・１９・２６日（日）、２０日（祝）

市役所
保健センター

休館日はありません
市民交流プラザ
（かたらい）

７・１４・２１・２８日（火）、２０日（祝）
子育て支援センター
（わ・わ・わ　ぽっと）

６・１３・２７日（月）、２１日（火）、
３０日（木）

市民図書館

６・１３・２７日（月）、２１日（火）
生涯学習センター
（エイブル）

７・１４・２１・２８日（火）
※陸上競技場はレーン等改修工
　事のため利用できません

陸上競技場・市民球場・
社会体育館

６・１３・２７日（月）、２１日（火）
産業活性化施設
（海道しるべ）

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。

建おくすりノートを持っていきましょう
夜　　間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内
　　　　　緯０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は２２ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日
北鹿島薬局吉田病院　緯（６２）３２０３５日（日）
アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８１２日（日）
祐信堂薬局田中医院　緯（６３）４０８０１９日（日）
前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０２０日（祝）
ミズ西牟田店別府整形外科　緯（６３）３０６３２６日（日）

郭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

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階

開館時間　火曜日、祝日、年末年始を除く１０時～１７時

 　緯０９５４（６３）０８７４

　　　　　https://www.facebook.com/wawawapot

詳しくは

四 子 育 て サ ー ク ル 四

のびのびサークル　『水あそびは楽しいね概』
　対　象１歳７ヵ月児～就学前児と保護者

１３日（月）子育て支援センター
　　　　１０時～１２時

よちよちサークル　『水となかよしになろう♪』
　対　象５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

２７日（月）子育て支援センター
　　　　１０時～１２時

子育て支援センタ子育て支援センターー

怯子育てなんでも相談

　気軽にご相談ください。

受　付　１０時～１７時

　　　　（休館日を除く）

ところ　子育て支援センター

対　象　子育て中の人

怯子育てひろば　わ・わ・わ　ぽっと

と　き　１０時～１７時（休館日を除く）

ところ　子育て支援センター

対　象　就学前児と保護者

※兄弟児が小学生の場合は、利用で
　きます

平成２７年５月３１日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿島市

世帯０人２０－世帯１０,７３９人３０,５６５

世帯１＋人２－世帯　５,３３３人１４,１０１鹿　島

世帯０人５－世帯　１,１５４人  ３,６５６能古見

世帯４＋人０世帯　１,０４０人  ３,２０１古　枝

世帯３－人７－世帯　１,０５４人  ３,０４２浜

世帯１－人５－世帯　１,２０８人  ３,５６７北鹿島

世帯１－人１－世帯　　　９５０人  ２,９９８七　浦

人１５－人１４,４２７男

人５－人１６,１３８女

兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
池田設備左官工務店　緯（６２）１７３２
中村設備　　　　　　緯（６３）４８４６
峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
佐賀庭苑　　　　　　緯（６２）８８１６
植松建設　　　　　　緯（６２）３５２６
家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９

　４日（土）
　５日（日）
１１日（土）
１２日（日）
１８日（土）
１９日（日）
２０日（祝）
２５日（土）
２６日（日）



24 Ｈ２７(２０１５).７.１　広報かしま

　　　広報かしま　編集・発行

　　　鹿島市役所　総務部　企画財政課　〒８４９－１３１２　佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１
　　　　緯０９５４（６３）２１１４（直通）　姉０９５４（６３）２１２９　URL　http://www.city.saga-kashima.lg.jp/　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この広報紙は再生紙を使用しています

広報かしま原稿締切日

９月号８月号
８月４日７月３日

　５月３１日、前日まで心配された雨もなく、大盛況の５月３１日、前日まで心配された雨もなく、大盛況のうう
ちに終わった鹿島ガタリンピック。『肥前鹿島干潟』のちに終わった鹿島ガタリンピック。『肥前鹿島干潟』のララ
ムサール条約湿地登録の一報に沸く中、野鳥たちに負けムサール条約湿地登録の一報に沸く中、野鳥たちに負けずず
干潟を体いっぱい楽しむ、たくさんの笑顔がありました干潟を体いっぱい楽しむ、たくさんの笑顔がありました。。

第第３３１１回鹿島ガタリ回鹿島ガタリンンピッピックク

ボランティアスタッフの皆さんボランティアスタッフの皆さん、、
今年もお疲れさまでした今年もお疲れさまでした。。

※『催し・案内』、『相談』は１７～１８ページに、『休日の救急医療』、『公共施設の休館日』、『休日の水道工事と修理』は
　２３ページに移転しました


