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№１０６０

※『人のうごき』（人口・世帯数など※『人のうごき』（人口・世帯数など））は２５ページに移転しましたは２５ページに移転しました

夏の夜の風物詩だった『鹿島納涼花火大会』が装いも新　夏の夜の風物詩だった『鹿島納涼花火大会』が装いも新たた

に『第１回鹿島市民納涼花火大会』として２年ぶりに返っに『第１回鹿島市民納涼花火大会』として２年ぶりに返ってて

きます。暑い夏、家族みんなで夕涼みをしながら、のんびきます。暑い夏、家族みんなで夕涼みをしながら、のんびりり

と花火をご覧くださいと花火をご覧ください。。

（打ち上げ場所など詳しくは裏表紙をご覧ください（打ち上げ場所など詳しくは裏表紙をご覧ください））

写写真真
夏はやっぱり花火大会夏はやっぱり花火大会！！
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怯国民の皆さまへ
　日本年金機構への不正アクセス事案では、皆さまの年金情報が流出し、ご迷惑、ご心配をおかけしております。

申し訳ありません。

　政府は、皆さまの年金を守ることを最優先に取り組んでいます。あわせて、皆さまにもお気をつけていただきた

いことがあります。

『『『『『『『『『『『『『『『『『『『『年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金情情情情情情情情情情情情情情情情情情情情報報報報報報報報報報報報報報報報報報報報流流流流流流流流流流流流流流流流流流流流出出出出出出出出出出出出出出出出出出出出』』』』』』』』』』』』』』』』』』』』をををををををををををををををををををを口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口実実実実実実実実実実実実実実実実実実実実ににににににににににににににににににににしししししししししししししししししししし『年金情報流出』を口実にしたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたた
犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯犯罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪罪ににににににににににににににににににににごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご注注注注注注注注注注注注注注注注注注注注意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意くくくくくくくくくくくくくくくくくくくくだだだだだだだだだだだだだだだだだだだだささささささささささささささささささささいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい犯罪にご注意ください！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

Ｑ．今回の不正アクセスにより、私の年金そのものが

　なくなったり、減ってしまうことはないのですか。

Ａ．今回の不正アクセスにより、皆さまの年金そのも

　のがなくなったり、減ったりすることは、ありませ

　ん。

　　皆さまへの年金支払いの基となる年金記録を管理

　するシステムからの情報の流出や年金記録の改ざん

　は、確認されていません。

　　なお、流出した基礎年金番号は、新しい番号に変

　更いたします。番号が変わっても、皆さまの他の年

　金記録は変わりません。

Ｑ．流出した情報を使い、他人がなりすますことで、

　私の年金が横取りされることはないのですか。

Ａ．横取りにより、皆さまに年金が支払われなくなる

　ことは、ありません。年金は、ご本人に確実に支払

　います。

　　年金は、ご本人名義の口座に振り込みます。流出

　した情報を使い、他人が年金の振込先を変更するこ

　とはできません。（振込先を変更するためには、金

　融機関の証明印やご本人の預金通帳の写しなどによ

　り、日本年金機構がご本人の口座であることを確認

　します）

Ｑ．年金の支払いに滞りはでませんか。

Ａ．年金の支払いが滞ることは、ありません。

　　万が一、支給日の１５日を過ぎても支払われない

　場合は、お近くの年金事務所にお問い合わせくださ

　い。

怯Ｑ＆Ａ

　日本年金機構を名乗って口座番号を聞き出そうとする者や、『流出した個人情報を削除してあげる』と持ちかけて

くる者が現れています。

潤日本年金機構から、この件でお客さまに電話やメールで連絡することは、一切ありません。

　なお、流出が確認された人への新しい基礎年金番号は、郵送でお知らせします。

潤日本年金機構が、この件でお客さまにお金やキャッシュカードを要求することは、一切ありません。

潤日本年金機構が、この件でお客さまにＡＴＭの操作をお願いすることは、一切ありません。

　ご自分の情報が流出しているのでは？など、ご心配

の人は、右の専用電話窓口またはお近くの年金事務所

へご相談ください。

日本年金機構　専用電話窓口（通話料無料）

緯０１２０（８１８）２１１

受付時間　８時３０分～２１時（祝日を除く毎日）

 　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２３

　　　　　日本年金機構ホームページ

　　　　　http://www.nenkin.go.jp/

詳しくは
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鹿島市活性化施設　 海 
み

 道 しるべ
ち

の取り組みについて

　鹿島市活性化施設『海道しるべ』は地域の農林水産物やさまざまな地域資

源の研究や加工、人の交流や産業間の連携を通じて、新たな地域活力の創造

や産業活性化を図るために平成２６年４月３０日に七浦音成区の多良岳オレ

ンジ海道沿いにオープンし、今年の３月末までに約３,８００人の皆さんにご

来館いただきました。

　これまでの取り組みについてお知らせします。

怯主な取り組み

１．地域農業の再生に向けた取り組み

　次の農作物の栽培技術や栽培方法を調査、実証しました。

　これらの調査・実証から得られた結果を、今後の栽培技

術の向上や生産への取り組みにつなげていきます。

　潤酒造好適米『山田錦』の生産安定に向けた調査

　潤新作型玉葱の導入と周年出荷に向けた栽培実証

　潤ビューファイバー（裸麦）の栽培実証

　潤新形質米（色米、香り米等）の栽培実証

２．６次産業化・農商工連携に向けた取り組み

　多くの人に加工研修室を利用してもらうなかで『海道し

るべ』との共同開発により鹿島産物を利用した加工品も現

在までに６事業者、１５品目が生まれました。これらの加

工品は、テスト販売などでも大変好評です。

　鹿島産物の利用について、生産者や事業者へ新たなアイ

デアの提供、二級品の加工品化により新たな産業振興につ

ながる動きができています。

３．これからの取り組み

　６月２９日、施設の活用などについて、施設とともに協

議・実施する組織、『鹿島市産業活性化施設活用促進協議

会』が発足し、昨年からの取り組みに加え、多様な考えや

さまざまなニーズを取り入れながら、事業のさらなる展開

を図っていきます。

　『海道しるべ』は、誰でも利用できる施設です。

　お気軽にお立ち寄りください。

 　産業支援課地域産業係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１１

　　　　　海道しるべ

　　　　　緯０９５４（６３）８０６０

詳しくは

１０a当たり
推定収量

収穫日定植日

３,５００kg
１２月２日～
５～６回

８月２８日～３０日第１圃場

５,３５０kg
１２月１０日～
３回

８月３０日～

９月１日
第２圃場

３,５００kg
１２月１７日～
５～６回

９月３日～５日第３圃場

潤玉葱年内採り作型の実証結果

潤ビューファイバー（裸麦）の栽培実証

潤海道しるべでの加工品開発の様子

潤鹿島産物を利用した加工品
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申込書等の請求　下記のいずれかの方法で入手できます。

　①市役所３階総務課で交付します。

　②申込書類の郵送による請求は、封筒の表面には　

　　『採用試験申込書請求』と朱書きし、裏面には　

　　『請求された人の住所、氏名』を記入の上、必ず

　　１２０円（返信を速達で希望する場合は４００円）

　　切手を貼り、宛先および郵便番号を明記した返信

　　用封筒　（角形２号：Ａ４サイズ用紙の入る大きさ）　

　　を同封して、右記の申込先へ請求してください。

　③市ホームページからダウンロードできます。

受付期間　　８月３日（月）～８月２１日（金）

　　　　　　８時３０分～１７時１５分（土・日曜を除く）

第一次試験

　と　　き　９月２０日（日）９時３０分集合

　と　こ　ろ　エイブル

 

　　〒８４９－１３１２

　　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　　鹿島市役所総務課職員係

　　緯０９５４（６３）２１１３

申込・問合せ先

職　務　内　容採用予定受　験　資　格一 次 試 験試験区分

一般行政の業務に
従事

若干名
（Ａ、Ｂ合わせて）

昭和６０年４月２日から平成６年４月１日までに生
まれた人で、採用後、鹿島市内に居住できる人

教養試験【大卒程度】一般事務Ａ

平成６年４月２日から平成１０年４月１日までに生
まれた人で、採用後、鹿島市内に居住できる人

教養試験【高卒程度】一般事務Ｂ

土木技術、一般行
政の業務に従事

若干名
（Ｃ、Ｄ合わせて）

昭和５０年４月２日から平成６年４月１日までに生
まれた人で、採用後、鹿島市内に居住できる人

教養試験および専門試験
【大卒程度】

土　木　Ｃ

平成６年４月２日から平成１０年４月１日までに生
まれた人で、採用後、鹿島市内に居住できる人

教養試験および専門試験
【高卒程度】

土　木　Ｄ

一般行政の業務に
従事（専門業務に従事
することもあります）

若干名
昭和５０年４月２日以降に生まれ、民間企業等で５年
以上の職務経験があり、培った知識や経験を市政に
生かせる人で、採用後、鹿島市内に居住できる人

アピールシート、職務履
歴書による書類選考

社 会 人
経 験 者

採 用 情 報

その他の採用情報

恭自衛官採用試験の案内

　詳しくは、願書を取り寄せて確認してください。

 　自衛隊武雄地域事務所　緯０９５４（２３）８３０４詳しくは

一次試験受付期間受験資格募集種目

９月から始まります。詳細はお問い合わせください
高卒（見込含む）

２１歳未満

防衛大学校学生

１０月３１日・１１月１日
９月５日～９月３０日

医学科学生
防衛医科大学校

１０月１７日看護学科学生（自衛官コース）

鹿島市職員を募集します
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情報掲示板ワイド

　障がいをお持ちの人や、その保護者を対象とした各種手当を紹介します。

障がいに関する手当のご案内
お
知
ら
せ

恭特別障害者手当

　２０歳以上で、著しく重度の障がい状態にあるため、

日常生活で常に特別な介護を必要とする障がい者本人

に支給されます。

恭障害児福祉手当

　２０歳未満で、重度の障がい状態にあるため、日常

生活で常に介護を必要とする障がい児本人に支給され

ます。

恭特別児童扶養手当

　中程度以上の障がいがある在宅の２０歳未満の児童

を監護・養育する保護者などに支給されます。

　各手当とも支給制限や所得制限がありますので、詳

しくはお尋ねください。

　現在、手当を受給中の人は、毎年現況届が必要です。

　受付期間中に現況届の提出がない場合、８月分から

支給されませんのでご注意ください。

恭現況届の受付

　と　き　８月１１日（火）～８月２８日（金）

　ところ　市役所１階福祉事務所

 　福祉事務所障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

国民年金保険料　後納制度のお知らせ
お
知
ら
せ

　これまでは、国民年金保険料を納め忘れたまま、２

年を経過すると保険料を納めることができませんでし

たが、平成２４年１０月から３年間に限り、過去１０

年以内の納め忘れた保険料を納めることができる後納

制度が実施されています。

　過去１０年以内の保険料を納めていただくことで、

将来の年金額を増やしたり、年金の受給権につなげる

ことができるようになります。ご自身の年金記録は、

ねんきんネット（http://www.nenkin.go.jp）で確認するこ

とができます。

　また、ご不明な点があれば、国民年金保険料専用ダ

イヤル（緯０５７０（０１１）０５０）や武雄年金事務所

にお問い合わせください。

※後納制度は事前に申し込みが必要ですが、審査の結

果、後納制度をご利用できない場合があります。詳し

くは国民年金保険料専用ダイヤルにお尋ねください。

 　武雄年金事務所

　　　　　緯０９５４（２３）０１２３

詳しくは

みんなで徹底しよう!『選挙の 三 ない運動』
さんお

知
ら
せ

　政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職

にある者）が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法律

で禁止されています。違反すると、処罰されます。

　また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

【禁止されている寄附の例】

　噛お中元やお歳暮、入学祝、卒業祝、病気見舞い

　噛お祭りへの寄附や差入れ

　噛地域の運動会などへの飲食物の差入れ

　噛家族や秘書などが代理出席するときの結婚祝や葬式の香典

　噛地域の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入れ

 -選挙の三ない運動-
 贈らない！
　 求めない！
　 　受け取らない！

※政治家が、選挙区内にある者に対し（答礼のための自筆によるものを除く）、暑中見舞いや年賀状などの

　あいさつ状（電報も含む）を出すことは禁止されています。

 　選挙管理委員会

　　　　　緯０９５４（６３）３４１８

詳しくは
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怯制度の概要

　住民票の写し等を第三者に交付した場合に事前に登

録した人に対し、その事実を通知することにより、不

正請求や不正取得による、個人の権利の侵害を抑制し

たり、防止を図るものです。

　この制度の利用は、無料でできますが希望者に限る

ため、事前に登録が必要です。

 　市民課市民年金係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７

詳しくは

怯登録できる人

本市の住民基本台帳や戸籍に記載されている（いた）人。

　（本市の住民基本台帳や戸籍から除かれた人を含む）

怯手続き方法

　この制度の利用を希望する人は、本人確認書類（運

転免許証・住民基本台帳カード・パスポートなど）を

持参のうえ、市役所１階市民課窓口で登録の手続きを

してください。

１０ 月から住民票の写し等の第三者交付に係る
本人通知制度を開始します

お
知
ら
せ

　児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育している人の生活安

定と自立を助け、子どもの心身の健やかな成長のために支給される手当です。

　受給するためには、福祉事務所へ申請が必要です。手当は原則として『申請月の翌月分』からの支給になります。

　　　ご存じですか？児童扶養手当制度
　　　　　　　　　　継続受給には『現況届』が必要です

お
知
ら
せ

支給要件（対象となる人）

　次のいずれかに該当する子どもを監護し、かつ、生

計を同じくしている母、父または、父母に代わってそ

の子どもを養育している人です。

　①父母が婚姻を解消（離婚など）した

　②母または父が死亡、生死が明らかでない

　③母または父が一定程度以上重度の障がいがある

　④母または父が１年以上拘禁されている

　⑤母または父から１年以上遺棄されている

　⑥母または父が裁判所からＤＶ保護命令を受けた

　⑦婚姻によらないで生まれた

　※支給要件に該当しても、子どもが児童福祉施設に

　　入所したとき、または請求者および子どもが公的

　　年金（老齢福祉年金を除く）を受けることができる

　　ときや前年所得が一定以上あるときなどは手当が

　　支給されない場合があります。

支給期間

　潤子どもが１８歳になる年度の３月３１日まで

　潤子どもが中度以上の障がいがある場合は２０歳未満

手当の額　受給資格者が扶養する子どもの人数や所得

　　　　　などで決められます

　潤子ども１人の場合（月額）

　　　全額支給の場合　　　　４２,０００円

　潤子ども２人以上の加算額

　　　２人目　　　　　　　　　５,０００円

　　　３人目以降１人につき　　３,０００円

胸児童扶養手当を受給中の皆さんへ
　この手当を受給中の人は、毎年現況届が必要です。次の受付期間中に現況届の提出がない場合、８月分からの支

給を差し止めることがありますのでご注意ください。

と　　き　８月１３日（木）・１４日（金）　９時～２０時

と　こ　ろ　市役所５階大会議室

持　参　品　印鑑、健康保険証、児童扶養手当証書、受給者の通帳（変更のある人のみ）、

　　　　　養育費等申告書、一部支給停止適用除外事由届出書（別途送付した対象者のみ）

 　福祉事務所社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

　

　これまで公的年金受給者には児童扶養手当を支給で

きませんでしたが、受給中の公的年金月額が児童扶養

手当月額を下回る場合は、差額を支給できるようにな

りました。

公的年金給付等（遺族年金、障害年金等）を受
給し、お子さんを養育している人へお知らせ
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受給中の人は更新をお忘れなく！！
－　ひとり親家庭等医療費助成制度　－

お
知
ら
せ

　『母子家庭』『父子家庭』『父母のいない子ども』『寡

婦』が、病院などの医療機関で診療を受けた場合、医

療費の一部負担金（保険診療分）を助成します。

　ただし、１人当たり１カ月５００円までは個人負担

となります。

　また、寡婦は、１カ月につき一部負担金から

１,０００円を控除した額の半額が助成額となります。

助成対象者

　潤ひとり親家庭の父・母・子ども（６ページ参照）

　潤父母のいない子ども

　潤かつて母子家庭であった健康保険被保険者本人で

　　ある一人暮らしの母親（寡婦）

　※公的年金の受給者も該当します。ただし、前年の

　　所得が一定額以上あるときは助成できません。

　※０歳から就学前の子どもは、子どもの医療費助成

　　が優先です。また、子どもの医療費受給資格証を

　　利用した後、加えてひとり親家庭等医療費助成に

　　申請することができます。（一部負担金がひと月

　　５００円を超えた場合のみ）

助成期間

　①子ども・・・・１８歳に達する年度の３月３１日まで

　②母・父・・・・子どもが２０歳に達する前日まで

　③寡　婦・・・・後期高齢者医療制度の対象となる前日まで

胸更新手続き

　この助成を受給中の人は、毎年の更新手続きが必要

です。更新を行わないと９月１日から翌年８月３１日ま

での助成ができませんのでご注意ください。

と　　き　８月１３日（木）・１４日（金）　９時～２０時

　　　　　（児童扶養手当現況届の受付期間と同じ）

と　こ　ろ　市役所５階大会議室

持　参　品　印鑑、健康保険証、

　　　　　受給者の通帳（変更のある人のみ）、

　　　　　養育費などの申告書

 　福祉事務所社会福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

ジェネリック医薬品に関するお知らせ
～国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者の皆さんへ～

お
知
ら
せ

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

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

に関するお知らせ』として、７月末に郵送しています。

通知の対象となる人

　該当月に処方された先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた

場合に、１カ月あたりの自己負担額の軽減が一定額以上見込まれる人

が対象となります。（必ずしも全員に届くわけではありません）

通知の記載内容

胸薬代にかかった金額のみ表示しています。

　実際の窓口での支払いには、技術料・管理料など、別費用が含まれ

　ていることがあります。

胸ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる可能性があるこ

　とをお伝えするもので、切り替えを強制するものではありません。

通知書に関するお問い合わせ専用窓口

　『国民健康保険中央会コールセンター』を設けています。

通知書裏面にコールセンターのフリーダイヤルが記載されていますので、ご利用ください。

 　佐賀県後期高齢者医療広域連合　業務課給付係　緯０９５２（６４）８４７６

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

詳しくは

恭ジェネリック医薬品とは？

　ジェネリック医薬品は、最初に作ら

れた薬（先発医薬品）の特許が切れた

後に販売される医薬品です。先発医薬

品と同等の有効成分・効能・効果をも

つ医薬品ですが、まったく同一という

わけではありません。

　ジェネリック医薬品を希望する場合

は、まずは、かかりつけの医師・薬剤

師へご相談ください。
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クッキングサロン＆音楽サロンで介護予防
募
　
集

怯クッキングサロン（全５回コース）

　『食べる』という行為は人間にとって必要不可欠です。

　食事は『脳』『五感』を刺激し、内臓も活性化！五感

を総動員させ、認知症予防効果も期待大！

日　　程　

時　　間　９時３０分～１３時

と　こ　ろ　エイブル２階調理室

対　象　者　６５歳以上の人

定　　員　先着３０人

参　加　費　３,０００円（材料費込み）　※初回に集金します

講　　師　笠井千世子栄養士

持　参　品　エプロン・三角巾

怯音楽サロン（全９回＋１コース）

　介護予防は運動だけではありません。運動が苦手な

人も音楽でリフレッシュ！『歌う』『演奏する』『聴く』

『動く』を取り入れ、脳の活性化！転倒防止！口腔機能

向上！心肺機能強化！など効果大！

日　　程　

時　　間　１３時～１５時３０分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室または２階和室

対　象　者　６５歳以上の人

定　　員　先着４０人

参　加　費　無料

講　　師　㈱フカノ楽器店

※１０月１日はロコモ予防運動がありますので、運動で

　きる服装で、飲み物、タオルを持参ください

テーマ日　程
バランス食とは９月３日（木）①
食欲がないときの食事１０月１日（木）②
低栄養予防の食事１０月２９日（木）③
ロコモ予防の食事１１月２６日（木）④
認知症予防の食事１２月１０日（木）⑤

日　程
８月２０日（木）①
９月３日（木）②
９月１７日（木）③
１０月１日（木）☆
１０月１５日（木）④

日　程
１０月２９日（木）⑤
１１月１２日（木）⑥
１１月２６日（木）⑦
１２月１０日（木）⑧
１２月１７日（木）⑨

栢クッキングサロンの開催日（ の日）はクッキングサロンに引き続き音楽サロンがあります

栢両教室の参加でもどちらか一方の参加でも可能です

申込締切　８月１２日（水）　※定員になり次第締め切ります

 　地域包括支援センター

　　　　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

申込・問合せ先

－８月は同和問題啓発強調月間です！－

鹿島市同和問題講演会を開催します

講
　演
　会

　『同和問題啓発強調月間』は同和問題の解決に向けて、

一人ひとりの理解と協力を得るために平成３年に設け

られました。

　これまでの対策により生活環境の改善は図られ、差

別意識は解消の方向に向かってはいるものの、未だに

根深く残っていると言わざるを得ません。

　同和問題の解決には、市民の皆さんも、差別に目を

そむけたり、無関心でいるのではなく、一人ひとりの

人権を守るということがいかに大切なのかを一緒に

なって考え、ともに行動することが必要です。

と　　き　８月２１日（金）　開場１３時　開演１３時３０分

と　こ　ろ　市民会館大ホール

テ　ー　マ　ちがいを認めあうために

主　　催　鹿島市、鹿島市教育委員会

講　　師

　 金 　
キム

 慶子 さん
キョンジャ

プロフィール

　平成２年から、保育園、小

中学校、高校、大学などの子

どもたちやＰＴＡ、教職員研

修などで、朝鮮半島の歴史や

文化などの講演活動を行われ

ています。

　以降現在まで、伊丹市人権教育指導員、同市社会教

育委員、七田チャイルドアカデミー伊丹教室代表を歴

任されています。

 　人権・同和対策課

　　　　　緯０９５４（６３）２１２６

詳しくは

入場
無料
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スマート国勢調査 ！
平成 ２７年国勢調査を実施します

お
知
ら
せ

毅国勢調査は、平成２７年１０月１日現在、日本に住

　んでいるすべての人と世帯が対象です。

毅平成２７年国勢調査は、少子高齢化社会における

　日本の未来を描くうえで欠くことのできないデー

　タを得るために行います。調査結果は、さまざま

　な法令にその利用が定められているほか、社会福

　祉、雇用政策、生活環境の整備、防災対策など、私

　たちの暮らしのために役立てられます。

毅今回の調査では、先にインターネットでの回答を

　受け付け、インターネットで回答されなかった世

　帯には紙の調査票を配布して調査を行います。紙

　の調査票は、調査員に直接提出いただくか、郵送で

　も提出いただけます。

毅９月１０日から、調査員がインターネット回答の

　ための書類をお配りしますので、インターネット

　での回答をお願いします。

 　企画財政課秘書広報係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１４

詳しくは

怯ラムサールって何？

　今年５月に北鹿島新籠地先の干潟が『肥前鹿島干潟』の名称でラムサール条約に登録されました。

　ラムサール条約とは、どのような条約なのでしょうか。

潤ラムサール条約は、湿地とともに生きていく環境

　づくりを目指す条約です。そのために３つの目的

　を定めています。

　興保全・再生

　　　豊かな湿地を取り戻し、湿地を守っていく

　興ワイズユース（賢明な利用）

　　　湿地恵みを活用し、暮らしを豊かにする

　興交流・学習

　　　湿地の大切さを学び、協力して広めていく

 　環境下水道課ラムサール条約推進室

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

有明海とともに生きよう！

有明海に生息する多様な生き物たち

ムツゴロムツゴロウウ ワラスワラスボボ アゲマキガアゲマキガイイ ウミタウミタケケ

インターネット回答の導入

①ラムサールって何？

　北鹿島ふるさと会では新籠干潟（肥前鹿島干

潟）がラムサール条約登録湿地になったことで、

来訪者も増えることから、例年の清掃活動を拡

充して取り組みます。ぜひ、ご参加ください。

と　　き　８月９日（日）７時

　　　　　※小雨決行

と　こ　ろ　新籠海岸見晴し台周辺（現地）

 　北鹿島公民館

　　　　　緯０９５４（６２）２０１４

詳しくは

－　新籠海岸清掃・草払い活動　－
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光化学オキシダント、ＰＭ２.５の濃度上昇の注意情報を
『防災ネット　あんあん』で配信しています

お
知
ら
せ

　県では、光化学オキシダントや微小粒子状物質（Ｐ

Ｍ２.５）などの大気汚染物質を常に監視し、これら

が高濃度になった場合の注意情報を、県のホームペー

ジやマスコミなどを通してお知らせしています。

怯『防災ネット　あんあん』を使った情報配信　

　携帯電話などのメール機能を使った各種防災情報な

どを配信している、佐賀県防災・安全・安心情報配信

システム『防災ネット　あんあん』に登録することで、

光化学オキシダントやＰＭ２.５など大気汚染物質の

注意情報を速やかに入手することが可能になりました。

怯登録方法

　次のＱＲコードまたはhttp://esam.jpから登録ペー

ジに入り、画面の手順に従って登録してください。

※『生活情報』の『光化学オキシダント・ＰＭ２.５

　情報』にチェックを入れてください

 

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　水道の使用水量がいつもに比べ多いときは、敷地内で漏水している恐れがあります。メーターから屋内側は契約

者の管理であり、その水量は契約者が使用したことになります。使用水量に異常があるときは、早めに確認のうえ、

修理をお願いします。

敷地内で漏水があったとき
お
知
ら
せ

恭漏水の疑いがあるケース

潤雨も降っていないのにずっとぬれている場所がある

潤水を使っていないのに蛇口の下がぬれている

潤検針のおしらせの使用水量が急激に多くなったとき

　（水道料金が急激に高くなったとき）で、いつもより

　水を多く使用した覚えがないとき

恭漏水の確認方法

①敷地内の蛇口を閉める

②水道メーター内のパイロットマーク

　（銀色のコマで中心が赤色）を見る

③少しでも回転していたら敷地内で漏

　水している可能性があります

④水洗トイレ・給湯器・すべての蛇口から水が漏れて

　いないか確認

⑤漏れていない場合は地下などの見えないところで漏

　れている可能性があります

恭漏水と思われるときは

　市指定給水装置工事事業者に連絡をして、確認・修

理・その他必要な措置をしてください。工事費は契約

者負担となります。

※漏水箇所によっては水道料金の一部を減免できる場

　合がありますので、水道課管理係までお問い合わせ

　ください。

 　水道課管理係　緯０９５４（６２）３７１８詳しくは

認知症徘徊声かけ訓練
～認知症サポーターフォローアップ研修～

募
　
集

　認知症による『徘徊』での行方不明者は、平成２５

年には全国で１万人を超えています。『徘徊』は目的

もなくさまよい歩いているのではなく、その人なりの

理由があって家を出て、道が分からなくなり、行方不

明になってしまいます。地域で誰かが一声かけていた

ら、早期発見ができたかもしれません。

　困っているような人に、声をかける訓練に参加して

みませんか？

と　　き　８月２３日（日）１３時３０分～１６時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらいおよびピオ敷地内

対　　象　『認知症サポーター養成講座』を受けたこと

　　　　　がある人、関心がある人など、どなたでも

内　　容　講義、訓練、座談会

参　加　費　無料（訓練のみの参加もできます）

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは

閣
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情報掲示板ワイド

怯高齢者の活用促進のための措置の内容

①新たな事業分野への進出などによる職場や職務の創出

②機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善による就

　労機会の拡大

③大雇用管理制度の導入・見直しや定年の引き上げなど

 　高齢・障害・求職者雇用支援機構

　　　　　佐賀支部高齢・障害者業務課

　　　　　緯０９５２（３７）９１１７

　　　　　http://www.jeed.or.jp/

詳しくは

怯助成金

潤限度額１,０００万円で要した費用の３分の２

　（中小企業以外は２分の１）

　※活用促進措置の対象となる、１年以上継続して雇

　　用している６０歳以上の雇用保険被保険者１人に

　　つき２０万円を上限とする

潤事業分野や措置の内容により要件や上限が異なる場

　合があります

高齢者雇用安定助成金のご案内
お
知
ら
せ

　高齢者が、意欲と能力がある限り年齢にかかわりなく、いきいきと働ける社会を構築していくために、高齢者の

活用促進のための雇用環境整備の措置をした事業主へ助成金を支給します。

　５月から３カ月間、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、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Ｐ

Ｒにご協力いただきました。

　　　　　　 　企画財政課企画係

　　　　　　　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

　アンニョンハセヨ

　皆さん、こんにちは。ソナです。

　今月号で私の市報記事は最後になります。もう３

カ月が経ったって、、、本当にあっという間でした。

　正直、日本に来る前はいろいろ不安でした。初めて

の日本ということやいろんな悩みが重なって、来日の

直前には本当に行ってもいいのかと思ったりしまし

た。でも今は、初めての日本が鹿島市で本当によかっ

たと心から思っています。皆さんのおかげで充実し

た日々を過ごすことができました。ありがとうござ

います＾＾　なんか話が最後の挨拶みたいになって

悲しくなりましたね…

詳しくは

　最後なのにこんな悲しい雰囲気じゃダメです！！

雰囲気を変えましょう！！

　私、先日生まれて初めて始球式をしました。野球自

体やったことなく、野球のボールを投げたこともな

かったので“これは１００％ミスする”と思うぐらい

緊張しました。周りの方から「よかったよ」って言わ

れましたけど、正直私は足を上げた時点で記憶が飛び

ました、、、（汗）もちろん翌日から数日は筋肉痛で苦労

しました。

　振り返ると始球式を含め、鹿島市に来て本当にいろ

んな経験をさせていただきました。一生忘れられな

いです。

　皆さんがこの市報を読むころ、私は鹿島市にいない

かもしれません。でもこれが最後だとは思いません。

またいつか皆さんの前にふと現れるかもしれません。

（笑）

　では皆さん、もう本当に暑い季節になりました。熱

中症には気を付けてください。

　３カ月間大変お世話になりました。ありがとうご

ざいます。皆さんお元気で！！

【７月１３日寄稿】

寓寓いろいろな研修をさせていただいろいろな研修をさせていただきき
まし　ましたた（水道の閉栓作業中（水道の閉栓作業中））



12 Ｈ２７(２０１５).８.1　広報かしま

知っていますか？　　　　　　　　　　　　　　　　

マイナンバー（社会保障・税番号）制度①

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。  　企画財政課企画係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

Ｑ．マイナンバーは誰でももらえるの？

Ａ．住民票がある住民が対象になるため、赤ちゃんが

　生まれた場合でも住民票ができた時点でもらえます。

　また、外国の人でも住民票があれば対象になります。

Ｑ．マイナンバーは何に使うの？

Ａ．平成２８年１月から社会保障、税、災害対策の行政

　手続きで利用します。

　年金、雇用保険、医療保険の手続、生活保護や福祉の給

　付、確定申告などの税の手続など、法律で定められた

　事務に限って、マイナンバーが利用されます。

　民間事業者でも、社会保険、源泉徴収事務など法律で

　定められた範囲に限り、マイナンバーを取り扱います。

Ｑ．マイナンバーはいつ、どのように通知されますか？

Ａ．平成２７年１０月から住民票の住所にマイナン

　バーが記載された『通知カード』を郵送します。

　（住民票と異なる住所にお住まいの人は、住民票の

　異動をお願いします。）

Ｑ．マイナンバーは好きな番号を選べるの？

Ａ．マイナンバーの番号を選ぶことはできません。ま

　た、マイナンバーは原則として変更することもでき

　ません。

　ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられ

　るおそれがある場合は、本人の申請または市長の職

　権により変更することができます。

Ｑ．マイナンバーについて聞きたいときはどうすればいいの？

Ａ．マイナンバー（社会保障・税番号）制度についてわからないことや聞きたいこ

　とがあるときはマイナンバーコールセンターへお問い合わせください。

　　緯０５７０（２０）０１７８（全国共有ナビダイヤル）

　　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）

　※ナビダイヤルは通話料がかかります

　※外国語対応（英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語）はこちら

　　緯０５７０（２０）０２９１

内　　容　（受付開始　８時３０分）

　潤式典　　　　　　　　　　９時

　潤講演　　　　　　　　　　１０時

　　講師　髙松昭三会長（市老人クラブ連合会）

　潤ミニコンサート　 謝宛君 さん（台湾歌手）
シャワンチュン

　潤演芸交流会（七浦保育園ほか）

　潤特別公演　　　　　　　　１４時３０分

　　　民謡歌手　藤堂輝明さん

※駐車場は中川グラウンドへ

※入場には整理券が必要です

怯趣味の作品展

と　　き　８月２６日（水）・２７日（木）

と　こ　ろ　市民会館ホワイエ

応募資格　市内在住の６０歳以上の人

応募部門　書・絵画・写真・手芸・工芸・

　　　　　彫刻彫塑など

応募受付　８月２４日（月）９時～１４時、

　　　　　８月２５日（火）９時～１２時

　　　　　市民会館１階第４会議室まで

※作品には記名をしてください

鹿島市老人クラブ大会

 　鹿島市老人クラブ連合会事務局　緯０９５４（６２）３３９０詳しくは

と　　き　８月２７日（木）

　　　　　９時～１５時３０分

と　こ　ろ　市民会館大ホール

情報掲示板ワイド
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介護保険料を特別徴収（年金天引き）
で納めていただいている人へ

　介護保険料の徴収方法が特別徴収（年金天引き）の人には、７月中旬に『介護保険料納入通知書兼特別徴収開始通

知書』を発送しています。平成２７年度の介護保険料年額および年金支給月ごとの徴収額が記載されていますので、

ご確認ください。

※普通徴収（納付書での納付）の人には、６月中旬に『介護保険料納入通知書』を送付しています。

介　護　保　険

 　杵藤地区介護保険事務所　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

平準化の例

前年度年額　５８,８２４円平成２６年度に６段階であった人が
【例１】（基準額での比較）

今年度年額　７１,８３２円平成２７年度は５段階に該当する場合

年間保険料
本 徴 収 額仮 徴 収 額前年度

２月１２月１０月８月６月４月２月

７１,８３２円１４,１００円１４,１００円１４,２３２円９,８００円９,８００円９,８００円９,８００円

革革革革

７１,８３２円１３,０００円１３,０００円１３,２３２円１３,０００円９,８００円９,８００円９,８００円

年額から仮徴収分を差し引いた残額変更額前年度２月と同額

前年度年額　４１,１７７円平成２６年度に３段階であった人が
【例２】

今年度年額　７１,８３２円平成２７年度は５段階に該当する場合

年間保険料
本 徴 収 額仮 徴 収 額前年度

２月１２月１０月８月６月４月２月

７１,８３２円１７,１００円１７,１００円１７,２３２円６,８００円６,８００円６,８００円６,８００円

革革革革

７１,８３２円１４,５００円１４,５００円１４,７３２円１４,５００円６,８００円６,８００円６,８００円

年額から仮徴収分を差し引いた残額変更額前年度２月と同額

　介護保険料の特別徴収（年金天引き）は、４月・６

月・８月を『仮徴収』、１０月・１２月・２月を『本徴

収』として納めていただいています。

　保険料は前年の所得などに応じて決まりますが、算

定基礎となる住民税の賦課が６月に行われ決定するま

では、前年度２月の天引き額と同じ額を『仮徴収』と

して納めていただきます。年間の保険料確定後に、す

でに仮徴収で納めている額を差し引いた残りの額を

『本徴収』として納めていただきます。

『仮徴収』と『本徴収』 『平準化』とは

　収入の変動や介護保険料の改定により、仮徴収額と

本徴収額に大きな差が生じてしまいます。そこで１年

間を通じてできるだけ均等な額になるように８月に天

引き額を変更し『平準化』を行います。

※本徴収額の端数金額は１０月に徴収されます。なお、

　今回の平準化により、介護保険料の年額が変わるも

　のではありません。



14 Ｈ２７(２０１５).８.1　広報かしま

サンデーサークル『夏だ！縁日だ！全員集合概』開催

　子育て支援センターは、子育て中の皆さんの応援団

として『子育てなんでも相談』『子育てサークル』『子

育てひろば』『子育てセミナー』などを行っています。

　皆さん、気軽に遊びに来てください。

　毎月の予定などは広報かしまの裏表紙うら（今月号

は２５ページ）に載せていますのでご覧ください。

 

　子育て支援センター（市民交流プラザ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

　フェイスブック配信中！

　https://www.facebook.com/wawawapot

詳しくは

子育てひろば『わ・わ・わ（輪・話・和）　ぽっと』へようこそ！

　月２回平日に開催している子育てサークルを、今回は日曜

日に開催します。スタッフ手作りの『プチ縁日』で、みんな

でワイワイ夏まつり気分を楽しみましょう。

　平日の参加が難しいパパママも、おじいちゃんもおばあ

ちゃんも、みんなそろって、この機会にぜひご参加ください。

と　　き　８月２３日（日）１１時～１２時３０分

　　　　　受付　１０時３０分

と　こ　ろ　ふれあいひろば・談話コーナー

　　　　　（市民交流プラザ４階子育て支援センター前）

内　　容　潤手作り金魚すくい　潤魚釣り　潤輪投げ

　　　　　潤射的　潤ラムネ早飲み競争など

対　　象　５カ月児～就学前の子どもとその保護者

参　加　費　無料

※受付で縁日体験チケットを配布します

　子育て支援センター内にある『わ・わ・わ　ぽっと』

は親子が自由に遊べるスペースです。室内はクッショ

ンフロアで、ドイツ製の木製大型遊具やままごと・お

絵かき・絵本コーナー・赤ちゃんコーナーなどがあり、

昨年１０月のオープン以来たくさんの親子が利用され

ています。また、屋外ひろばには大きなゾウさん滑り

台があり、夏は水遊びを楽しみます。

　皆さん、どんどん遊びに来てください。みんなで

『輪』になって、お『話』をして『和』みましょう！

　子育てなんでも相談常時受付中。スタッフ一同お待

ちしています。

　寓子育てサークルの様子

みん
なお
いで
よ！

子育て支援センタ子育て支援センターー

　寓『わ・わ・わ　ぽっと』屋内の様子
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受賞者紹介

納所鍈一郎さん（小舟津）は、鹿島

市交通安全指導員として１０年の

長きにわたり、鹿島市民の交通安

全に貢献され、６月２２日表彰さ

れました。おめでとうございます。

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

　７月１３日夕刻、浜祇園祭が松岡神社からの

お下りさんで始まりました。

　１３日、酒蔵通り近くの浜大橋周辺では、面

浮立や獅子舞、剣持などの演舞に、沿道の観客

から大きな歓声を受け、夜遅くまで賑わってい

ました。また、１５日には大村方の若宮神社か

ら松岡神社までのお上りさんも行われ、浜町は

３日間お祭り一色となりました。

浜の夏の風物詩　－浜祇園祭－

女子児童野球チームが誕生！九州大会へ

　この夏、鹿島市に初めて女子児童の軟式

野球チーム『鹿島プリンセス』が誕生しま

した。普段は市内それぞれ異なる小学校の

学童チームに所属し、男子と一緒に練習し

ている１３人で結成された新チームです。

　女子チームの練習は週末の限られた時間

しかありませんが、練習や交流を重ねるご

とに打ち解けあって、チームとしての力を

つけているようです。

　６月２７日、２８日に佐賀市で行われた県体会でも、県内の女子チームを圧倒

し、８月に熊本県で開催される九州大会への出場を決めています。これからも

チーム一丸となって、がんばってください。

善行紹介

７月１５日、株式会社ダック様か

らご寄附をいただきました。

市では、ご意向に沿って青少年教

育の振興のため田澤記念館の活動

に活用させていただきます。

ありがとうございました。

鹿島市交通対策協議会会長表彰

株式会社ダック様

と　　き　８月９日（日）９時～１２時

集　　合　市役所大駐車場８時３０分

　　　　　※マイクロバスで移動します

行　　程　嶽水道

　　　　　（奥山『赤岩』鳴瀬荘～鮒越田代バス停）

対　　象　３時間程度歩ける人

　　　　　（小学生は保護者同伴でお願いします）

持　参　品　動きやすい服装・帽子・タオル

　　　　　飲み物・筆記用具

募集人数　４０人（定員になり次第終了します）

※雨天中止（中止のときは電話連絡します）

 

　生涯学習課文化・スポーツ係

　緯０９５４（６３）２１２５

申込・問合せ先

　古枝・ 嶽水道 をせめる！　～
たけすいどう

 殿 のみぞを一緒に歩きませんか涯～
とん
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　私たちは、生まれながらにして

自由・平等であり、幸せで健康に

生きる権利を持っています。こう

した願いや権利は基本的人権とい

われ、憲法でも保障されており、

不当に犯してはならないものです。

　しかし、日常生活の中で、古く

からの因習や世間体にとらわれた

ものの見方に影響され、時に誤っ

た判断をして、知らず知らずのう

ちに、人権を侵し、人の幸せを踏

みにじっていることもないとはい

えません。

　とりわけ、我が国の人権にかか

わる重大な社会問題に同和問題が

あります。同和問題とは、日本社

会の歴史的過程で形づくられた身

分制度や社会的に形作られた人々

の差別意識により発生する重大な

人権問題です。この問題を理由に、

結婚・就職等において差別され、

基本的人権を侵害されるケースも

発生します。

　私たちの心の中で差別意識を生

む背景には『思い込み』『決めつけ』

『固定観念』等の要因が複雑に絡

まり、それが偏見や差別意識につ

ながるとも考えられます。

　同和問題を生む差別意識の解消

に向けては、差別の意識に気づき、

解消する学習が必要です。そのた

めには、講演会や学習会などに参

加し、一人ひとりが正しい知識と

理解を持つことも大切です。

　さて、８月は『同和問題啓発強

調月間』です。鹿島市では、県内

の市や町と連携し、同和問題講演

会や街頭キャンペーンを行い、人

権・同和問題の啓発活動を行いま

す。市民の皆さんに同和問題を含

む人権問題に対する正しい理解と

認識を深める機会となれば幸いで

す。８月２１日には、鹿島市同和

問題講演会を行います。市民の皆

様の参加を期待しています。

―みんなで考えよう人権・同和問題―
～８月は同和問題啓発強調月間です～
噛ご意見などをお寄せください　人権・同和対策課　緯（６３）２１２６

怯ごみは指定日の午前８時までに出しましょう
　もえるごみは、平成２８年１月から、これまでの武雄市にあ

る杵藤クリーンセンターから伊万里市に完成した新しい施設に

搬送します。

　この変更にともない、ごみ収集車の収集ルートの変更を検討

します。

　これまでも、ごみ出しは午前８時までに済ませていただいて

いたと思いますが、ルートの変更に伴い、各ごみステーション

のごみ収集時間の変更が予測されますので、必ず時間を守って

ください。

怯ごみ袋は袋の口を結んで出しましょう

　袋からはみ出したごみは回収できません。無理に詰め込んで、

ガムテープで巻いて出すのもやめましょう。

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

このごみどの袋・人権の輪

９月からごみ収集ルート
が変更されます

No.１２３

新ごみ処理施設の完成予想新ごみ処理施設の完成予想図図

××



広報かしま　Ｈ２７(２０１５).８.117

№１１６（特別編）

７月でジョリン先生とタイラー先生が鹿島　７月でジョリン先生とタイラー先生が鹿島をを

離れられました。今回、お２人から皆さん離れられました。今回、お２人から皆さんへへ

メッセージをいただきましたメッセージをいただきました。。

こんなときこのひとこと、学校だより

鹿島市の皆さまへ

この３年間大変お世話になりました。７月末に鹿島

市を離れます。広報かしまを読んでいただいた方、

私が鹿島になれないころから今まで親しくしてく

ださった方、道で笑顔をくださった方、皆さんと出

会えたことに感謝しております。鹿島で平穏な日々

を過ごし、思いやりのある人間として成長すること

ができました。

タイラー・マンタリン

To the people of Kashima,
Thank you for taking care of me these past three 
years. Sadly, I will be leaving Kashima at the end 
of July. Whether you read my article Kouhou 
Kashima or stayed friends with me since I began 
living in Kashima or simply smiled at me on the 
street, I am incredibly grateful to have met all of 
you. I was able to enjoy a peaceful life and grow 
as a considerate person here.
Sincerely, Tyler Mantaring

鹿島市の皆さんへ、

この５年間私の英会話コーナーを読んでくださり、また、

この美しい町に住まわせていただきありがとうござい

ました。鹿島は第二の故郷です。私は皆さんが英語の勉

強を続けてくださることを願っています。『ありがとう

ございました。また会いましょう。』　ジョリン　ヨネシゲ

Dear local people of Kashima,
Thank you for following my dialogues these past 
5 years and allowing me to stay in your beautiful 
city. Kashima feels like my second home and I 
hope you continue to study English.
" Mahalo 

マハロ

 and  A   hui   hou  
ア フイ ホー

 kakou ." - Jolyn Yoneshige
カッコウ

　『はまっても　あきらめないで　

のりこえよう』これが今年度の七リ

ンピックのテーマです。

　６月１４日（日）、前の週から天気

予報は『雨』。梅雨時で大変心配しま

したが、なんとか曇り空で実施する

ことができました。子どもたちは朝

早くから登校し、大はしゃぎ。オー

プニングは５、６年生の『ジャン・

ピン・GOOD！』ゴール目指して、

浮島を走ったり、歩いたりして渡る

レースです。用心深く渡る子、一気

に走って渡る子、校長先生も飛び入

り参加でダイビング。拍手喝采をあ

びました。１年生から４年生までは

恒例のムツゴロウレース。みんなど

ろんこになって、滑ったりはまった

りしてこの七浦の干潟体験を楽しみ

ました。最後は６年生２４人による

の勇壮な『ソーラン２４』でしめま

した。

　この七浦小の大イベントを盛り上

げようと、５、６年生は早くから準

備に取りかかり、見事成功させまし

た。

　大自然の中ふるさと七浦の干潟を

愛し、大切にするためにも、七リン

ピックを継続していきたいと思いま

す。

第１５回がたっ子七リンピック

七浦小学校

校学 だ よ り

No.２１９

タイラー先生 ジョリン先生
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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 ～

　７月から９月は、染色家

で人間国宝の鈴田滋人さん

の作品を展示しています。

　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　着物と帯　　８月２３日（日）まで

　　　　　額と小物類　９月２７日（日）まで

※ご本人によるギャラリートーク

と　　き　８月２３日（日）１３時３０分～

と　こ　ろ　エイブル2階交流プラザ

エイブルからのお知らせなど

恭子ども科学相談室（対象　小・中学生）
　理科や科学、有明海に詳しい先生が質問に答えてくれます。
　自由研究へのアドバイスがもらえるよ！
と　　き　８月８日（土）１３時～１６時
と　こ　ろ　市民図書館内和室
恭かんたん工作教室（対象　小学１年生～３年生　２０人）
と　　き　８月２０日（木）１４時～１６時
と　こ　ろ　エイブル３階研修室
参　加　費　無料
申　　込　図書館カウンターまたは電話で受付中
恭お盆も開館しています
　８月の休館日は月曜日だけです。涼しい図書館でゆっくり過
ごしませんか。
 　市民図書館 緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

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。

受　講　料ところ開講期間講　師定員講　座　名

５００円/１回
エイブル２階

和室

９月開講予定
［月２回　火曜日］
１３時３０分～１５時

内川　摩弥さん２０人
ボディコンディショニング

講座

無　料

※要保護者同伴

市民会館１階

第４会議室
８月２９日（土）
１０時～１２時

山口　裕法さん
親子

２０組

小学生とその保護者対象

夏休み

親子木工教室
公

開

講

座 無　料干潟展望館
９月１９日（土）

１０時～１２時

まえうみ市民の
会メンバー
藤井　直紀さん
（佐賀大学低平地沿岸
海域研究センター）

２０人
有明海の食文化と

伝統漁法

　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。地元中・高校生も出演概

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　全席自由

前　売　り　　　　　　　潤一　　　般　　３,０００円

チケット発売中！　　　潤高校生以下　　１,５００円

　※エイブル倶楽部会員は各５００円引き、当日券は５００円増し

　※未就学児の入場不可（託児有り、８月１１日（火）までに予約ください）

えいぶる講座　募集中講座

寓花翔文

夏の雲は忘れない第４回
えいぶる事業

女優たち
による朗読

ヒロシマ・ナガサキ
１９４５年

なつかしの映画上映会第５回
えいぶる事業 ～戦後７０年を考える～

チケット発売中概

と　　き　９月５日（土）・６日（日）

と　こ　ろ　エイブルホール　全席自由

料　　金　一　　　般　　　　１,０００円

　　　　　エイブル倶楽部会員　１,５００円

　　　　　高校生以下　　　　１,５００円

※前売・当日ともに４本分の料金

※２日間有効

①戦争と平和

②安城家の舞踏会

③蜂の巣の子供たち

④帰郷

※時間割など詳しくは『エイブル
　の木』９月号をご覧ください

図書館からのお知らせ市　民
図書館

床　の　間
コーナー  鈴田 　

す ず た

 滋人 　展
し げ と

優秀映画鑑賞推進事業
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　戦没者を追悼し平和を祈念するた

め、次の日時に1分間のサイレンを

鳴らします。黙とうをお願いします。

　煙８月６日（木）　８時１５分

　　【広島市原爆投下の日】

　煙８月９日（日）　１１時２分

　　【長崎市原爆投下の日】

　煙８月１５日（土）　１２時

　　【終戦記念日】

 　総務課総務係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１３

 

　４月から総合教育会議を設置し、

その名称を『鹿島市総合教育戦略会

議』と名付けて、市長と教育委員会

とが教育に関するさまざまなことを

話し合っています。

　これまで、５月１９日と７月３日

に開催し、今年度は月１回程度の開

催を予定しています。

　会議の内容は、その議事録を市役

所３階総務課に備え付け、市ホーム

ページでも公開しています。お知り

になりたい人はご覧ください。

 　総務課総務係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１３

おお知知ららせせ
戦没者追悼のため
サイレンを鳴らします

詳しくは

鹿島市総合教育戦略会議の
議事録を公表しています

詳しくは

 

恭夏の作業もおまかせください。

　『草払い、草取り』『農作業』『庭

木剪定』『家事』『網戸、襖張り替え』

『はがき書き』など、いろいろな作

業について気軽にご相談ください。

恭家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉

のチップ堆肥はいかがですか。

　『袋詰め』やトラック『バラ積み』

で販売しています。土づくりに最適

です。

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　８月２０日（木）８時３０分～

※当日ご都合がつかない人は、前日　

　までにセンターへご持参ください。

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　８月２０日（木）９時３０分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

 

　鹿島市シルバー人材センター

　緯０９５４（６３）０９７０

残暑お見舞い申し上げます
シルバー人材センター

問合せ・注文先

 

　８月１日から３１日は『電気使用

安全月間』です。

　物が電線にかかったとき、取ろう

として電線に触れると感電し大変危

険です。自分で何とかしようとせず、

必ず九州電力へご連絡ください。

 　九州電力㈱武雄営業所

　　　　　緯０１２０（９８６）３０４

あぶないよ！電線の近くは！
～九州電力からのお知らせ～

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ

　平成２７年６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

稲荷ようかん（地方創生コンシェルジュと
の意見交換会時　鹿島市ＰＲ用）

２,６００円６月１日
接　遇

日本酒（香港佐賀県人会訪問時お土産用）１３,６８０円６月９日
名刺印刷代６,４８０円６月１７日その他
鹿島地区交通安全協会通常総会２,０００円６月１９日

会　費
鹿島商工会議所通常議員総会５,０００円６月２６日
鹿島市学校給食納入組合通常総会５,０００円６月２３日祝　儀
４月からの累計　６６,５６０円３４,７６０円合　計

平成２７年６月
市長交際費支出状況表

 

※（　）内は前年比

怯交通事故多発路線・・・・国道２０７号、国道４９８号、県道鹿島嬉野線

　交通事故防止のため、上記路線のほか、通学路などで交通指導取締りを重

点的に実施します。

 　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１

平成２７年５月末
鹿島市の交通事故発生状況

詳しくは

物 損 事 故 数傷 者 数死 者 数人 身 事 故 数
（－２１９）７,１４０件（－８７）４,６８４人（－０９）２１人（－４３）３,５２４件佐 賀 県 内
（＋０３８）４２６件（－０５）２１７件（－０１）４人（＋１１）１７４件鹿島警察署管内
（＋０１３）２０６件（　００）１１４件（－０１）２人（　００）８６件鹿 島 市 内

　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
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　 NASVA （自動車事故対策機構）で
ナ ス バ

は、自動車事故による重度後遺障が

い者への『介護料』の支給を行う重

度後遺障害者介護料支給制度や、自

動車事故被害者への『交通遺児育成

資金』の無利子貸し付けを行う交通

遺児等貸付制度があります。自損、

他損事故を問いません。

 

　自動車事故対策機構佐賀支所

　緯０９５２（２９）９０２３

　http://www.nasva.go.jp/index.html

 

　夏休み期間は、解放感から不規則

な生活に陥りやすく、非行や問題行

動が多発します。夏休みの過ごし方

について、自主的な計画を立て、規

則正しい生活が送れるよう家庭では

十分に気を配りましょう。また、外

出する際には、行き先と帰宅時間を

必ず確認するよう心がけてください。

～夏休みにはこんなことを実行しよう～

潤早寝早起き潤家庭でのお手伝い

潤地域行事へ参加潤読書やスポーツ

 　鹿島市青少年育成市民会議

　　　　　事務局（市生涯学習課内）

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

 

　県内高校生の就職希望者のうち、

半数以上の生徒が県内への就職を希

望しています。

　景気が回復傾向にあり人手不足が

懸念される状況のため、お早めに採

用計画をご検討いただき、来春卒業

する高校生が多く就職できるよう、

ハローワークまで求人の申し込みを

お願いします。新規高校卒業者を対

象とする採用選考の開始は９月１６

日からです。

　なお、大学・短大生などに対する

求人の申し込みも、ハローワークで

受け付けています。あわせて採用の

ご検討をお願いします。

 　鹿島公共職業安定所

　　　　　緯０９５４（６２）４１６８

自動車事故の被害に
遭われた人へ

詳しくは

夏の子ども・若者育成支援強調月間
《8月1日～ 8月31日》

詳しくは

～事業主の皆さんへ～
高校生の積極的な採用を！

詳しくは

 

　中小企業で働く従業員のため、国

がサポートする退職金制度です。

潤掛金の一部を国が助成

潤掛金は全額非課税で手数料不要

潤外部積立型で管理が簡単

潤解散存続厚生年金基金からの移行

　先の一つ

 

　中小企業退職金共済事業本部

　緯０３（６９０７）１２３４

　http://chutaikyo.taisyokukin.go.jp/

 

 

　自分のパソコンを使っての講座で

す。（お持ちでない人は準備します）

と　　き　８月３１日（月）～９月３日（木）

　　　　　１３時３０分～１６時３０分

と　こ　ろ　嬉野市中央公民館

　　　　　（嬉野市塩田町）

内　　容　基本操作、文字入力、

　　　　　インターネットなど

対　　象　パソコン初心者

定　　員　２０人

受　講　料　３,７００円（テキスト代込）

募集期間　８月１７日（月）～２４日（月）

 　ＮＰＯ法人シニアネット佐賀

　　　　　緯０８０（２７３６）２２１８

 

と　　き　８月９日（日）９時～１２時

　　　　　受付　８時３０分

　　　　　※雨天決行

と　こ　ろ　松本材木店（末光コメリ店前）

内　　容　簡単な踏み台、本立てな

　　　　　どの作製

対　　象　小学生とその家族

定　　員　３０組（先着順、要申込）

※必ず保護者同伴でお願いします

参　加　費　５００円/組

持　参　品　軍手、タオル、飲み物など

※金づち、のこぎりなどは準備します

 

　『佐賀県産木材』地産地消の応援団

　松本材木店

　緯０９５４（６２）２７２５

中小企業退職金共済制度
のお知らせ

詳しくは

講講習習会会・・教教室室
『チャレンジＰＣ講座in

嬉野』受講生募集

詳しくは

『木の香り温もりを感じよう！』
木工教室参加者募集

申込・問合せ先

 

　８月は第３金曜日に開催します。

介護をされている人、興味がある人

であればどなたでも参加できます。

と　　き　８月２１日（金）

　　　　　１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　エイブル２階和室

内　　容　ハンドマッサージ

講　　師　村田　麻里さん

参　加　費　無料

申　　込　不要

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

 

　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。

と　　き　８月１９日（水）

　　　　　１０時～１４時３０分

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

会　　費　３００円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾

申込締切　開催日の１週間前

 

　保健センター

　緯０９５４（６３）３３７３

 

　『痛み』と『漢方治療』について

わかりやすく講演します。『にわか

劇』もあり、楽しく優しい講演です。

と　　き　８月２０日（木）１９時～２０時

と　こ　ろ　エイブルホール

演　　題　『こころとからだ』に優し

　　　　　い痛みの漢方治療

講　　師　織田病院　麻酔科部長

　　　　　中平　圭　医師

 　織田病院　神代

　　　　　緯０９５４（６３）３２７５

快互（介護）のつどい

詳しくは

食改さんの料理教室

申込・問合せ先

ゆうあい公開セミナー
を開催します

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ・講習会・教室

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３期の口座振替日は

８月３１日（月）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）
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　日本語ボランティアも学習者も足

を運びたくなるような教室活性化の

手立てを一緒に考えるフォローアッ

プ講座を開催します。

と　　き　８月２２日（土）～１０月１７日（土）

　　　　　全１２回

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

　　　　　※８月は嬉野公民館

対　　象　活動中の日本語ボラン

　　　　　ティアや興味のある人

受　講　料　無料

定　　員　先着２０人

 

　佐賀県日本語学習支援カスタネット　有瀬

　緯０８０（６４０３）９８７０

 

と　　き　月４回（水曜日）

　　　　　１９時３０分～２１時

と　こ　ろ　エイブル

対　　象　興味のある人（年齢不問）

受　講　料　１,０００円／回

講　　師　市内ＡＬＴほか

内　　容　日常英会話、トラベル英会話など

 　レッツチャット　小森

　　　　　緯０９５４（６２）７５２８

 

 

　『責任技術者』は、下水道排水設備

工事を施工する指定工事店として指

定を受けるために必要な資格です。

試　験　日　１０月１日（木）

試験会場　マリトピア（佐賀市）

受　験　料　５,０００円

受験講習　９月２５日（金）

講習会場　マリトピア（佐賀市）

受　講　料　３,０００円

　　　　　別途、販売元より直接購入する

　　　　　テキスト（２,５００円）が必要です。

受験案内配布・受付締切

　　　　　８月１７日（月）

※受験資格や申込手続、手数料に関す

　る詳細は、受験案内をご覧ください。

 　県下水道協会事務局

　　　　　緯０９５２（３３）１３３０

日本語教室活性化
フォローアップ講座

申込・問合せ先

レッツチャット（英会話）
参加のご案内

詳しくは

試試 験験
排水設備工事責任技術者

資格試験

詳しくは

 

 

　市内中学校吹奏楽部による、恒例

の『サマーコンサート』を開催します。

　生徒たちのさわやかな演奏をぜひ

お楽しみください。（入場無料）

と　　き　８月２３日（日）

　　　　　１３時開場　１３時３０分開演

と　こ　ろ　市民会館大ホール

プログラム

　第１部　コンクールステージ

　第２部　不知火太鼓

　第３部　ポップスステージ・合同演奏

 　教育総務課

　　　　　緯０９５４（６３）２１０３

 

　古賀メロディーギターアンサンブ

ルを特別ゲストに迎え、終戦７０周

年記念平和チャリティーコンサート

を開催します。

と　　き　８月３０日（日）

　　　　　９時３０分開場、１０時開演

と　こ　ろ　市民会館大ホール

入　場　料　５００円（全席自由）

出　　演　

潤地元近県カラオケ愛好会

潤日本舞踊団体　潤フラダンス

潤大正琴　潤リズムダンス　など

 

　同実行委員会（カラオケ楼蘭）

　緯０９５４（６２）９６１０

 

と　　き　８月２６日（水）～３０日（日）

　　　　　３０日は１６時まで

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

　　　　　４階ギャラリー

写真展示　県展入賞・入選作品、

　　　　　県写真協会展出品作

鉛筆画展示　日美絵画展出品作など

観　覧　料　無料

※むつごろうフォートス会員募集中

 

　むつごろうフォートス会　岩永

　緯０９０（９４８５）７２５２

　田澤安男

　緯０９５４（６２）７２３６

イイベベンントト
市内中学校音楽会

『サマーコンサート』

詳しくは

ふるさと芸能まつり

詳しくは

むつごろうフォートス写真展
＆田澤安男鉛筆画展

詳しくは

 

　市内外の小中高校生を中心に作り

上げた、明るく楽しい、お芝居と歌

＆ダンスの舞台公演です。ご家族で

お楽しみください。

と　　き　８月１６日（日）１４時～

と　こ　ろ　エイブルホール

入　場　料　無料

内　　容　演劇『 天龍 に吹く風』
てんりゅう

　　　　　歌とダンスのステージ

 　劇団ヤマト事務局　野崎

　　　　　緯０９０（２５０８）８３７４

 

と　　き　８月３日（月）　少雨決行

　狂夏まつり　　　　１８時２０分～

　狂おしまさん詣り　２２時３０分～

と　こ　ろ　七浦海浜スポーツ公園

夏まつりアトラクション

　潤園児による出し物　１８時４０分～

　潤郷土芸能（飯田区）　　１９時２５分～

　潤七浦盆おどり　　　２０時～

　潤お楽しみ抽選会

 　同実行委員会事務局

　　　　　緯０９５４（６２）８３２５

 

　夜店(金魚すくい、たこ焼き、串焼

き他）など楽しい催しものがたくさ

んあります。気軽にお越しください。

と　　き　９月３日（木）

　　　　　１８時～２０時３０分

と　こ　ろ　鹿島療育園運動広場

　　　　　※荒天時は室内

 　鹿島療育園

　　　　　緯０９５４（６２）２７８０

 

狂祐徳夏まつり　

　１日（土）１０時～　祐徳稲荷神社周辺

狂鹿島おどり　

　７日（金）・８日（土）　［２６ページ参照］

狂鹿島市民納涼花火大会　

　１２日（水）８時～　　［２６ページ参照］

狂くさ市　

　１３日（木）早朝～　逆川通り

狂市消防団夏季訓練　

　１６日（日）７時３０分～　祐徳グラウンド

劇団ヤマト　夏公演

詳しくは

納涼ふるさと七浦夏まつり

詳しくは

鹿島療育園　秋まつり

詳しくは

その他のイベント

情報掲示板　愚　講習会・教室・試験・イベント
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情報掲示板　愚　イベント・募集・相談

狂就活講座　ハローワーク鹿島

　１９日（水）１３時１５分～１４時３０分　要予約

　ジョブカフェSAGA緯０９５２（２７）１８７０

狂女優たちによる朗読　夏の雲は忘れない

　２２日（土）１８時３０分～　［１８ページ参照］

狂山浦千灯篭（面浮立奉納）　

　２３日（日）１６時～　山浦天満宮

狂肥前浜宿まちなみ活用委員会

　２７日（木）１９時３０分～　継場（八宿）

狂琴路神社一番通夜　

　３１日（月）　琴路神社

 

 

　入居予備者は、抽選により選考し

ます。詳細はお問い合わせください。

対象団地　市内全４団地ほか

　　　　　（武雄市・大町町地区）

申　込　書　９月１日（火）から配布

受付期間　９月４日（金）～１０日（木）

　　　　　９時～１９時（６日は休み）

受付場所　武雄市武雄町昭和２６５番地

　　　　　指定管理者　川原建設㈱

抽　選　日　９月１５日（火）

抽選会場　武雄総合庁舎別館

 

　指定管理者川原建設㈱武雄管理室

　緯０９５４（２６）０５２２

 

 

　『司法書士の日』（８月３日）にちな

んで無料法律相談会を開催します。

と　　き　８月３日（月）９時～１７時

と　こ　ろ　県内各司法書士事務所

相談内容　

　胸登記胸相続胸遺言胸会社設立

　胸成年後見胸クレジットサラ金

　胸簡易裁判所訴訟代理

　胸その他司法書士が行う業務

怯無料電話相談　

と　　き　月・木曜日１８時～２０時

緯０９５２（２９）０６３５

 　佐賀県司法書士会

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

募募 集集
県営住宅入居予備者を

募集します

詳しくは

相相 談談
司法書士による
無料法律相談

詳しくは

 

　佐賀県知的障害者更生相談所によ

る巡回相談が実施されます。

　心理判定員が療育手帳や福祉サー

ビスに関する相談を受け付けます。

　相談を希望する人は、必ず事前に

福祉事務所へ予約してください。

と　　き　９月７日（月）１０時～１６時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル内）

 　福祉事務所障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

 

狂無料法律相談（市民優先）

　１３日（木）市民会館１階

　受付１３時～１４時（先着１０人）１３時３０分開始

　２７日（木）市民会館２階

　受付９時３０分～１０時３０分（先着６人）１０時開始

狂人権相談

　市民交流プラザかたらい３階会議室

　６日（木）１０時～１５時

狂成人健康相談　保健センター

　５日（水）９時３０分～１０時３０分

狂厚生年金・国民年金相談　

　市民会館１階サロン

　４・１８日（火）１０時～１２時、１３時～１５時

　要予約　市民課緯（６３）２１１７

知的障害者更生相談所
巡回相談

詳しくは

その他の相談

狂消費生活相談　市民会館１階サロン

　毎週月・金曜日（２８日を除く）

　９時３０分～１２時、１３時～１６時

狂こころの健康相談（臨床心理士対応）

　１９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

　１８日（火）１０時～１６時　要予約

　NPO法人それいゆ緯０９０（６２９６）７５５０

狂ことばの相談　福祉事務所相談室

　２０日（木）１３時３０分～１６時

　要予約　福祉事務所緯（６３）２１１９

狂住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　８日（土）１０時～１２時

狂土地・建物に関する無料相談所　

市民会館１階サロン

　２５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

　１２・２６日（水）１０時～１２時、１３時～１５時

　社会福祉協議会緯（６２）２４４７

 

開園期間　８月中旬～９月中旬

※ぶどうの育成状況により変わります

開園時間　９時～１７時

料　　金　入園無料（試食もできます）

　潤収穫したぶどう１kgあたり１,０００円

利用方法（予約制）

　ご希望の日時などを伺い、市内の農園

と調整後、再度ご連絡します。

 （受付時間　９時～１６時）

　多良岳オレンジ海道を活かす会事務局

　（ＪＡさがみどり地区園芸指導課）

　緯０９５４（６２）２１４５

鹿島でぶどう狩りが楽しめます！

予約・問合せ先
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　鹿島市保健センター

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　国の方針で２年に１回の検診となります。

受　付　保健センター（エイブル１階）　９時～１０時

※８月２４日（月）、９月２日（水）は１３時３０分～１４時３０分

対象者　子宮頸がん検診：２０歳以上で昨年度未受診の女性

　　　　乳　が　ん検診：４０歳以上で昨年度未受診の女性

料　金　子宮頸がん検診：７００円

　　　　乳　が　ん検診：４０歳代１,５００円、５０歳以上１,０００円

その他　潤乳がん検診は毎回先着５５人で締め切ります。

　　　　潤５～６月に実施したがん検診申込書などで

　　　　　申し込んだ人には受診票を郵送します。

　　　　潤区ごとに受診日を定めていますが、都合が　

　　　　　悪いときは別の日に受診できます。（連絡不要）

　　　　潤新たに希望する人はご連絡ください。

子宮頸がん・乳がん検診を受けましょ子宮頸がん・乳がん検診を受けましょうう

対　象　区月　日対　象　区月　日

行成・末光・中浅浦・大木庭・東三河内
１１月６日
（金）

東町・横田・大村方・鮒越・上古枝・七開・
組方・江福・飯田・龍宿浦

８月２０日
（木）

若殿分・川内・白鳥尾・貝瀬・土穴・本城・
中木庭・平仁田開拓・新方・湯ノ峰・庄金・
南舟津・中町

１１月２６日
（木）

世間・重ノ木・上浅浦・大野・中尾・竹ノ木庭・
下古枝・久保山・奥山・小宮道・東塩屋・西塩屋・
乙丸・古城　　（受付時間　１３時３０分～１４時３０分）

８月２４日
（月）

伏原・下浅浦・中村・森・土井丸・井手・
大宮田尾・母ケ浦・西葉・矢答

１２月１日
（火）

中川内・南川・筒口・大殿分・八宿
８月２８日
（金）

高津原
１２月１１日
（金）

城内・大手・新町・中牟田・山浦
（受付時間　１３時３０分～１４時３０分）

９月２日
（水）

日曜日検診希望者は、保健センターに申し込み
が必要です

１２月１３日
（日）

馬渡・小舟津・広平・山浦開拓・番在開拓・
嘉瀬浦

９月４日
（金）

野畠・北舟津・本町・三部・新籠・常広・音成
１２月１８日
（金）

納富分・井手分
９月２８日
（月）

夜間：受付時間１８時～１９時
夜間検診希望者は申し込みが必要です

１２月１８日
（金）

西牟田・犬王袋・早ノ瀬・浜新町
１０月２９日
（木）

高津原・執行分・西三河内
１１月４日
（水）

　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９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

日曜日曜日日にできにできるる肝炎ウイルス検肝炎ウイルス検査査

熱中症に気をつけましょ熱中症に気をつけましょうう

　屋外に限らず、就寝中など室内にいるときも注意が必

要です。

①暑さの感じ方は人によって異なります。自分の体調の

　変化に気を付け、万全の予防を心がけましょう。

　高齢の人は、暑さに対する体の調整機能が低下してい

　るので、特に注意が必要です。

②のどの渇きや暑さを感じていなくても、こまめに水分

　補給、温度調整に心がけましょう。

③一人ひとりが周囲の人に気を配り、熱中症予防を呼び

　かけ合いましょう。特に、熱中症にかかりやすい高齢

　の人や子どもは、周囲が協力して見守りましょう。

④節電を意識しすぎるあまり、健康を害することのないよ

　うご注意ください。
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８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２４年１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

６日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２６年１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）

２７日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２７年４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 

２６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　５・１２・１９・２６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　１９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　１１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　２０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６月生まれ

興離乳食教室（後期）
と　き　２５日（火）
　　　　受付１０時～１０時３０分
内　容　離乳食指導等
対　象　８～１０カ月児の保護者

興２回目フッ化物塗布
と　き　２７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８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
鹿島市　若殿分田中医院　　　　　緯０９５４（６３）４０８０４日（火）
太良町田代医院　　　　　緯０９５４（６７）２１２０１１日（火）
鹿島市　中牟田稗田産婦人科　　　緯０９５４（６３）３３０９１８日（火）
太良町町立太良病院　　　緯０９５４（６７）００１６２５日（火）

建おくすりノートを持っていきましょう

対　象　者　１１歳～１３歳未満

接種回数　１回

　ジフテリアと破傷風の二種混合ワクチンの予防接種です。

　夏休みを利用し、体調の良いときに受けましょう。

【今月の特集】

二種混合

予防接種
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１・８・１５・２２・２９日（土）、
２・９・１６・２３・３０日（日）

市役所
保健センター

１６日（日）
市民交流プラザ
（かたらい）

４・１１・１８・２５日（火）、１６日（日）
子育て支援センター
（わ・わ・わ　ぽっと）

３・１０・１７・２４・３１日（月）市民図書館

３・１０・１７・２４・３１日（月）
生涯学習センター
（エイブル）

４・１１・１８・２５日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

３・１０・１７・２４・３１日（月）
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２４ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日
アルナ浜町店薬師寺医院　緯（６３）５２８１２日（日）
ミズ北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６９日（日）
ミズスカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５１６日（日）
ミズ西牟田店別府整形外科　緯（６３）３０６３２３日（日）
西牟田薬局中村医院　緯（６３）９２３４３０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

※雨天時は子育て支援センターで開催します
　（前日１７時までにfacebookでお知らせします）
※各自暑さ対策をお願いします

のびのびサークル　『ジャブジャブ　楽しもう！』
　対　象１歳７ヵ月児～就学前児と保護者

１７日（月）北公園（西牟田）　集合・解散
　　　　１０時～１２時

よちよちサークル　『ママと一緒にチャプチャプ♪』
　対　象５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

２４日（月）北公園（西牟田）　集合・解散
　　　　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６月３０日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿島市

世帯６＋人２５－世帯１０,７４５人３０,５４０

世帯６－人２７－世帯　５,３２７人１４,０７４鹿　島

世帯２＋人２＋世帯　１,１５６人  ３,６５８能古見

世帯１－人８－世帯　１,０３９人  ３,１９３古　枝

世帯７＋人９＋世帯　１,０６１人  ３,０５１浜

世帯４＋人８＋世帯　１,２１２人  ３,５７５北鹿島

世帯０人９－世帯　　　９５０人  ２,９８９七　浦

人１５－人１４,４１２男

人１０－人１６,１２８女

山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
鹿島設備　　　　　　緯（６３）３２２８
大隈設備　　　　　　緯（６２）１３０２
マツモト　　　　　　緯（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　緯（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
佐賀庭苑　　　　　　緯（６２）８８１６
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
池田設備左官工務店　緯（６２）１７３２

　１日（土）
　２日（日）
　８日（土）
　９日（日）
１３日（木）
１４日（金）
１５日（土）
１６日（日）
２２日（土）
２３日（日）
２９日（土）
３０日（日）
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※『催し・案内』、『相談』は２１～２２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
　２５ページに移転しました

　鹿島の夏といえば、やっさ、

やっさ！の『鹿島おどり』。今年は

８月７日（金）・８日（土）の２日 間

開催されます。

　また、今年は鹿島夜市も２日間

開催！子どもおどりは８日（土）に

開催します。さぁ！ひっきゃ、お

どりましょう概

　２年ぶりに開催される今年の花火大会は開催場所も

変わり、新たに鹿島『市民』納涼花火大会として開催し

ます。有明海の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～（打ち上げ開始）

　　　　　※雨天の場合は１３日（木）に順延

と　こ　ろ　潤打ち上げ場所　北鹿島富山海岸

　　　　　潤大会本部　　　鹿島港広場

打ち上げ数　２,５００発

交通規制　打ち上げ場所、大会本部周辺に交通規制あり

 　鹿島市民納涼花火大会実行委員会事務局
　　　　　（肥前浜駅内） 緯０９５４（６２）０１０２
詳しくは

第１回 鹿島市民 納涼花火大会
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