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※『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２７ページに移転しましたは２７ページに移転しました

　毎年恒例の『鹿島おどり』毎年恒例の『鹿島おどり』がが８月７日８月７日（金）（金）・８日・８日（土）（土）に開催に開催

されましたされました。。

おどり始める夕刻になっても、昼間のうだるような暑さ　おどり始める夕刻になっても、昼間のうだるような暑さがが

残る中、汗だくでも楽しげに踊るおどり隊と残る中、汗だくでも楽しげに踊るおどり隊と、、威勢の良い威勢の良い

『やっさ！やっさ！』の掛け声で、沿道に詰め掛けた観客『やっさ！やっさ！』の掛け声で、沿道に詰め掛けた観客もも

大いに盛り上がっていました大いに盛り上がっていました。。

写写真真
やっさ、やっさやっさ、やっさ！！　鹿島おどり鹿島おどり
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　多年にわたり家族や地域社会に尽くしていただいたお

年寄りを敬愛し、長寿を祝う日として『敬老の日』が定め

られています。

　この日を契機として、皆さん一人ひとりがさまざまな高

齢者の問題を身近なこととして理解しましょう。

　そして、だれもが生きがいを持ち健康で安心して生活

できる豊かな長寿社会を目指しましょう。

みんなで祝いましょう

敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬老老老老老老老老老老のののののののののの敬老の日日日日日日日日日日日

特集　敬老の日

　私たち市民は、高齢者が家庭や社会で尊重され、生きがいとゆとりのある健康長寿と福祉のまちづくりをめざし、

この憲章を定めます。

　一、高齢者を尊敬し、みんなでささえあうまちをつくりましょう。

　一、高齢者が、生涯を通じて学び、生きがいのある暮らしができるまちをつくりましょう。

　一、高齢者すべてが、心身ともに健やかに、自立した生活ができるまちをつくりましょう。

　一、高齢者のゆたかな知識と経験を生かし、社会の一員として活躍できるまちをつくりましょう。

　一、高齢者が安心して暮らせるよう、保健・医療・福祉の充実したまちをつくりましょう。

鹿島市高齢者憲章　平成１８年３月制定

怯敬老行事
　この日を中心に各地区で敬老行事が行われますので、

積極的にご参加ください。詳しくは、案内状をご覧く

ださい。

怯関連事業
　県および市では、高齢者の健康と長寿を祝って次の

事業を行います。

潤敬老祝金と敬老祝品の贈呈
　県内・市内に１年以上住所を有する人が対象です。

　［佐賀県］

　　今年度で１００歳になる人に祝品を贈ります。

　［鹿島市］

　　今年度で８８歳になる人と１００歳以上の人に祝金を贈

　　ります。

　 敬 老 行 事 の 場 所 と 日 程　

区ごとに開催鹿　島：

区ごとに開催能古見：

９/２１　１０時～祐徳稲荷神社参集殿古　枝：

９/２０　１０時～臥竜ヶ岡体育館　浜　：

９/２１　１０時～北鹿島体育館北鹿島：

９/２１　１０時～七浦海浜スポーツ公園　体育館七　浦：

高齢者福祉に関する相談・問合せ先

　保険健康課長寿社会係

　緯０９５４（６３）２１２０

　地域包括支援センター

　緯０９５４（６３）２１６０
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高齢者福祉サービスの紹介

※サービスによっては、事前に市から訪問調査を行います。その結果、利用できるかどうかの判定が必要になります。

　また、介護保険サービスと併せて利用できるサービスもありますので、ご相談ください。

愛の一声ネットワーク

ひとり暮らしの高齢者の人を中心に

ネットワークをつくり、声掛けなど

による見守りを行います。

緊急通報設置

ひとり暮らしの人に緊急通報装置を

取り付け、近隣の人による見守りを

行います。

その他の
　　サービス

特集　敬老の日

生きがいデイサービス

レクリエーション、健康チェック、

入浴、昼食などで楽しい１日を過ご

せます。

陶芸教室

陶芸を通じて仲間づくりを目指します。

シルバー人材センターでの活動

さまざまな経験を生かして働くこと

により生きがいを高めます。

老人クラブ活動

生きがいと健康づくりによる元気な

高齢者づくりに取り組んでいます。 元気な人へ
 生きがいづくり、
 介護予防への支援

外出支援サービス

介護認定を受けている遠隔地域の人

で、登録した人を市内の通院や公共

施設までの外出を車イス搬送用の車

でお手伝いします。

軽度生活援助

ひとり暮らしの高齢者、または高齢

者のみの世帯で、生活面で援助の必

要な人に、調理・洗濯・掃除などを

お手伝いします。

食生活改善事業（会食）

ひとり暮らしの高齢者が公民館など

に集まり一緒に食事を作って食べ、

食生活を改善します。

グループリビング

近くに身寄りがなく、自立した高齢

者が共同で助け合うことで、自立し

た生きがいのある生活をおくります。

配食サービス

ひとり暮らしの高齢者、または高齢

者のみの世帯で調理のできない人、

健康管理の必要な人に栄養のバラン

スのとれた食事をお届けします。

グループリビングショートステイ

ひとりで家にいるのが不安な人や家

族が不在のとき、グループリビング

の空き部屋に短期間の宿泊ができま

す。

支援が必要な人へ
生活へのお手伝い

紙オムツ支給

在宅で常時失禁状態にある高齢者の

人に対し、所得に応じて紙オムツま

たはその給付券を支給しています。

高齢者位置検索システム

徘徊行動がみられる高齢者を介護し

ている家族に、高齢者位置検索シス

テム利用時の初期費用を助成します。

介護が必要な人へ
　　　　お手伝い

健康づくり教室参加者募集！　～ロコトレでロコモ予防～
　『立つ』『歩く』などの動きをコントロールする骨、

関節、筋肉などの運動器の動きが低下することをロコ

モティブシンドローム（運動器症候群）、略して『ロコ

モ』と言います。放っておくと日常生活に支障をきた

してしまうこともあります。

　これを機会に運動しませんか？参加無料です。

と　　き　１０月２日～１２月２５日　１３時３０分～１５時
　　　　　※１０月９日、１１月６日を除く毎週金曜日
と こ ろ　のごみふれあい楽習館
対　　象　概ね４０歳以上
内　　容　ストレッチ・リズムダンスなど
 
　　地域包括支援センター　緯０９５４（６３）２１６０
申込・問合せ先
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１　０　月１日は、国勢調査
特集　平成２７年国勢調査

９月上旬に、皆さんのお宅に『イン

ターネット回答の利用案内』を配布

します。９月下旬にはインターネッ

ト回答のなかった世帯に調査票を配

布します。お届けするのは総務大臣

が任命し、守秘義務が課せられた国

勢調査員です。

調査票に記入していただいた内容は、

統計の目的以外に使用することはあ

りません。調査票は、外部にもれな

いように厳重に管理し、集計が完了

した後には完全に溶かし、再生紙と

して生まれ変わります。

今回の調査から全世帯を対象とした

オンライン調査が導入されます。パ

ソコン、タブレット、スマートフォ

ンからいつでも手軽に回答できます。

国勢調査員が伺いま国勢調査員が伺いますす 個人情報の保護は万全で個人情報の保護は万全ですす オンラインで回答できまオンラインで回答できますす

怯国勢調査の日程

インターネット回答用ＩＤを世帯に配布

９月１０日（木）～１２日（土）
すべての世帯に配ります

パソコンやタブレット、スマホから
インターネット回答

９月１０日（木）～２０日（日）
配布された『ＩＤ・パスワード』を入力して、

インターネットで回答できます
※ご不明な点はコールセンターへ

国勢調査コールセンター
緯０５７０（０７）２０１５

受付時間　８時～２１時（土・日・祝日可）

▼

怯インターネットで回答できる
　『スマート国勢調査』のポイント

　手軽で簡単なインターネット回答を、

ぜひご利用ください。

潤仕事で帰宅する時間が遅くなったり、

　日中不在がちにすることの多い世帯で

　あっても、期間中はいつでもお好きな

　時間に回答できます。

潤インターネットで回答された世帯には、

　紙の調査票の提出が不要となるため、

　以降、調査員は訪問しません。

潤不正なアクセスなどの監視を２４時間

　行っていますので、回答データは厳重

　に守られます。
インターネット回答のなかった世帯に

調査票を配布

９月２６日（土）～３０日（水）
インターネットで回答されなかった場合は、

紙の調査票を配布します

調査票の提出

１０月１日（木）～７日（水）
記入した『調査票』の提出は、調査員に
渡していただくか、郵送していただくこと
もできます。郵送された調査票は市役所に

届けられます。

▼

▼

国勢調査へのご理解と
ご協力をお願いします！
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　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、湿地とともに生きていく環境づくりを目指す条約です。

【ラムサール条約の３つの目的】　潤保全・再生　潤ワイズユース（賢明な利用）　潤交流・学習

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　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！
②保全・再生

　有明海は多くの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暮らしてきました。

　私たちは、その豊かな生態系を子どもたちに受け

継いでいく必要があります。しかしながら、近年は

有明海の環境問題が話題となっているように、有明

海の豊かさは徐々に失われ、多くの生き物たちが姿

を消しています。特に、アゲマキガイやウミタケを

はじめとした二枚貝がほとんど採れなくなっていま

す。かつての豊かな干潟環境を再生し、有明海で採

れたアゲマキガイを食べたい、そのためにも有明海

を守るための取り組みを進めていきます。

怯保全・再生　～豊かな湿地を取り戻し、湿地を守っていく～

特集　平成２７年国勢調査

怯国勢調査Ｑ＆Ａ

Ｑ．国勢調査ってなに？

Ａ．国勢調査は、人口・世帯の実態を明らかにする国

　の最も重要な統計調査のことです。調査は５年ごと

　の１０月１日に実施され、平成２７年国勢調査は、大正

　９年（１９２０年）を第１回として、２０回目に当たります。

　　日本で国勢調査をスタートさせるきっかけを作っ

　たのが、佐賀出身の大隈重信公ということをご存知

　ですか？明治１４年、当時参議であった大隈公は『統

　計院設置の件』とういう建議で、社会経済の実態を

　明らかにする統計の必要性を述べています。

　　これが後に国勢調査開始の原動力となったのです。

Ｑ．調査結果はどんなことに使われるの？

Ａ．例えば、地方交付税の算定や都市計画の策定の際

　には、国勢調査の結果による人口（人口総数・就業

　人口・年齢別人口・世帯数など）を用いることと定

　められています。

　　この他にも将来人口の予測や防災計画の策定など

　の基礎資料として活用されます。

　　また、調査結果は統計局のwebサイトなどで自由

　に閲覧・利用できますので、企業が商品開発等に利

　用することもあります。

Ｑ．国勢調査員ってどんな人？

Ａ．国勢調査員は、市町村長の推薦に基づいて総務大

　臣が任命する非常勤の国家公務員です。

　　調査員には統計法により守秘義務があり、調査上

　で知り得た秘密をもらしてはならず、違反すると罰

　則もあります。

Ｑ．国勢調査に答える人って？

Ａ．平成２７年１０月１日現在、日本国内に住んでいるす

　べての人が対象になります。

　　生まれたばかりの赤ちゃんはもちろん、３ヵ月以

　上日本に住んでいる（住むことになっている）外国人

　の方も調査の対象です。

または　鹿島市国勢調査実施本部

　　　　（企画財政課秘書広報係）

　　　　緯０９５４（６３）２１１４

 詳しくは 検索国勢調査２０１５

怯国勢調査を装った『かたり調査』にご注意ください！

潤国勢調査では、金銭を要求することはありません。また、

　口座の暗証番号やクレジットカード番号などをお聞きす

　ることもありません。

潤国勢調査を装った不審な訪問者や不審な電話・電子メール

　などにご注意ください。不審に思った際には、回答しない

　で速やかに市国勢調査実施本部にお知らせください。

潤調査員は、その身分を証明する『国勢調査員証』を携帯して

　います。

　　　　国勢調査コールセンター
　　　　緯０５７０（０７）２０１５

　　　　※受付時間８時～２１時（土・日・祝日可）
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決 算 収 支歳 出歳 入会 計 区 分

３億４,８８７万円１４７億０,８２７万円１５０億５,７１４万円一般会計（地方財政状況調査）

１６４万円１０億２,４４２万円１０億２,６０６万円公共下水道事業
特
別
会
計

２２１万円２４万円２４５万円谷田工場団地造成・分譲事業

△５,２５９万円４０億１,９３１万円３９億６,６７２万円国民健康保険

１３５万円３億７,６５０万円３億７,７８５万円後期高齢者医療

６,４８８万円５億０,０４２万円５億６,５３０万円収益的収入および支出

水道事業

公
営
企
業
会
計

０万円３億４,８１０万円
資本的収入　　５,９０２万円

補填財源　２億８,９０８万円
資本的収入および支出

　平成２６年度の各会計の決算状況は、上表のとおりとなりました。各事業の決算は９月市議会に提案し、市議会決算審査特別委員会

での審査を経て、一般会計および特別会計は１２月議会、水道事業会計は９月議会で、それぞれ決算認定（適否）の採決が行われます。

　水道事業会計の決算は、『収益的収支』で６,４８８万円の純利益となりましたが、『資本的収支』では、2億８,９０８万円の資金不足

となりました。この不足分は、当年度の減価償却費など（補填財源）を充当し、資金不足を補いました。

 　企画財政課財政係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

怯一般会計決算の状況（構成）

怯指標でみる財政事情

主 な 指 標 と 説 明
２５年度２６年度

市税や普通交付税など毎年入ってくる財源がどのくらい自由に使えるかの指標で、
財政構造の弾力性（余裕）を示し、低いほど余裕があります。
主要財源である普通交付税や臨時財政対策債の減、扶助費の増などにより１．０ポイン
トの指標悪化となりました。

経 常 収 支 比 率

９２．２％９３．２％
市町村の財政力（自前で調達できる財源）を示す指標で、１．０００に近いほど財政に余裕
があります。
１．０００を超える場合は、普通交付税の不交付団体となります。本市は例年０．４台を推
移しており、自主財源の確保の難しさを表しています。

財 政 力 指 数

０．４２８０．４２６
市町村の標準的な一般財源の規模を『標準財政規模』といい、これに対する公債費の
割合で、現在の借金額が妥当か判断する数値。
公債費のピークであった平成１８年度以降は着実に減少しており、今決算では０．８ポイ
ントの改善となりました。

起 債 制 限 比 率

６．４％５．６％
起債制限比率に公共下水道など公営企業や衛生施設組合など一部事務組合を含めた
もの。１８％以上の団体は地方債の借入に適正化計画の策定と県知事の許可が必要と
なり、２５％以上になると借入が制限されます。
今決算では０．９ポイントの改善となりました。

実質公債費比率

９．９％９．０％

怯決算の概要

平成２６年度　鹿島市の決算状況
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　鹿島市一般会計では、財源不足補てんのため、財政

調整基金（貯金）の実質的な取り崩しを行い、１億

５,８９２万円を繰り入れました。

　また、平成１２年度のピーク時には１３８億円あっ

た市債（借入金）残高は、平成２６年度末で、８８億円

に減少しました。返済金の金額を国からの交付金で 賄 
まかな

える『臨時財政対策債』を除けば、実質４４億円の市

債（借入金）残高となっています。

　平成２６年度の歳入全体としては、地方都市リノ

ベーションや中学校改築などの大型の普通建設事業の

実施に伴い、国からの補助金等が増加したため、前年

度比１１．５％の増となりました。

　主要財源である税収について、徴収率は０．６ポイ

ント改善しましたが、収入は１．１％の減となりまし

た。地方経済の景気回復がなかなか進まない中、税収

をはじめとした自主財源の確保は依然として厳しい状

況であり、地方交付税（国の交付金）や国県の補助金等

に依存する形になっています。

　歳出面では、少子高齢化対策、道路整備、公共下水

道事業などの都市基盤整備、さらに基幹産業である農

林水産業の活性化対策、学校施設の改修などで、今後

も引き続き財政需要の増加が見込まれるなか、事業の

優先度を検証し、更なる財政の健全化を図っていく必

要があります。

怯平成２６年度の主な目的別予算配分（決算額、構成比）

怯財政の現状と今後の展望

学校教育・

生涯学習

２２億１,２３９万円

１５％

商工観光・

雇用対策

 ３億３,４９６万円

２％

土木・建設・

災害復旧

１９億９,３９３万円

１４％

農林水産業

の振興

８億１,３４４万円

６％

議会・総務・

消防

２２億７,８０１万円

１５％

福祉・衛生

６０億２,４６０万円

４１％

平成２６年度鹿島市決算状況
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税税金金はは納納期期内内にに納納付付ししままししょょうう！！
　税金は、さまざまな住民サービスを提供するための大切な財源ですので、必ず納期内に納付をお願いします。

　また、税負担の公平を保つためにも、次のような取り組みを行っています。

税務課からのお知らせ

興納税に関する相談は随時受け付けていますので、税務課までご連絡ください。

 　税務課納税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

　支払い能力があるにも関わらず、市税の納付がない

場合は以下のような財産の『差押え』を行います。

怯差押え財産の例

　①預貯金・生命保険・給与等の差押え

　②不動産の差押え

　③家宅捜索（動産などの差押え）

怯差押えによる市税徴収の流れ

　　　　閣　　　閣　　　閣　　　閣

潤差し押さえた債権や不動産は、公売などにより現金

　化し、滞納市税に充当します。

潤市は、納税の推進を図るために、佐賀県滞納整理推

　進機構と共同で徴収強化に取り組んでいます。

滞

納

発

生

財

産

調

査

差

押

え

換
価
（
現
金
化
）

滞
納
金
へ
充
当

財産差押えなどによる徴収

　『納めたくても、納めることができない』人には、職

員による納税相談のほか、ファイナンシャルプラン

ナーによる相談も行っています。

　この相談は、借金問題解決・生活改善を通して、自

主納付ができる状況づくりの相談やアドバイスを行い

ます。

相談日時　月１回９時～１６時（時間外も対応可）

　　　　　９月は１６日（水）

※日程は広報かしまや市ホームページで確認できます

相談受付　原則予約制　１０人程度

相談内容　

　潤『住宅ローン』やその他の借入金などの相談

　潤生活状況を把握し、状況に応じた生活改善の相談

相　談　料　無料

 　税務課納税係

興ファイナンシャルプランナーとは、生活設計に即した

　資金計画などのアドバイスを行う人のことをいいます

予　約　先

生活再建による自主納付

滞納解消への取り組み

怯 口 座 振 替 を ご 利 用 く だ さ い
　　　～市税の納付は、『便利・安心・確実』な口座振替で～

申し込みできる場所

　市内の金融機関・郵便局

　※申込書は税務課にもあります

申し込みに必要なもの

　預貯金口座の通帳・届出印

口座振替できる税

　潤集合徴収（市県民税、固定資産税、国民健康保険税）

　潤軽自動車税

口座振替日

　潤集合徴収は６月～３月（１０期）の毎月末、１２月は２８日

　潤軽自動車は５月末

　※月末が土・日・祝日の場合は前日

　※広報かしま『情報掲示板』内にも掲載しています

　　（今月は２１ページに掲載）
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情報掲示板ワイド

怯下水道の役割

　海や川の汚染原因の７０％は家庭の台所での炊事や

洗濯・入浴などの『生活排水』だといわれています。

　下水道は、トイレだけでなく、これらの『生活排水』

も下水道管を通して集め、浄化センターできれいにし

て海へ流しています。

怯下水道はくらしと環境を守ります

　毅生活環境が改善されます

　　覚悪臭やハエなどの発生を防ぎます。溝掃除も楽

　　　になります。

　毅水洗トイレが使えます

　　覚掃除等のお手入れが簡単で、お年寄りや子ども

　　　も安心して使えます。

　現在、北鹿島・大字高津原・大字納富分・大字重ノ

木の一部区域で下水道が使えるようになっています。

　鹿島市の未来に豊かな自然を残すためにも、ぜひ下

水道への接続をお願いします。

　なお、排水設備の工事については、市の指定工事店

へお問い合わせください。

　下水道についてお尋ねになりたいことがありました

ら、気軽にご相談ください。

 　環境下水道課下水道係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

９月１０日は『下水道の日』
お
知
ら
せ

怯住民票の住所地にお住みでない人へ

　やむを得ず住民票の住所地で受け取ることができない人は、居所情報登録申請書を住民票のある住所地の市区町

村に持参または郵送してください。申請が認められれば、登録された居所に通知カードを送付します。

 　市民課市民年金係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７

詳しくは

Ｑ．通知カードとはどのようなものですか？

Ａ．市民の皆さんにマイナンバーを通知するための

　カードです。通知カードは券面に氏名、住所、生年

　月日、性別、マイナンバーが記載されていますが、

　身分証明書として利用できません。

知っていますか？　　　　　　　　　　　　　　　　

マイナンバー（社会保障・税番号）制度②

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。

　マイナンバーをお知らせする通知カードが１０月から住民票の住所地へ世帯ごとに郵送されます。

Ｑ．個人番号カードとはどのようなものですか？

Ａ．個人番号カードは表面に顔写真、氏名、住所、生

　年月日、性別、裏面にマイナンバーが記載されてい

　て、身分証明書としても利用ができます。

Ｑ．個人番号カードはどうしたらもらえるの？

Ａ．通知カードに同封されている交付申請書で申請す

　ると交付を受けることができます。（初回無料）

申請が必要な人

潤東日本大震災による被災者で住民票の住所地以外に

　避難している人

潤ＤＶ、ストーカー行為、児童虐待などの被害者で住

　民票の住所地以外に移動している人

潤一人暮らしで、長期間、医療機関や施設に入院・入

　所している人

申請期限　９月２５日（金）

必要書類

潤居所情報登録申請書

　総務省のホームページからダウンロードできます

潤申請者の本人確認書類（運転免許証など）

潤居所に居住していることを証明する書類

　（公共料金の領収書など）

※代理人が申請する場合は委任状や代理人の本人確認

　書類が必要です

興どなたでも通知カードまたは個人番号カードを持つようになります。

　いろいろな手続きで利用するため、なくさないように大切に保管し

　てください。
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　最近、携帯電話やスマートフォンでインター

ネットを閲覧中、突然アダルトサイトにつなが

り、心当たりのない未納料金を請求するメール

が届き、「解約するには、解約料がかかります。

コンビニで○○万円分のギフトカードを買って、

カードに書かれている番号を教えてください。」

など、電子マネーの購入を指示する架空請求詐

欺が多発しています。

架空請求詐欺にご注意ください！
お
知
ら
せ

～だましのキーワードはこれだ！～

　潤「コンビニでギフトカード（プリペイドカード）を買って」

　潤「カードに書いてある番号を教えて」

～被害にあわないために～

　潤慌てて相手に連絡しない！

　潤振り込む前に相談を！

　潤電話でお金の話がでたら注意！

 　鹿島警察署生活安全課　緯０９５４（６３）１１１１詳しくは

みんなで守ろう！鹿島の救急医療！
－９月９日（水）は『救急の日』　６日（日）から１２日（土）までは『救急医療週間』－

お
知
ら
せ

　『救急の日』は、救急業務および救急医療に対して皆さんの理解と認識を深めていただくとともに、救急医療関

係者の意識の高揚を図ることを目的に昭和５７年に定められました。

 　鹿島消防署救急係　緯０９５４（６３）１１１９詳しくは

献血活動のご案内
　今年も鹿島消防署で、献血活動を行います。

と　　き　９月９日（水）　９時～１３時

と　こ　ろ　鹿島消防署内駐車場

対象年齢　１６歳～６９歳

　　　　　※６５歳以上の人は６０歳から６４歳までに

　　　　　　献血の経験がある人に限ります

四多数の皆さんのご協力をお願いします四

怯救急車の適正利用

　現在、全国的に救急出場件数が増加しており、

杵藤地区消防本部でも増加傾向にあります。

　『本当に必要な人』のために、『救えるはずの命』

を救うために救急車の適正利用をお願いします。

怯目の前で誰かが倒れてしまったとき、
　あなたには何ができますか？

　特別な資格がなくても、誰にでも行えるのが応急手当

です。万が一に備えて、適切な応急手当を学び、日ごろ

から身に付けておきましょう。

　杵藤地区消防本部では、ホームページに応急手当Ｗｅ

ｂ講習を開設していますので、気軽に応急手当を学ぶこ

とができます。ぜひご覧ください。

救急車を呼んだ方がいいか迷ったら・・・

小児救急医療電話相談

緯＃８０００

潤休日・夜間の急な子どもの

病気にどう対処したらよいか、

小児科医師・看護師へ電話相

談することができます。開設時間　１９時～２３時

杵藤地区医療情報案内

緯０９５４（２２）４２０７

潤「救急車を呼んだ方がいい

か分からない」「休日・夜間

に病院を受診したい」という

ときに利用してください。

杵藤消防　ｅ－ラーニング 検索郭

5000

5200

5400

5600

5800

6000

6200
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　農作物の鳥獣被害対策用として広く普及して

いる電気柵について、安全管理のため右のこと

を確認してください。農業用・家庭菜園用など

すべての電気柵が対象です。

　不備があった場合には重大な事故につながる

可能性があります。不明な点や疑わしい点など

がありましたらお問い合わせください。

 　農林水産課農政係　緯０９５４（６３）３４１３詳しくは

電気柵の適正な使用について
お
知
ら
せ

潤危険である旨の表示を設置していますか？

潤出力電流が制限される電気柵用の電源装置が使用されていま

　すか？

潤使用電圧３０ボルト以上の電源（家庭用コンセントなど）から

　供給している場合、漏電遮断器を設置していますか？

潤容易に開閉できる箇所に電源スイッチを設置していますか？

　サポーティア活動（介護支援ボランティア活動）を通じて地域に貢献することで、ご自身の介護予防と、健康で生

きがいを感じながら元気に暮らしてみませんか。

要　　件　次の対象者のうち、要支援・要介護認定を受けていない人で、サポーティア登録をした人

第２号被保険者　（４０歳以上６５歳未満）第１号被保険者　（６５歳以上）対象者

潤受入登録を行った地域活動組織が行う場所
潤受入登録を行った特別養護老人ホームや介護老
　人保健施設などの入所施設
潤受入登録を行った地域活動組織が行う場所

活動場所

潤地域活動組織が行う介護予防体操やレクリエー
　ションなどの指導、介護予防教室等の開催支援
　など

潤入所施設でのお茶出し、食堂内の配膳・下膳、入
　所者の話し相手、催事に関する手伝いなど
潤地域活動組織が行う高齢者ふれあいサロン等の
　活動など

活動内容

転換交付金　潤サポーティア活動１時間あたり１スタンプ（１００円相当）を活動手帳に押印します

　　　　　潤１年に５,０００円を限度に、年度末換金できます（介護保険料滞納者を除く）

 　佐賀県長寿社会振興財団（事業委託先）　　　緯０９５２（３１）４１６５

　　　　　杵藤地区広域市町村圏組合介護保険事務所　緯０９５４（６９）８２２２

詳しくは

サポーティア活動に参加してみませんか
募
　
集

日程・内容

※第３回、第４回の日時は、第１回開催時にお知らせします

と　こ　ろ　産業活性化施設『海道しるべ』

参　加　費　無料

対　　象　市内の個人、団体、事業者

定　　員　先着１６人

申込方法　９月１１日（金）までに、直接または電話で申

　　　　　し込みください

※基本４回通しての参加となります

 　鹿島市産業活性化施設『海道しるべ』

　　　　　　　　緯０９５４（６３）８０６０

　　　　　　　　（月曜日、祝日の翌日休館）

申込・問合せ先

 海道 しるべ加工教室に参加しませんか？
みちお

知
ら
せ

　産業活性化施設『海道しるべ』では、衛生知識の向上、鹿島の産物を利用した加工品づくりを通して、物づくり

の楽しさ、地域産物の普及発展を図るため加工教室を開催します。皆さんのご参加をお待ちしています。

内　容と　き

家庭でも実践、食品衛生
管理（座学）

９月１７日（木）
１４時～１６時

第１回

青みかんを使った
お菓子作り

９月３０日（水）
１３時３０分～１６時３０分

第２回

海苔・大豆などを使った
饅頭作り

１０月中旬第３回

裸麦・乾燥野菜を使った
だご汁作り

１０月下旬第４回
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支給要件　平成２７年度分住民税が課税されていない人

　※ただし、住民税を課税されている人の扶養親族等

　　の人や生活保護受給者を除く

　※住民税申告をしていない人は済ませてから申請し

　　てください

支　給　額　６,０００円／１人

申請に必要なもの

　①申請書（同封しているＡ３版の用紙）

　②本人確認書類（運転免許証、保険証などの写し）

　※支給対象者が複数いる場合は全員分が必要です

　③印鑑

　④金融機関の通帳などの写し

　※昨年度と同じ口座の場合は不要

提出方法

　同封した返信用封筒で郵送またはご持参ください

提出期限　１１月３０日（月）　※当日消印有効

集中受付窓口　

　会　場　市役所５階大会議室

　※上の日程で不都合な人は、提出期限までに市役所
　　１階福祉事務所にお越しください

【子育て世帯臨時給付金との関係】

　潤子育て世帯臨時給付金の申請は終了しました

　潤子育て世帯臨時給付金受給者も申請できます

 　福祉事務所社会福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

臨 時 福 祉 給 付 金 の 手 続 き
お
知
ら
せ

　消費税の増税の影響を踏まえ、低所得の人に給付金が支給されます。支給要件を満たす人は、平成２７年１月１

日に住所のある市町村で手続きをしてください。（対象者がいる世帯には、９月上旬に通知が届きます）

時　間期　日対象地区

９時～１６時

９月１４日（月）
鹿島

９月１５日（火）

９月１６日（水）能古見・北鹿島
浜・七浦・古枝 ９月１７日（木）

意見を求める計画（案）

①第六次鹿島市総合計画（基本構想・基本計画）

　　平成２８年度からの市のまちづくりの指針となる

　計画で、市の将来像やそれを実現するためのまちづ

　くりの基本的な方向性を示すものです。

②鹿島市人口ビジョン

　　地方創生に向けた取り組みとして、将来の人口推

　計や人口減少に対する考え方をまとめたものです。

③鹿島市まち・ひと・しごと創生総合戦略

　　前述の人口ビジョンを踏まえた５カ年の目標や施

　策の基本方向、具体的な施策をまとめたものです。

意見を求めるための公表資料および資料取得方法

　　計画（案）の概要を市のホームページに掲載します。

　また、市役所３階企画財政課でも閲覧ができます。

意見募集期間

　①について　　９月７日（月）～１０月６日（火）

　②③について　９月１日（火）～９月３０日（水）

意見の記載・提出方法

　潤記載の仕方については、形式などは問いません　

　　ただし、住所、氏名（法人・団体は、所在地、名

　　称、代表者）を明記してください

　潤提出方法は、企画財政課へ直接提出するか、ＦＡＸ、

　　郵便、電子メールで送付してください

提　出　先　　〒８４９－１３１２

　　　　　　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　　　　　　鹿島市役所　企画財政課　企画係

　　　　　　姉０９５４（６３）２１２９

　①について　糸soukei@city.saga-kashima.lg.jp

　②③について糸kikaku@city.saga-kashima.lg.jp

 　企画財政課企画係

　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

皆さんの意見を募集します
募
　
　
集

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

意見を募集します。
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特定保健指導研修受講者を募集しま特定保健指導研修受講者を募集しますす
　特定健診後の特定保健指導に従事するための研修
会が開催されます。
研修コース　①基礎研修コース（３日間）
　　　　　　１０月１８日（日）・２５日（日）
　　　　　　１１月１５日（日）
　　　　　②指導力向上研修コース（各１日間）
　　　　　　Ａコース　１２月６日（日）
　　　　　　Ｂコース　平成２８年１月３１日（日）
定　　員　各コース５０人
対　　象　医師、保健師、管理栄養士、
　　　　　看護師（保健指導経験者）
会　　場　佐賀県総合保健会館（佐賀市）
受　講　料　無料

申込期間
　①　　　　　９月１日（火）～９月３０日（水）
　②Ａコース　１１月２日（月）～１１月２６日（木）
　　Ｂコース　１２月１日（火）～平成２８年１月２１日（木）
申込方法　
　郵送、ＦＡＸまたはＥメールにて受講申込書を送
付してください。
　受講申込書は、協会ホームページからダウンロー
ドできます。
 
　　佐賀県総合保健協会
　　佐賀保健指導支援ステーション担当
　　緯０９５２（２５）２３２０

申込・問合せ先

通知する内容

　潤証明書を交付した年月日

　潤証明書の種別、枚数

　潤交付請求者（代理人、第三者）の区別

　※交付請求した第三者の住所、氏名は通知されません

通知の対象となる証明書

　潤住民票の写し（除票、改製原住民票を含む）

　潤住民票記載事項証明書

　潤戸籍（除籍、改製原戸籍を含む）

　潤戸籍の附票（除附票、改製原附票を含む）

登録できる人

　潤鹿島市に住民票または戸籍がある人

　　（除籍された人など、戸籍に記載されている人を含む）

　潤同一世帯、同一戸籍であっても個人単位の申し込

　　みとなります

受付場所　市役所１階市民課窓口

登録に必要なもの

　潤事前登録申込書（市民課に設置しています）

　潤本人と確認できる書類

　　（運転免許証やパスポート、住基カードなど）

　潤委任状（代理人の場合）

　※未成年者は、親権者が申し込むことができますが、

　　関係の分かる戸籍が必要です

　　（本籍が鹿島市の場合、省略可）

 　市民課市民年金係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７

詳しくは

『本人通知制度事前登録』の受け付けを開始します
お
知
ら
せ

　『本人通知制度』とは、住民票の写しや戸籍などを、本人の代理人や第三者に交付したときに、事前に登録した本

人に交付の事実を通知する制度です。通知を希望する人は、事前に登録申し込みが必要です。

　９月２１日（祝）から３０日（水）まで

の１０日間、全国一斉の『秋の交通安

全県民運動』が実施されます。

　皆さんも一人ひとりが交通ルールを

守り、交通事故防止に努めましょう。

 　総務課防災係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１３

詳しくは

秋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

運動の基本　子どもと高齢者の交通事故防止

全国重点

　潤夕暮れどきと夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止（特に、

　　反射材用品などの着用の推進および自転車前照灯の点灯の徹底）

　潤後部座席を含めたすべての座席のシートベルトとチャイルドシー

　　トの正しい着用の徹底

　潤飲酒運転の根絶

佐賀県重点　追突事故防止
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あなたにもできる自殺予防のための行動
－９月１０日（木）から９月１６日（水）までは『自殺予防週間』です－

お
知
ら
せ

大切な人・身近な人の心の声を聞く４つのポイント。

家族や仲間の変化に気づき、声をかける

不眠・身体の不調・欠勤・酒量の増加など悩みを抱え

ている人が発するサインに気づき、「眠れてますか？」

など、自分にできる声かけをしてみましょう。

まずは相談を！心の悩み・不安の電話相談

　佐賀いのちの電話　　　　緯０９５２（３４）４３４３（２４時間　年中無休）

　自殺予防いのちの電話　　緯０１２０（７３８）５５６（毎月１０日８時～翌日８時）

　佐賀県自殺予防夜間相談　緯０１２０（４００）３３７（毎日１時～７時）

　※市では月に１回、臨床心理士による心の健康相談を行っています。どなたでも利用できますので、電話予約ください。

　※自殺対策事業（ゲートキーパー研修会）を行っています。希望される団体がありましたら、担当者までご相談ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　福祉事務所障がい福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

温かく寄り添いながら、じっくりと見守る

話を聞いた→専門家を紹介した→万事解決、というこ

とはまずありません。一見元気になったように見えて

も、悩みは繰り返すものです。寄り添いながら、長期

間見守る必要があります。

本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける

話をじっくり聞き、その気持ちを肯定的に受け止める

と、その人は気持ちが落ち着いて、本来の自分を取り

戻すことができるのです。この「 傾聴 」は、悩みを聞
けいちょう

くうえで常に心がけたいことです。

早めに専門家に相談するよう促す

悩みや問題はさまざまです。相談を受けた側も、一人

では抱え込まず、プライバシーに配慮した上で、医療

機関・公的機関等の専門家への相談につなげましょう。

申請期限　平成２８年３月３１日（木）

補助金額

　設置する太陽電池の最大出力（kW）に２万円を乗じ

た額（ただし、上限６万円）

対　象　者

　市内の個人住宅または併用住宅（併用住宅の場合は、

自己の居住する部分に限る）で、以下のすべての項目

に該当すること。

　①市税の滞納がないこと

　②補助申請書の提出後、市職員の現地確認後に着工

　　し、申請期限までに完了すること

　③平成２６年度以前で補助金６万円以上を受けていな

　　いこと（仮に５万円の補助金を受けていた場合は、

　　今回最大で１万円の申請ができます）

　※申請時に市外住民である場合は、申請期限までに

　　転入手続きをしてください

対象工事

　①市内の既存または新築の住宅であること

　　また、屋根などへの設置に適したもので、低圧配

　　電線と逆潮流有りで連結していること

　②太陽電池の最大出力が１０kW未満であること

　　（増設の場合は合計して１０kW未満であること）

　③補助対象経費が１kW当たり６５万円以下であること

　④設置工事は県内の業者が行うこと

申請に必要な書類

　①住民票（世帯全員記載）の写し

　②市税完納証明

　③工事見積書（図面などを含む）の写し

　④施工前の写真

　⑤その他市長が必要と認める書類（該当者のみ）

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

太陽光発電設備設置事業費補助金について
お
知
ら
せ

　平成２７年度の申請を受け付けています。補助を希望する人は着工前に申請してください。

　予算がなくなり次第終了しますので、希望する人はお早めに申請をお願いします。
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こんなときこのひとこと、学校だより

　今、鹿島高校は赤門祭に向けてや

る気に満ち溢れて活気づいています。

1年生は初めての赤門祭をみんなで

協力して成功させようという気持ち

で溢れています。2年生は昨年の経

験を活かしてよりよくしようという

気持ちで頑張っています。3年生は

最後の赤門祭を自分たちの手で最高

に盛り上がるものにしようという気

持ちを持って準備や練習を頑張って

います。

　さて、各団は結団式を終え、結束

力を深めています。赤軍はテーマで

ある『 煌華 
こうか

 鳳凰 』のように一人一人
ほうおう

が輝けるような団を作ることを目標

に頑張っています。白軍は団長を中

心にリーダーシップを発揮し、一致

団結して総合優勝と応援優勝の両方

を獲ることを目指しています。紫軍

は団員というたくさんの色が体育祭

でいろいろな色を出せるように団結

することを目標にしています。また、

今年は校舎の改築工事のためにグラ

ウンドが狭くなったり、一部種目が

制限されたりしています。しかし、

その中でも生徒全員が楽しめるよう

に生徒会も頑張っています。

　今年の赤門祭のテーマは～Share 

moments みんなで魅せる物語～で

す。このテーマのように鹿島高校の

生徒全員が一瞬一瞬を共有し合い、

今まで以上の赤門祭ができるように

したいと思っています。

生徒会長　　大我

鹿島高校赤門祭

寓昨年の応援合戦の一場面

鹿島高等学校

校学 だ よ り

No.２２０

№１１７（特別編）

このコーナーは今月から新しくスティーブ　このコーナーは今月から新しくスティーブンン

先生とレーラ先生が担当されます。今回、お先生とレーラ先生が担当されます。今回、お２２

人から皆さんへメッセージをいただきました人から皆さんへメッセージをいただきました。。

［［８８月月１１２２日寄稿日寄稿］］

皆さんこんにちは！ゴナベ・スティーブン・アンドリで

す。日本に来て２週間になります。鹿島市はとても美し

い市だと思います。景色が美しいだけでなく皆さんもい

い方ばかりです。私を受け入れていただきありがとうご

ざいます。私もこの市の一員になれてとても嬉しいです。

Hi everyone! My name is Gonabe Steven Andri. It's 
already been two weeks since I've arrived in Japan and 
I would like to say that Kashima is a very beautiful 
city. The scenery is very beautiful, but I would say that 
the reason why the city is very beautiful is because of 
the people living in it. Thank you for taking me in and 
I'm very happy to be a part of the city.

スティーブン先生 レーラ先生

鹿島の皆さんこんにちは！私はアメリカのペンシ

ルベニア出身のレーラ・トロピンですが、元々はロ

シア出身です。この市に住むことができて光栄です。

皆さんにお会いできることをとても楽しみにして

いますし、鹿島は私の新しい家になるとわくわくし

ています。市長をはじめ鹿島の皆さんに温かく迎え

ていただきありがとうございます。英語を楽しく練

習し勉強しましょう！

Hello people of Kashima. My name is Lera Toropin 
and I am an American ALT from Pennsylvania, 
though I am originally from Russia. It is an honor 
to be living here and I am very excited to meet all 
of you and to make Kashima my new house. Thank 
you to the mayor of Kashima and people of 
Kashima for making me feel so welcome! Let's have 
fun practicing and studying English!
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温室効果ガス削減をテーマにした
キャンペーンが始まります

今すぐやろう温暖化対策　ほか

恭COOL CHOICEとは？

　『COOL CHOICE』とは、２０３０年度の温室効果ガスの排出量を

２０１３年度比で２６％削減するという目標達成のために、日本

が世界に誇る省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動など、温暖

化対策に資するあらゆる『賢い選択』を促す国民運動です。

　みんなが一丸となって温暖化防止に資する選択を行ってもらう

ため、統一ロゴマークを設定し、政府・産業界・労働界・自治体・

NPO等が連携して、広く国民に呼びかけていきます。

 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

恭２０３０年度　△２６％目標達成のための温暖化対策全般への考え方

例えば、エコカーを買う、エコ住宅にする、エコ家電にする、という『選択』。

例えば、高効率な照明に替える、公共交通を利用する、という『選択』。

例えば、クールビズを実践する、という『選択』。

例えば、マイバックの使用を習慣的に実践するというライフスタイルの『選択』。

『COOL CHOICE』のマークがついたものを選んでいきましょう。

今今すすぐぐややろろうう温温暖暖化化対対策策

　「被害に遭ったあと、自分を責

め続けている。」「ばかなことをし

たって。ただ恥ずかしくて、死の

うかと思った。」これは振り込め詐

欺の被害者の声です。被害者はこ

の１０年で延べ１３万人以上。家

族にさえも理解されず孤立を深め

ている状況が報告されています。

　『だまされるほうが悪い』とか

『だまされた人は金づる』などと

ことばを発する息子や孫に成りす

ました加害者たちは、老後のため

の資金をだまし取られた高齢者が

途方に暮れ、絶望の底にある姿を

思い描くことができないのでしょ

うか。

　また、高齢による心身の衰えと

生活上の問題が、高齢者を支える

周囲の環境とどう対応するかが、

今後の重要な課題ともいえます。

加齢とともに文字が見えにくい、

体が思うように動かないなど、高

齢者がどんなことに困っているの

かを知らなければ、高齢者理解に

はつながりません。市内の小・中

学校でも児童や生徒が福祉体験学

習として高齢者や障がい者が体を

動かすときに感じる不自由さを疑

似体験する取り組みが行われてい

ます。手首や足首に重りをつけた

り、肘や膝を固定するサポーター

や耳栓・眼鏡など体の動きを制限

する用具をつけたりしての体験は、

子どもたちが高齢者の不自由さを

実感することができる絶好の機会

となっています。そして、これら

の体験が「おじいちゃん、おばあ

ちゃんに優しくしようと思った。」

という気持ちを育てています。

　相手の気持ちを『想像すること』

と『わたしは何をすることができ

るだろうかと問うこと』の大切さ

を敬老の日を前に、今一度、考え

てみたいと思います。

『わたしたちにできること』
～高齢者の声に思いを寄せて～
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

※『COOL CHOICE』サイト　http://funtoshare.env.go.jp/coolchoice/

Fun to Share
楽しく取り組みましょう
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
受 賞 者 紹 介

７月１７日

鹿島市老人クラブ連合会は、

クラブのさまざまな事業に積

極的に取り組み、クラブや会

員の育成発展に功績があった

として、佐賀県優良市町老人

クラブ連合会表彰を受けまし

た。

千葉県香取市の子どもたちとの交流事業

　７月１１日（土）～１３日（月）、千葉県香

取市を市内の小学生７人が訪れました。

　香取市と鹿島市は、鹿島藩初代藩主鍋島

忠茂公が矢作の地を領地とするなど歴史

的にも大変ご縁の深いまち同士です。ま

た、両市の間で『ふるさとの自然、歴史、文

化を活かしたまちづくり連携に関する協

定書』を締結しています。

　子どもたちは、香取市長様をはじめ、藩主のお墓を代々守ってきた地区の皆さ

んや鹿島市出身の先輩からお話をうかがい、あらためてふるさとの大切さを学び

ました。また、香取市の子どもたちと佐原の大祭での山車曳き廻し体験やウォー

クラリーを行い、将来にわたる友好関係を築きました。

　今年は、９月の大型連休（シルバーウィーク）期間中

の９月１９日から２２日の４日間も開場します。ご

家族や仲間たちと、ぜひご利用ください。

９月の開場日

　５日（土）、１２日（土）、１９日（土）～２２日（祝）、２６日（土）

予約受付中！

宿泊料金

　コテージ　　１２,４３０円

　バンガロー　２,２００円～７,３５０円

　※日帰り利用は半額です

 　商工観光課観光振興係

　　　　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

予約・問合せ先

９月の連休期間中も奥平谷キャンプ場へ！

鹿 島 お ど り 開 催

　８月７日（金）、８日（土）の両日、毎年

恒例の鹿島おどりが開催されました。

　総おどりでは、市内外から多くの団

体が参加し、そろいの法被やおもいお

もいのコスチュームで踊り歩き、「やっ

さ、やっさ！」の掛け声が夏の夜に響き

ました。
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 鈴田 　
す ず た

 滋人 　展
し げ と床　の　間

コーナー

～文様の展開～

　今月は染色家で、人

間国宝の鈴田滋人さん

の作品展です。

　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。

展示期間

　９月２７日（日）まで

　（木版摺更紗の額と小物類）

えいぶる講座　募集中講座

エイブルからのお知らせなど

に行ってみよう

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
　http://kashima-able.com/

詳しくは

と　き　９月５日（土）・６日（日）

ところ　エイブルホール

前売り（全席自由）　発売中！

　一　般　　　　　　　１,０００円

　エイブル倶楽部会員　０,５００円

　高校生以下　　　　　０,５００円

※４本分料金で２日間有効

※当日券も同額

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

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
（佐賀大学特任助教）

２０人
有明海の食文化と

伝統漁法
公

開

講

座

会　員　　　　５００円
一　般　　１,０００円
材料費　　　　５００円

エイブル２階

調理実習室

１０月３日（土）

１０時～１２時
福田　雅子さん２０人

紅茶の
アレンジティー講座
～秋色に染まるお茶の時～

５００円／１回

テキスト代　１,０８０円

エイブル３階

研修室

１０月７日～２１日
全５回

１０時～１２時

シニア情報生活

アドバイザー佐賀
１５人

パソコン教室

（エクセル入門）

５００円／１回
材料費　３,０００円
（６回分前納）

エイブル２階

調理実習室

１０月７日～平成２８年３月２日
［月１回　水曜日　全６回］

１０時～１２時

松尾　久美子さん

（野菜ソムリエ）
２０人

鹿島の旬野菜ミニ講座
＆簡単料理

【国立国会図書館のデジタル化資料を閲覧できます！】
　絶版や市場での入手が難しい蔵書約１３１万点の電子データを図
書館で閲覧できます。（図書館の利用者カードが必要です）
利用方法　レファレンスカウンターで申し込み、１日１時間まで利用できます
【特別整理期間のため休館します】
　蔵書の総点検や施設の整備などを行います。ご迷惑をおかけしま
すが、ご理解とご協力をお願いします。
期　　間　１０月５日（月）～１０月９日（金）
本の返却　本のポストをご利用ください（エイブル正面玄関右側）
※CD・DVD・ビデオ・雑誌・紙芝居・大型絵本は、破損の恐れがありますので、
　本のポストへ入れず、１０月１０日（土）以降に直接カウンターへお返しください。
ウェブ予約　予約確保の連絡は、１０月１０日（土）以降となります

 　鹿島市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

図書館からのお知らせ
～シルバーウィークも開館しています～

市　民
図書館

▲木版摺更紗着物『花翔文』
の文様（ベニバナトチノキ
を図案化した作品）

６日（日）５日（土）

帰郷９:３０戦争と平和９:３０

蜂の巣の子供たち１１:２０安城家の舞踏会１１:２０

安城家の舞踏会１４:００蜂の巣の子供たち１４:００

戦争と平和１５:４０帰郷１５:４０

第５回
えいぶる事業

優秀映画鑑賞推進事業

なつかしの映画上映会

と　き　１１月２１日（土）１４時開演

ところ　エイブルホール

前売り（全席指定）

　一　般　　　　　２,５００円

　中・高校生以下　１,５００円

　小学生以下　　　１,０００円

※エイブル倶楽部会員各５００円引き

潤９月２７日（日）会員先行販売

潤１０月３日（土）一般販売

※３歳未満のお子さんは膝上鑑賞無料

　（ただし、座席が必要な場合は有料）

※当日は５００円増し

※車イス席あり

第６回
えいぶる事業

音楽の絵本　ダンディズム
－　家族で一緒に楽しめるコンサートです　－
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　オータムジャンボ宝くじは１等前

後賞合わせて５億円！

　この宝くじの収益金は市町村の明

るいまちづくりや環境対策、高齢化

対策など地域住民の福祉向上のため

に使われます。

発　　売　９月２８日（月）～１０月１６日（金）

抽　選　日　１０月２３日（金）

 　佐賀県市町村振興協会

　　　　　緯０９５２（２５）１９１３

 

恭各種作業の注文をお受けします。

　いろいろな作業について気軽にご

相談、ご注文ください。

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　９月１７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。（６０歳以上）

説　明　会　９月１７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

おお知知ららせせ
大きい秋が目の前に！
～オータムジャンボ宝くじ～

詳しくは

畑の準備や作業、お受けします
シルバー人材センター

問合せ・ご注文

 

　終戦後、外地から引き揚げて来た

人からお預かりした通貨や証券類を

保管しています。心当たりのある人

は、お問い合わせください。

 

詳長崎税関業務部税関相談官

　緯０１２０（８２８）６８０

　（受付時間　平日９時～１７時）

引揚者とご家族へ

詳しくは

 

　９・１０月で６５歳になられる人

を対象に、制度説明会を開催します。

　皆さんの出席をお待ちしています。

と　　き　９月２４日（木）１４時～

と　こ　ろ　市民会館１階第４会議室

※対象以外の人も気軽に出席ください。

 　介護保険事務所総務管理係

　　　　　緯０９５４（６９）８２２２

介護保険制度説明会を
開催します

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ

※（　）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詳しくは

平成２７年６月末　交通事故発生状況

物 損 事 故 数傷 者 数死 者 数人 身 事 故 数
（－１８６）８,５３１件（－２５）５,６２８人（－０８）２５人（－０２）４,２２７件佐 賀 県 内
（＋０３２）４９９件（－０５）２６３件（－０１）４人（＋１１）２０７件鹿島警察署管内
（＋０１０）２５１件（－０３）１３８件（－０１）２人（－０２）１０４件鹿 島 市 内

４日（金）　　　　　　　開会、会期の決定、議案の一括上程（市長提案理由説明）

５日（土）～９日（水）　　休会

１０日（木）～１１日（金）　　議案審議

１２日（土）～１３日（日）　　休会

１４日（月）　　　　　　　決算審査特別委員会（水道事業会計：現地調査）

１５日（火）　　　　　　　決算審査特別委員会（水道事業会計：審査）

１６日（水）　　　　　　　常任委員会（議案・請願）

１７日（木）～１８日（金）　　一般質問

１９日（土）～２３日（祝）　　休会

２４日（木）　　　　　　　一般質問

２５日（金）　　　　　　　調整日（一般質問）

２６日（土）～２７日（日）　　休会

２８日（月）　　　　　　　委員長報告、議案審議、質疑・討論・採決、閉会

開　　議　１０時

 　議会事務局　緯０９５４（６３）２１０４詳しくは

市議会９月定例会会期日程（案）
～あなたも傍聴してみませんか～

※一般質問などの内容は、鹿島市
　ホームページに掲載します。
※ＣＡＴＶでは１１チャンネルで議
　会中継を放送します。

水道の開始・中止には事前に

　水道課窓口での手続きが必要です

問合先　水道課　緯（６２）３７１８

　平成２７年７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

加工品詰合せセット
（香取市訪問時おみやげ用）

２,６５０円７月６日接　遇

供花２件２７,０００円７月２７日
弔　慰

供花１件１０,８００円７月３１日
４月からの累計　１０７,０１０円４０,４５０円合　計

平成２７年７月
市長交際費支出状況表
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　鹿島市プレミアム商品券が１１月

２１日から販売されますが、この商

品券の取扱い加盟店を募集します。

募集期限　平成２８年１月２９日（金）

登　録　料　５,０００円

※鹿島商工会議所会員は無料

条　　件　市内に店舗をもつなど

 

詳鹿島商工会議所

　緯０９５４（６３）３２３１

 

　彼岸花と案山子を巡る４km程度

のコース（波佐見町）です。

と　　き　９月２３日（祝）

　　　　　８時３０分～１６時３０分

集合場所　鹿島市陸上競技場駐車場

定　　員　先着４０人

参加費（保険料込み）

　スポーツライフ・鹿島会員　１,０００円

　一般参加者　　　　　　１,５００円

申込締切　９月１３日（日）

準　備　等　ハイキングできる服装、

　　　　　弁当、飲料水、タオル

 

　スポーツライフ・鹿島事務局

　（鹿島市体育協会内）

　緯０９５４（６２）３３７９

 

　在宅で支援１以上の家族を介護し

ている人を対象に、バスツアーを開

催します。

と　　き　１０月９日（金）

　　　　　１０時３０分～１６時３０分

集　　合　市役所前駐車場

行　き　先　おおむら夢ファームシュシュ

　　　　　（長崎県大村市）

内　　容　ランチバイキング、

　　　　　フラワーアレンジ体験

定　　員　先着２０人（９月１８日締切）

参　加　費　５００円

 

詳鹿島市社会福祉協議会

　緯０９５４（６２）２４４７

募募 集集
『鹿島市プレミアム商品券』

取扱い加盟店の募集

申込・問合せ先

四季めぐりウォーキング
参加者募集

申込・問合せ先

在宅介護者交流
日帰りツアーのご案内

申込・問合せ先

 

入試区分　①一般入試②社会人入試

　　　　　③施設推薦入試

募集人員　①～③合わせて４０人

受験資格

①中学校卒業（見込み）以上の者

②高校を平成2６年3月以前に卒業の者

③医療・福祉施設に継続勤務１年以上で施設長

　（医師）の推薦がある高校卒業（見込み）の者

出願期間　１０月１６日（金）～２９日（木）

入　試　日　１１月５日（木）

試験科目

①　　　国語、数学、集団面接・討議

②、③　一般常識問題、作文、

　　　　集団面接・討議

願書請求　窓口、郵送、ホームペー

　　　　　ジから請求できます

恭学校見学会

と　　き　９月１９日（土）１０時～１２時

※詳細はホームページをご覧ください

　（鹿島藤津地区医師会で検索ください）

 　鹿島看護学校

　　　　　緯０９５４（６３）３９６９

　　　　　滑携帯電話から簡単アクセス
　 

 

　９月から１１月にノー残業や年次

有給休暇の取得促進など、労働時間

短縮に取り組む『Let's“ゆとり”！

キャンペーン』に参加する事業所を募

集します。

締　　切　１１月３０日（月）

 

　佐賀県雇用労働課労働福祉相談担当

　緯０９５２（２５）７１００

 

と　　き　１０月６日（火）～

　　　　　毎週火曜日　２０時～

と　こ　ろ　市民体育館

資　　格　小中高生を除く市内在住の女性

※スポーツ傷害保険に加入しておくこと

参　加　費　１チーム２,０００円

申込締切　９月２７日（日）

 

　スポーツライフ・鹿島事務局

　（鹿島市体育協会内）

　緯０９５４（６２）３３７９

鹿島看護学校
平成２８年度生徒募集

詳しくは

Let's“ゆとり”！
キャンペーン

申込・問合せ先

市ミニバレーボールリーグ
参加チーム募集

申込・問合せ先

 

　さくら通り商店街を歩行者天国と

して、中心商店街活性化イベント

『かしま屋台村』を開催します。

と　　き　１１月１４日（土）・１５日（日）

　　　　　１２時～２２時

対　　象　市内飲食店

※応募多数の場合は審査選考します

募集期限　９月３０日（水）

 

詳屋台村事務局（シティコム内）

　緯０９５４（６８）００８０

 

募集期間　１０月１日（木）～１１月２日（月）

潤体験談＆説明会

①１０月４日（日）１４時～１６時

②１０月１６日（金）１８時３０分～２０時３０分

と　こ　ろ　県国際交流プラザ（佐賀市）

※詳しくはホームページをご覧ください

　http://www.jica.go.jp

 　ＪＩＣＡ九州ボランティア班

　　　　　緯０９３（６７１）８２０５

 

 

　秘密は厳守します。お気軽にご相

談ください。

と　　き　１０月５日（月）１０時～１５時

と　こ　ろ　佐賀商工ビル（佐賀市）ほか

相談内容　不動産の価格・取引・

　　　　　法律など

 詳佐賀県不動産鑑定士協会

　　　　　緯０９５２（２８）３７７７

 

　整形外科、耳鼻科の指定医師が身

体障害者手帳や補装具、医療に関す

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　１０月１日（木）１３時～１５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

『かしま屋台村』への
出店者を募集します

申込・問合せ先

ＪＩＣＡ　『青年海外協力隊』
『シニア海外ボランティア』募集

詳しくは

相相 談談
不動産鑑定士による
無料相談会のご案内

詳しくは

身体障害者更生相談所
巡回相談

詳しくは

情報掲示板　愚　募集・相談
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　神経難病と診断された人や転びや

すくなった、声が出にくいなどでお

悩みの人の医療に関する相談を受け

ています。（予約が必要です）

と　　き　９月２９日（火）１５時～１６時３０分

と　こ　ろ　杵藤保健福祉事務所

相　談　医　江里口誠　神経内科医

　　　　　（佐賀大学医学部附属病院）

申込締切　９月１８日（金）まで

 

　杵藤保健福祉事務所難病担当

　緯０９５４（２２）２１０５

 

　鹿島調停協会および武雄調停協会

では、弁護士や調停委員による無料

相談会を実施します。（予約不要）

相談内容

　夫婦関係、扶養、相続、土地建物、

　金銭貸借、交通事故など

恭鹿島調停協会主催

と　　き　１０月７日（水）１０時～１５時

と　こ　ろ　嬉野市塩田公民館

　　　　　（嬉野市塩田町）

恭武雄調停協会主催

と　　き　９月１９日（土）１０時～１５時

と　こ　ろ　武雄市文化会館大集会室Ａ

 　

　　鹿島調停協会（鹿島簡易裁判所内）

　　緯０９５４（６２）２８７０

　　武雄調停協会

　　緯０９５４（２２）０２６０

 

と　　き　９月１９日（土）１０時～１５時

と　こ　ろ　アバンセ（佐賀市）

相談内容　成年後見・相続・遺言など

相　談　員　司法書士、社会福祉士

 詳佐賀県司法書士会

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

難病医療相談

申込・問合せ先

無料調停相談会

詳しくは

成年後見に関する
無料相談会

詳しくは

 

　本人や家族からの人権にかかわる

悩み、心配ごとなどの電話相談に法

務局職員、人権擁護委員が応じます。

と　　き　９月７日（月）～１１日（金）

　　　　　８時３０分～１９時

　　　　　９月１２日（土）～１３日（日）

　　　　　１０時～１７時

相談電話　緯０５７０（００３）１１０

 　佐賀地方法務局人権擁護課

　　　　　緯０９５２（２６）２１９５

 

狂無料法律相談（市民優先）

　１０日（木）市民会館１階

　受付１３時～１４時（先着１０人）１３時３０分開始

　２４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

狂人権相談

　市民交流プラザかたらい３階会議室

　３日（木）１０時～１５時

狂成人健康相談　保健センター

　２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

　１・１５日（火）１０時～１２時、１３時～１５時

　要予約　市民課緯（６３）２１１７

狂消費生活相談　市民会館１階サロン

　毎週月・金曜日（１８・２１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）

　９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

　２９日（火）１０時～１６時　要予約

　NPO法人それいゆ緯０９０（６２９６）７５５０

狂土地・建物に関する無料相談所　

市民会館１階サロン

　２４日（木）１３時３０分～１６時３０分

狂鍼灸マッサージ無料健康相談　

エイブル保健センター

　１３日（日）１０時～１５時

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

全国一斉　高齢者・障がい者の
人権あんしん相談

詳しくは

その他の相談

狂行政・人権・心配ごと相談　

　市民交流プラザかたらい３階

　９日（水）・２４日（木）１０時～１２時、１３時～１５時

　社会福祉協議会緯（６２）２４４７

 

 

申込締切　９月２０日（日）１７時

恭硬式野球体験教室

と　　き　９月２６日～１１月２１日

　　　　　毎週土曜日　１６時～１８時

　　　　　※１０月１７日を除く　全８回

と　こ　ろ　鹿島市民球場ほか

対　　象　中学３年生（定員３０人）

参　加　費　スポーツライフ・鹿島会員　無料

　　　　　一般参加者（１人）　１,２００円

　　　　　※別途、保険料８００円

恭子供体操教室

と　　き　１０月７日～１１月２５日

　　　　　毎週水曜日　１７時３０分～１８時３０分

と　こ　ろ　鹿島小学校、市民体育館

対　　象　小学低学年（定員１０人）

参　加　費　スポーツライフ・鹿島会員　無料

　　　　　一般参加者（１人）　１,２００円

　　　　　※別途、保険料８００円

 

　スポーツライフ・鹿島事務局

　（鹿島市体育協会内）

　緯０９５４（６２）３３７９

 

　人権問題に対する正しい理解と認

識を深めてもらうために、市民の皆さ

んを対象とした学習会を開催します。

日程・テーマ

胸９月１０日（木）

　『高齢者と人権～高齢者に迫る身近な問題～』

胸９月３０日（水）

　『女性と人権～男女共同参画社会づくり～』

胸１０月１５日（木）

　『同和問題と人権衛～差別意識を考える～』

時　　間　１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

講　　師　社会教育指導員

参　加　費　無料（どなたでも可）

 

　人権・同和対策課

　緯０９５４（６３）２１２６

講講習習会会・・教教室室
スポーツライフ・鹿島
各種教室参加者募集

申込・問合せ先

人権学習会を
開催します

申込・問合せ先

情報掲示板　愚　相談・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４期の口座振替日は

９月３　０日（水）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）



22 Ｈ２７(２０１５).９.１　広報かしま

 

　鹿島が誇る日本酒や酒蔵を生かし

たまちづくりの取り組み『酒蔵ツー

リズム』を紹介する講座です。

　今回は能古見地区を中心に、酒蔵

や山田錦の生産圃場、周辺の史跡な

どを巡り、その土地ならではの食や

文化、歴史にふれます。気軽にご参

加ください。

と　　き　１０月３日（土）１３時～１７時

と　こ　ろ　能古見地区（馬場酒造場・

　　　　　蓮厳院・花頂山館跡ほか）

集　　合　市役所前

定　　員　２０人（先着）

参　加　費　無料

 

　酒蔵ツーリズムガイドの会事務局

　（鹿島市観光協会）

　緯０９５４（６２）３９４２

 

　毎日の『食』が大切な命を支えま

す。深く学んでおいしくいただく料

理教室です。ぜひ、ご参加ください。

と　　き　１０月１８日（日）

　　　　　９時～１４時

と　こ　ろ　市民会館２階婦人教室

講　　師　下田純子さん

　　　　　（佐賀自然に学ぶ会代表）

費　　用　５００円

定　　員　２０人程度

申　　込　９月２５日（金）

 　かしま自然に学ぶ会　小笠原

　　　　　緯０８０（４６９６）９０１９

 

　地域の皆さんや医療機関・福祉施

設で働いている人を対象に『 嚥下 』
えんげ

についてわかりやすく講演します。

と　　き　９月３０日（水）

　　　　　１８時～１９時

と　こ　ろ　エイブルホール

演　　題　地域嚥下サポート勉強会

　　　　　『多職種から学ぶ嚥下サポート』

講　　師　織田病院嚥下サポート委員会

 詳織田病院　神代

　　　　　緯０９５４（６３）３２７５

鹿島酒蔵ツーリズム遺

講座のご案内

申込・問合せ先

体が喜ぶ健康料理教室
参加者募集

詳しくは

ゆうあい公開セミナー

詳しくは

 

　９月はがん征圧月間です。がんの

予防に関する正しい知識や診断治療

など、がんに関する情報をお伝えし

ます。原千晶さんの講演もあります。

と　　き　９月２６日（土）

　　　　　１２時３０分～１４時

と　こ　ろ　アバンセホール（佐賀市）

定　　員　先着３００人

申込期限　９月１８日（金）

 

詳佐賀県総合保健協会総務課

　緯０９５２（２５）２３２０

 

　アルコール、ギャンブル、ゲーム、

買い物などの依存症について一緒に

考えてみませんか？

と　　き　１０月１０日（土）

　　　　　１２時３０分～１６時３０分

と　こ　ろ　西九州大学神埼キャンパス

講　　演　『依存症の回復と家族の役割』

講　　師　諸隈琢　副院長

　　　　　（多布施クリニック）

参　加　費　無料（申し込み不要）

 　佐賀県精神保健福祉センター

　　　　　緯０９５２（７３）５０６０

 

 

　市民の交流と健康増進のためのグ

ラウンド・ゴルフ大会を開催します。

と　　き　１０月１０日（土）

　　　　　９時～１４時

と　こ　ろ　蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場

内　　容　団体戦(５～７人１組）

参　加　費　スポーツライフ・鹿島会員　３００円

（保険料込）　一般参加者（１人）　７００円

申　　込　９月２７日（日）までに参加

　　　　　料を添えて申し込む

定　　員　３６チーム（先着順）

 

　スポーツライフ・鹿島事務局

　（鹿島市体育協会内）

　緯０９５４（６２）３３７９

２０１５がん征圧
県民のつどい

申込・問合せ先

依存症に関する研修会
佐賀アディクションフォーラム

詳しくは

イイベベンントト
グラウンド・ゴルフ大会を

開催します！

申込・問合せ先

 

と　　き　１０月１１日（日）

と　こ　ろ　武雄嬉野カントリークラブ

参加資格　市民、市内に勤務する人

定　　員　１６０人（先着）

申込締切　９月２８日（月）

参　加　費　３,０００円

そ　の　他　同伴者の指定可能

　　　　　４人１組の応募可能

 　

　同大会事務局

　（佐賀西信用組合本店内）富永・松本

　緯０９５４（６３）２４１１

 

　児童・生徒が日ごろの学習成果を

発表します。ぜひ、お越しください。

と　　き　１０月３日（土）９時３０分～

と　こ　ろ　うれしの特別支援学校

　　　　　（嬉野市塩田町）

内　　容　午前：ステージ発表

　　　　　午後：作業製品販売など

 　うれしの特別支援学校

　　　　　緯０９５４（６６）４９１１

 

狂市内小中学校第２学期始業式　

　１日（火）

狂なつかしの映画上映会

　５・６日（土・日）　　［１８ページ参照］

狂かしま伝承芸能フェスティバル　

　１３日（日）１２時３０分～　祐徳稲荷神社

［２８ページ参照］

狂七浦秋祭り（戸口、鎮守、天子神社）

　１３日（日）　　　　　［２８ページ参照］

狂西部中学校体育大会　

　１３日（日）

狂就活講座　ハローワーク鹿島

　１６日（水）１３時１５分～１４時３０分　要予約

　ジョブカフェSAGA緯０９５２（２７）１８７０

狂市内小学校運動会（鹿島・古枝・七浦）

　２０日（日）

狂救世神社秋祭り　

　２３日（祝）　救世神社ほか

狂肥前浜宿まちなみ活用委員会　

　２４日（木）１９時３０分～　継場（八宿）

狂中木庭たぬき踊り　

　２５日（金）　中木庭天満宮

狂北鹿島小学校運動会　

　２７日（日）

市民チャリティーゴルフ大会
参加者募集

申込・問合せ先

と う せ ん 祭

詳しくは

その他のイベント

情報掲示板　愚　講演会・教室・イベント
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　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

　　　　※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。

 　鹿島市保健センター

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　健康診断の受診券・受診票などを９月末に配付しま
すので、朝食を抜いて受診してください。
対象者　後期高齢者医療制度に加入している人で、
　　　　生活習慣病の治療中でない人
健診場所　県内の委託医療機関
　　　　（受診票と同封の一覧表をご覧ください。）
健診時期　１０月～１１月
自己負担額　　無　料
お願い　『受診券』『受診票』『後期高齢者医療被保
　　　　険者証』を持って希望する医療機関に行って
　　　　ください。
　　　　受診される際は受診票などを鉛筆で記入して
　　　　受診してください。

後期高齢者医療制度加入者の健康診後期高齢者医療制度加入者の健康診断断

対　象　区月　日対　象　区月　日

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）

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）

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）

馬渡・小舟津・広平・山浦開拓・番在開拓・
嘉瀬浦

９月４日
（金）

高津原
１２月１１日
（金）

納富分・井手分
９月２８日
（月）

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）

西牟田・犬王袋・早ノ瀬・浜新町
１０月２９日
（木）

野畠・北舟津・本町・三部・新籠・常広・音成
１２月１８日
（金）

高津原・執行分・西三河内
１１月４日
（水）

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）

行成・末光・中浅浦・大木庭・東三河内
１１月６日
（金）

 　保健センター緯０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

子宮頸がん・乳がん検診を実施していま子宮頸がん・乳がん検診を実施していますす

怯１日のはじまりの食事『朝ごはん』食べていますか？

　朝ごはんを食べると寝ている間に低下した体温を

上昇させ、からだは１日の活動の準備を整えます。

　また、エネルギーを補給することで、体力や気力、

集中力を高めます。

　朝ごはんは１日のパワーの源！気持ちよく１日を

スタートするために、朝ごはんを食べましょう。

怯毎日プラス一皿の野菜

　野菜には、がん、脳卒中などの生活習慣病の予防

　はもちろん、便秘、骨粗鬆症、貧血を防ぐなど、

　健康を維持するための働きがたくさんあります。

９月は食生活改善普及運動月９月は食生活改善普及運動月間間
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潤こんな症状があったらすぐ受診！！
　毅長引くせき（２週間以上）
　毅たんがでる
　毅微熱（２週間以上）
　毅倦怠感（２週間以上）
　毅胸痛
　毅体重減少

潤生後５ヵ月から１歳未満までの赤ちゃんは
　　　　　　　　　BCG予防接種を受けましょう
　抵抗力の弱い赤ちゃんは、結核に感染すると重症
になりやすく危険です。
　予防のために接種期間内に接種しましょう。

９月２４日から３０日までは結核予防週間です

　市食生活改善推進協議会では『食育の日』

１９日に料理教室を実施しています。参加を希

望する人は保健センターへお申し込みください。

と　　き　９月１９日（土）１０時～１４時

と　こ　ろ　エイブル調理室

会　　費　３００円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角布

申込期限　開催日の１週間前

食改さんの料理教食改さんの料理教室室

　ご自身のため、ご家族のためにも、年に１回はがん

検診を受けましょう。次の４種類のがん検診を同日で

実施します。（１種類から受診可能です）

　検診申込調査などにより申し込んだ人に８月中旬ご

ろ、受診票を郵送しています。

　新たに希望する人はご連絡ください。

　市民税非課税世帯・生活保護世帯の人、後期高齢者

医療制度被保険者の自己負担金は無料です。

受　　付　８時３０分～１０時３０分（ 　以外）

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

潤都合が悪い場合は、都合のよい日に受診できます。（申込不要）

潤日程表の 、 の日を希望する人は、保健センター

　まで予約してください。

 　保健センター緯０９５４（６３）３３７３申　込　先

怯がんセット検診日程

がんセット検診・肝炎ウイルス検診を実施しまがんセット検診・肝炎ウイルス検診を実施しますす

胃がん検診
【対　象】４０歳以上

【内　容】

バリウムを飲み

レントゲン撮影

【自己負担金】

１,０００円

肺がん検診
【対　象】４０歳以上

【内　容】

①胸部レントゲン撮影

②痰検査（問診で必要な人のみ）

【自己負担金】

①３００円②７００円

大腸がん検診
【対　象】４０歳以上

【内　容】

便の潜血検査

※受診当日に容器を配布

【自己負担金】

６００円

前立腺がん検診
【対　象】５０～７４歳の

　　　  男性

【内　容】血液検査

【自己負担金】

７００円

対　象　区月　日

★大腸がん、肝炎ウイルス検診のみ実施
（受付時間　８時３０分～１０時）

　希望する人は保健センターまで予約してください。

９月６日
（日）

筒口・大殿分・川内・山浦・白鳥尾・貝瀬・
土穴・本城・中木庭・山浦開拓・番在開拓・
本町・乙丸・中村

９月９日
（水）

中川内・早ノ瀬・井手・三部・新籠・常広・
古城・組方・江福・飯田・龍宿浦

９月１０日
（木）

伏原・下浅浦・中浅浦・上浅浦・大木庭・
東三河内・西三河内・大野・広平・南川・中町・
八宿・浜新町

９月１１日
（金）

高津原
９月１４日
（月）

城内・東町・西牟田・新町・土井丸
９月１５日
（火）

新方・湯ノ峰・嘉瀬浦・音成・大宮田尾・
小宮道・東塩屋・西塩屋・母ヶ浦・西葉・矢答

１０月１４日
（水）

上古枝・下古枝・久保山・七開・庄金・南舟津・
野畠・北舟津

１０月１５日
（木）

若殿分・納富分・行成
１０月１６日
（金）

肝炎ウイルス検診
９月６日、１１月２９日のみ

【対　象】３０歳以上の

　　　  未検査者

【内　容】血液検査

【自己負担金】

３００円～７００円

対　象　区月　日

★希望する人は保健センターまで予約してください。
１０月１８日
（日）

大手・中牟田・横田・小舟津・世間・重ノ木
１０月１９日
（月）

執行分・井手分・馬渡・奥山・竹ノ木庭・
平仁田開拓

１０月２０日
（火）

末光・犬王袋・大村方・鮒越・中尾・森
１０月２１日
（水）

★胃がん検診のみ実施　（受付時間　９時～１０時）
　希望する人は保健センターまで予約してください。

１１月１１日
（水）

★肺がん検診のみ実施　（受付時間　９時～１０時）
　希望する人は保健センターまで予約してください。

１１月１３日
（金）

★大腸がん検診のみ実施（受付時間　９時～１０時）
　希望する人は保健センターまで予約してください。

１１月２０日
（金）

★胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん検診の実施
　希望する人は保健センターまで予約してください。

１１月２５日
（水）

★大腸がん、肝炎ウイルス検診のみ実施
（受付時間　８時３０分～１０時）

　希望する人は保健センターまで予約してください。

１１月２９日
（日）

★大腸がん検診のみ実施（受付時間　１８時～１９時）
　希望する人は保健センターまで予約してください。

１２月４日
（金）
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対象区実施場所受付時間月　日対象区実施場所受付時間月　日

納富分納富分公民館９：００咳１０：１５

１０月２日

（金）

馬渡・末光
保健センター

９：３０咳１０：３０９月１６日

（水） 小舟津小舟津公民館１０：４５咳１１：４５重ノ木・行成１０：３０咳１１：３０

常広・古城北鹿島公民館１３：３０咳１４：３０伏原・下浅浦伏原公民館９：００咳９：３０

９月１７日

（木）

井手井手公民館１４：４５咳１５：１５上浅浦・中浅浦中浅浦公民館９：４５咳１０：１５

三部・新籠三部公民館１５：３０咳１５：５０
山浦・山浦開拓
白鳥尾・番在開拓

山浦公民館１０：４５咳１１：１０

執行分・井手分
保健センター

９：３０咳１０：３０

１０月５日

（月）

川内川内公民館１１：３０咳１１：４５

大手・東町
中牟田１０：３０咳１１：３０母ケ浦・西葉母ケ浦公民館９：３０咳１０：００

９月１８日

（金）

南川・筒口
能古見ふれあい

楽習館

１３：３０咳１４：１５
大宮田尾・小宮道
東塩屋・西塩屋

小宮道公民館１０：３０咳１１：１５

大殿分・若殿分１４：１５咳１５：００飯田・江福飯田公民館１３：３０咳１４：１５

中木庭中木庭公民館９：３０咳９：４０

１０月８日

（木）

龍宿浦・嘉瀬浦
音成・矢答

七浦公民館1４：４５咳１５：３０

本城・土穴本城集会所９：５０咳１０：１０犬王袋・世間
保健センター

９：３０咳１０：３０９月２４日

（木） 貝瀬貝瀬公民館１０：２０咳１０：３０横田・城内１０：３０咳１１：３０

大木庭大木庭公民館１０：５０咳１１：０５
中川内・早ノ瀬
大野・広平

中川内集会所９：３０咳９：５０

９月２５日

（金）
東三河内東三河内公民館１１：２０咳１１：３０西三河内西三河内公民館１０：１０咳１０：２０

新方・湯ノ峰
庄金

浜公民館
９：００咳９：３０

１０月９日

（金）

西牟田・新町西牟田公民館１０：４０咳１１：４０

南舟津・野畠９：３０咳１０：００
高津原

高津原公民館
かんらん９：１５咳１１：３０

９月２９日

（火） 北舟津北舟津公民館１０：２０咳１０：５０

中町・八宿
浜新町

中町公民館１１：１０咳１１：４０
中尾・竹ノ木庭
奥山・平仁田開拓中尾公民館９：３０咳１０：１５

１０月１日

（木）

本町・中村
組方

北鹿島公民館
１３：３０咳１４：００鮒越・七開鮒越公民館１０：４５咳１１：１５

乙丸・土井丸１４：００咳１５：００上古枝上古枝公民館１３：３０咳１３：５０

森森公民館１５：２０咳１５：４０下古枝・久保山古枝公民館１４：１０咳１５：００

未受診者保健センター９：３０咳１１：００
１０月１３日

（火）

大村方大村方公民館１５：２０咳１５：５０

　結核は昔の病気ではありません。日常生活をともに

する人にうつりやすい病気です。

　『感染症法』の結核予防対策に基づき、６５歳以上の

人を対象として次の日程で結核健康診断を実施します。

潤肺がん検診を受診する人は、受診できません。

潤都合が悪い場合は、都合のよい場所で受診できます。

潤受診票がなくても受付で申し出れば受診できます。

潤撮影時、薄手のシャツや肌着は着用できます。

潤料金は無料です。

６５歳以上の人は結核健康診６５歳以上の人は結核健康診断断（胸部レントゲン）（胸部レントゲン）を受けましょうを受けましょう
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９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２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

１７日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２６年２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）

２４日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２７年５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 

３０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　２・１６・３０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　１６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　８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　２５日（金）
　　　　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７月生まれ

興幼児食教室
と　き　２９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　１８日（金）

興マタニティスクール
と　き　３日（木）
　　　　受付１３時１５分～１３時３０分
内　容　赤ちゃんのおふろほか
対　象　妊婦

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　嬉野町田中医院　　　　　緯０９５４（４３）２１１１１日（火）
鹿島市　西牟田村山小児科　　　　緯０９５４（６３）１１５８８日（火）
嬉野市　嬉野町太田医院　　　　　緯０９５４（４３）１１４８１５日（火）
鹿島市　中牟田織田病院　　　　　緯０９５４（６３）３２７５２２日（祝）
嬉野市　塩田町谷口医院　　　　　緯０９５４（６６）３５６８２９日（火）

建おくすりノートを持っていきましょう

対　象　者　第１期：１歳～２歳未満
　　　　　第２期：平成２１年４月２日～平成２２年４月１日生
　　　　　　　　　※第２期の期限は平成２８年３月３１日まで
接種回数　各１回

　麻しん（はしか）は感染力が強く、予防
接種を受けないと多くの人がかかる病気
です。１歳になったらなるべく早く１期
の予防接種を受けましょう。

【今月の特集】

麻しん・風しん

混合予防接種
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５・１２・１９・２６日（土）、
６・１３・２０・２７日（日）、
２１～２３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）

１・８・１５・２９日（火）、
２１～２３日（祝）

子育て支援センター
（わ・わ・わ　ぽっと）

７・１４・２８日（月）、２４日（木）市民図書館

７・１４・２８日（月）、２４日（木）
生涯学習センター
（エイブル）

１・８・１５・２９日（火）、２４日（木）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

７・１４・２８日（月）、２４日（木）
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２６ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日
オダ薬局吉田病院　緯（６２）３２０３６日（日）
アルナ鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７１３日（日）
アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８２０日（日）
ミズ北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６２１日（祝）
おおぞら薬局森田医院　緯（６３）３９５６２２日（祝）
前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０２３日（祝）
北鹿島薬局田中医院　緯（６３）４０８０２７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　『のびのび大運動会概』
　対　象１歳７ヵ月児～就学前児と保護者

１４日（月）子育て支援センター横　多目的室
　　　　１０時～１２時

よちよちサークル　『初めての運動会♪』
　対　象５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

２８日（月）子育て支援センター横　多目的室
　　　　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７月３１日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿島市

世帯３＋人１６＋世帯１０,７４８人３０,５５６

世帯１＋人２２＋世帯　５,３２８人１４,０９６鹿　島

世帯１＋人５＋世帯　１,１５７人  ３,６６３能古見

世帯０人３＋世帯　１,０３９人  ３,１９６古　枝

世帯１－人１０－世帯　１,０６０人  ３,０４１浜

世帯０人９－世帯　１,２１２人  ３,５６６北鹿島

世帯２＋人５＋世帯　　　９５２人  ２,９９４七　浦

人１４＋人１４,４２６男

人２＋人１６,１３０女

植松建設　　　　　　緯（６２）３５２６
家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
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
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

　５日（土）
　６日（日）
１２日（土）
１３日（日）
１９日（土）
２０日（日）
２１日（祝）
２２日（祝）
２３日（祝）
２６日（土）
２７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
　２７ページに移転しました
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　今年の伝承芸能フェスティバルは、長崎県長崎市

の『 十善寺 
じゅうぜんじ

 龍踊 』、福岡県豊前市の『
じゃおどり

 京築 
けいちく

 神楽 』など
かぐら

をゲストに迎えて開催します。秋の祐徳稲荷神社で

繰り広げられる、各地のさまざまな伝統の舞や踊り

を、家族や仲間たちと堪能してみませんか。

と　　き　９月１３日（日）１２時３０分～１６時３０分

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社

　　　　　※雨天時祐徳稲荷神社参集殿

※出演演目など変更になる場合があります。

 　鹿島市観光協会　緯０９５４（６２）３９４２

　　　　　市商工観光課　　緯０９５４（６３）３４１２

詳しくは

寓十善寺龍踊（長崎県長崎市）

同日開催七浦秋祭り奉納面浮立

　　潤戸口神社（飯田）　７時～

　　潤鎮守神社（母ヶ浦）９時～

　　潤天子神社（音成）　１０時３０分～

　※神事開始時間です。

　　道行きは早めに始まる地区もあります。

鹿島んよかもん市場　～カシマルシェ～
　かしま伝承芸能フェスティバルにあわせて、鹿島の特産品などを販売します。

体験コーナーや楽しいイベントを用意してますので、ぜひお立ち寄りください。

と　　き　９月１３日（日）※小雨決行

　　　　　９時～１７時

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社駐車場

　　　　　（祐徳グラウンド横）

イベント　

潤木工体験潤アクセサリー作り

潤スタンプラリー抽選会

潤ビンゴ大会潤じゃんけん大会など

 　鹿島市地場産業振興協議会事務局

　　　　　（田雑商店）　緯０９５４（６３）２６０１

詳しくは


