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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

　９月１３９月１３日日、、祐徳稲荷神社でかしま伝承芸能フェスティ祐徳稲荷神社でかしま伝承芸能フェスティババ

ルが開催されましたルが開催されました。。

今年は市内８団体に加えて、長崎県長崎市の『龍踊』、　今年は市内８団体に加えて、長崎県長崎市の『龍踊』、福福

岡県豊前市の『黒土神楽』、太良町の『糸岐北方浮立』が岡県豊前市の『黒土神楽』、太良町の『糸岐北方浮立』がゲゲ

スト出演され、受け継がれた伝統の舞や踊りを披露されまスト出演され、受け継がれた伝統の舞や踊りを披露されましし

たた。。

（写真は龍踊り。裏表紙に関連記事があります。（写真は龍踊り。裏表紙に関連記事があります。））

写写真真
伝承芸能フェスティバ伝承芸能フェスティバルル



2 Ｈ２７(２０１５).１０.１　広報かしま

みんなで守ろう
地域公共交通

　現在、市内の公共交通は、路線バスのほか、市内循環バス、高津原のり

あいタクシーがあります。これらは、児童の通学や高齢者の通院、買い物

など生活の足として利用されています。これらの公共交通は、鹿島市をは

じめ国や県の補助金等によって運行を維持しています。特に路線バスは

利用者が年々減少しており、運行赤字額が大きくなって維持することが大

変困難な状況になっています。

　誰もがいつまでも公共交通を利用できるようにみんなで利用して公共

交通を守っていきましょう。

市市市市市市市市市市内内内内内内内内内内循循循循循循循循循循環環環環環環環環環環ババババババババババススススススススススとととととととととと高高高高高高高高高高津津津津津津津津津津原原原原原原原原原原ののののののののののりりりりりりりりりりああああああああああいいいいいいいいいいタタタタタタタタタタククククククククククシシシシシシシシシシーーーーーーーーーー運運運運運運運運運運行行行行行行行行行行５５５５５５５５５５周周周周周周周周周周年年年年年年年年年年記記記記記記記記記記念念念念念念念念念念事事事事事事事事事事市内循環バスと高津原のりあいタクシー運行５周年記念事業業業業業業業業業業業
みみみみみみみみみみんんんんんんんんんんなななななななななな乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗っっっっっっっっっってててててててててて乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗っっっっっっっっっってててててててててて！！！！！！！！！！ごごごごごごごごごご利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用あああああああああありりりりりりりりりりががががががががががととととととととととうううううううううう週週週週週週週週週週間間間間間間間間間間みんな乗って乗って！ご利用ありがとう週間！！！！！！！！！！！

　潤市内循環バス　　　　　　１１月２日（月）～７日（土）　※３日（祝）は運休

　潤高津原のりあいタクシー　１１月５日（木）・７日（土）
　※通常の時刻、路線で走ります

全路線全便で運賃無料！
何回乗っても無料！

期 間 限 定

運　　賃　大　　　人２００円／回

　　　　　高校生以下１００円／回、未就学児　無料

運　　休　祝日および毎週日曜日、

　　　　　１２月３１日～１月３日

運　　賃　大　　　人３００円／回

　　　　　高校生以下１００円／回、未就学児　無料

運　　行　毎週火曜日、木曜日、土曜日

運　　休　祝日および８月１３日～１５日、

　　　　　１２月３１日～１月３日

高津原のりあいタクシー市内循環バ ス
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市内循環バスと高津原のりあいタクシーのことについて　 　企画財政課企画係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

市市市市市市市市市市内内内内内内内内内内循循循循循循循循循循環環環環環環環環環環ババババババババババススススススススススとととととととととと高高高高高高高高高高津津津津津津津津津津原原原原原原原原原原ののののののののののりりりりりりりりりりああああああああああいいいいいいいいいいタタタタタタタタタタククククククククククシシシシシシシシシシーーーーーーーーーー市内循環バスと高津原のりあいタクシーののののののののののの
おおおおおおおおおお得得得得得得得得得得なななななななななな回回回回回回回回回回数数数数数数数数数数券券券券券券券券券券ををををををををををごごごごごごごごごご利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用くくくくくくくくくくだだだだだだだだだだささささささささささお得な回数券をご利用くださいいいいいいいいいいい

　市内循環バスと高津原のりあいタクシーで、専用の回数券を販売しています。

　大変お得になっていますので、ぜひお買い求めください。

市役所職員を名乗るニセ電話に注意！
　県内各地で市役所職員を名乗る者から、「保険料の払い戻しがあるので手続きをしてほしい。」「ATMで手続きが

できます。○○のATMに銀行員が待っているので来てほしい。」などという電話がかかってきています。

潤市役所職員が還付金の手続きのために、ＡＴＭの操作を依頼することは絶対にありません。

潤不審な電話があった場合は、指示に従わず相手の氏名や電話番号を聞き、市保険健康課国保係へご連絡ください。

 　保険健康課国保係　緯０９５４（６３）２１２０詳しくは
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市市市市市市市市市市内内内内内内内内内内循循循循循循循循循循環環環環環環環環環環ババババババババババススススススススススとととととととととと高高高高高高高高高高津津津津津津津津津津原原原原原原原原原原ののののののののののりりりりりりりりりりああああああああああいいいいいいいいいいタタタタタタタタタタククククククククククシシシシシシシシシシーーーーーーーーーーのののののののののの利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用状状状状状状状状状状市内循環バスと高津原のりあいタクシーの利用状況況況況況況況況況況況
　このグラフは、乗降者数を昨年度と同月で比較したものです。

　それぞれ昨年度と比べると少し増加していますが、これからも皆さんのご利用をお願いします。

販売場所　祐徳バス中川営業所　緯（６２）４５９５

　　　　　※循環バスの車内でも販売しています。

　　　　　市役所３階企画財政課　緯（６３）２１０１

金　　額　１,０００円（１００円券１２枚）　　　２００円お得

　　　　　３,０００円（１００円券４０枚）　１,０００円お得

販売場所　再耕庵タクシー本社　緯（６２）２１７１

　　　　　市役所３階企画財政課　緯（６３）２１０１

　　　　　高津原公民館（かんらん）　緯（６２）３６１１

金　　額　１,０００円（１００円券１２枚）　　　２００円お得

　　　　　３,０００円（１００円券４０枚）　１,０００円お得

高津原のりあいタクシー市内循環バ ス

 　平成２５年１０月～平成２６年９月

 　平成２６年１０月～平成２７年８月

市内循環バ ス

 　平成２５年１０月～平成２６年９月

 　平成２６年１０月～平成２７年８月

高津原のりあいタクシー
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いいよよいいよよ がが始始ままりりまますす
　マイナンバーとは、１０月から日本国内の全住民に通知される一人ひとり異なる１２桁の番号をいいます。

　個人が特定されないように、住所地や生年月日などと関係のない番号が割り当てられます。

特集　マイナンバー制度

Ｑ．個人番号カードとは？

Ａ．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。また、カードの

　ICチップに搭載された電子証明書を

　用いて、e-Tax（国税電子申告・納税

　システム）をはじめとした各種電子

　申請が行えます。

寓個人番号カード（表） 寓個人番号カード（裏）

Ｑ．通知カードとは？

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。 寓通知カード（表） 寓通知カード（裏）

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

　職権で変更することができます。

Ｑ．マイナンバーはいつ、どのように通知されるの？

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』を転送不可の簡易

　書留で世帯ごとに郵送します。

ママママママママママイイイイイイイイイイナナナナナナナナナナンンンンンンンンンンババババババババババーーーーーーーーーー制制制制制制制制制制マイナンバー制度度度度度度度度度度度

マイナンバーは

一生使うものです。

大切にしてね！
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 　ホームページ　http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/

　　　　　 

　　　　　マイナンバーコールセンター

　　　　　緯０５７０（２０）０１７８

　　　　　（９時３０分～１７時３０分　※土日祝日・年末年始を除く）

詳しくは

検索マイナンバー　

隔隔

怯平成２８年１月以降、マイナンバーはこんな場面で必要になります

社会保障

潤年金の資格取得や確認、給付

潤雇用保険の資格取得や確認、給付

潤ハローワークの事務

潤医療保険の給付の請求

潤福祉分野の給付、生活保護　など

税

潤税務署に提出する確定申告書、

　届出書、法定調書などに記載

潤都道府県・市町村に提出する申告

　書、給与支払報告書などに記載

など

災害対策

潤防災・災害対策に関する事務

潤被害者生活再建支援金の給付

潤被災者台帳の作成事務　など

特集　マイナンバー制度

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、マイナンバーを利用します。

　　また、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．事業者は何をすればいいの？

Ａ．平成２８年１月から税務関係や雇用保険の書類に

　従業員のマイナンバーが必要になるため、従業員か

　らマイナンバーを教えてもらう必要があります。ま

　た、取得したマイナンバーは厳格に管理する必要が

　あるため、パソコンに保存する場合はウイルス対策

　ソフトを、紙で保管する場合はカギ付きの棚などを

　準備する必要があります。

栢マイナンバーは一生使う大切なものです。通知カードや個人番号カードをなくしたりしないようにお願いします。

Ｑ．マイナンバーを扱うのは誰でもいいの？

Ａ．マイナンバーを含む個人情報の取り扱いは特に注

　意しなければならないため、特定の人しか取り扱い

　をできないようにしてください。

Ｑ．マイナンバーを社員番号に利用していいの？

Ａ．マイナンバーは利用が制限されているため、本人

　の同意があっても社員番号などに利用することはで

　きません。

Ｑ．個人番号カードはどうしたらもらえるの？

Ａ．個人番号カードは通知カードに同封されている申

　請書で申請すると交付されるカードです。

　　受け取る場合には通知カードと申請後に届く交付

　通知書、写真付きの身分証明書（運転免許証など）が

　必要になります。（初回無料）

Ｑ．通知カードや個人番号カードはどんなときに使うの？

Ａ．各種手続きでマイナンバーを求められたときに提

　示することになります。

　　通知カードでマイナンバーを提示する場合は、顔

　写真付きの公的な身分証明書（運転免許証など）を合

　わせて提示しなければなりませんが、個人番号カー

　ドの場合は身分証明書にも利用できるため、個人番

　号カードのみで行えます。
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今年で　今年で第第４７４７回を迎える鹿島市文化祭は回を迎える鹿島市文化祭は、、伝統をいしずえに知識と教養を深め、花と緑を愛して感謝と思い伝統をいしずえに知識と教養を深め、花と緑を愛して感謝と思いやや

りの心を育み、清新な文化と活力あるまちを目指しています。私ども会員１,３００人が文化活動の成果を発表りの心を育み、清新な文化と活力あるまちを目指しています。私ども会員１,３００人が文化活動の成果を発表・・

展示します。皆さまお誘い合わせの上、お越しください展示します。皆さまお誘い合わせの上、お越しください。。

 　市文化連盟事務市文化連盟事務局局 担当松尾英　担当 松尾英樹樹　緯緯０９５４０９５４（６３）（６３）２７３６２７３６詳しくは

１１月３日（祝）１１月２日（月）１１月１日（日）と　こ　ろ

エ
イ
ブ
ル
会
場

胸長唄碧州会　　　　　１０時

胸ハワイアンフラ・ピカケ　１１時
胸Hula・Aloha
胸フラ・Hauoli
胸フラ・レアうれしの

胸吟詠会　　　　　　　１３時
　①佐賀岳誠会　③伽宗会
　②佐賀岳翠会　④鹿島吟友会
　⑤佐賀岳翠会（鹿桜教場）

胸音楽会　　　　　　　１５時
　①長唄祥寿会
　②エルマーナ
　③鹿島マンドリンクラブ
　④鹿島混声合唱団

胸鹿島モアナハワイアンズ　
　　　　　　　　　　　１０時
胸ハワイアン愛好会
　　　　　　　　　１１時２０分

胸若柳流東会　　　　　１３時

胸カラオケ　　　　　　１４時

胸民謡　　　　　　１５時３０分

胸開会式　　　　　　　　９時３０分～
　※アトラクション（詩舞）

胸少年の夢発表　　１０時１０分

胸大正琴　　　　　　　１３時
　①花みずき会
　②ブルースカイ
　③琴野会

胸のむらバレエアカデミー
　　　　　　　　　　　１４時

胸フロッグコーラス　　１５時
胸女声コーラスさくら

胸雛菊会　　　　　１５時３０分

胸靜山流詩舞一葉会　　１６時

胸萩居会　　　　　１６時２０分

２階エイブルホール

菊花展（総合花壇）、和紙ちぎり絵展、絵手紙展１階エントランスロビー

菊 花 展 （盆 栽 菊）２階ホール前会場

鹿 島 錦 展２階音楽スタジオ

皇風煎茶禮式（茶道）裏千家（茶道）表千家（茶道）２階和室（茶室）

写 真 展２階交流プラザ

美 術 ・ 陶 芸３階生活工房

華 道 展３階研修室Ａ、Ｂ

１１月３日（祝）１１月２日（月）１１月１日（日）と　こ　ろ

市
民
会
館
会
場

胸鹿島日本舞踊協会　　１１時

胸日本舞踊藤松会　１４時３０分
１階大ホール

猶 興 書 道１階ホワイエ

鹿 島 書 の 会１階第４会議室

ア マ チ ュ ア 無 線 実 演３階第２会議室

３日（祝）は出店も計画していますのでご利用ください。

※文化祭期間中のお問い合わせは市文化連盟仮事務所（エイブル２階事務室）緯０９５４（６３）２１３８

鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭のののののののののののののののののののののごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案鹿島市文化祭のご案内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内 １０月３０日（金）、１１月１日（日）～３日（祝）

小・中学生の作品展
市民交流プラザかたらい

４階ギャラリー

　　　１１月１日（日）～１１月３日（祝）　短　　歌・川　　柳エイブル２階ホール前文
学
会
場 　　　１０月３０日（金）　１２時～１６時俳　句エイブル３階研修室Ａ

　　　１１月１日（日）　１０時始謡　曲吉田能舞台（乙丸）
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恭幼稚園

胸入園対象は？

　満３歳になる子どもから対象になります。（なお、

満３歳未満の子どもでも子育て支援としての預かりを

それぞれの園で実施しています。）

胸教育・保育時間は？

　幼児期の『健全な心と体の発達』の観点から４時間

が理想的な教育時間であり、子どもが快適に過ごせる

時間といえます。また、長時間預かりも実施していま

す。（実施時間は幼稚園によって異なります。）

胸教育内容は？

　遊びを中心とした生活を通じて、身の回りの人や物

と関わりながら、『健康』『人間関係』『環境』『言葉』

『表現』の５領域に情操教育を含め、バランスのとれ

た教育を実施しています。

胸費用や補助制度は？

　子ども･子育て支援新制度に移行しない幼稚園は各

幼稚園が定めた入園料、保育料が必要です。保育料は、

保護者の所得（市民税額）に応じ、就園奨励費補助金が

交付され、保護者負担を軽減する制度があります。

ただし、所得制限により該当しない場合もあります。

　子ども･子育て支援新制度に移行した幼稚園は、保

護者の所得に応じて市が定める保育料が必要です。

恭認定こども園

　幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち０～５歳

のお子さんが通園できる施設です。３歳～５歳のお子

さんは保護者の就労状況が変化した場合でも、通い慣

れた園を継続して利用できます。保護者の所得に応じ

て市が定める保育料が必要です。また、子育て支援の

場が用意されており、園に通っていない子どものご家

庭も、子育て相談や親子の交流の場への参加など利用

をすることができます。

恭幼稚園・認定こども園の申し込み方法は？

　入園説明会や園内見学を通して、自分の子どもに

合った施設を選び、直接申し込んでください。現在、

幼稚園・認定こども園では来年度の園児募集を行って

います。

　幼稚園と保育所・認定こども園は、子どもの集団

生活の第一歩として、それぞれに役割を持って子ど

もを受け入れています。

　　　　～子どもの集団生活の第一歩～

　　　『幼稚園』・『認定こども園』ってどんなところ？
怯幼稚園

　学校教育法に基づく『教育施設

（学校）』であり、子どもに適切な

環境を与え、心身の発達を助長し

ます。教育要領にのっとり、充実

した幼児教育が受けられます。

怯保育所

　児童福祉法に基づく『福祉施設』

であり、家庭で保育ができない子

どもを預かり家庭保育の一部を代

行します。

※保育所は来月号で紹介します

怯認定こども園

　教育・保育を一体的に行う施設

で、いわば幼稚園と保育所の両方

の良さをあわせ持つところです。

 　潤幼　　稚　　園　教育総務課学校教育係
　　　　　　に関すること　緯０９５４（６３）２１０３

　　　　　潤認定こども園　福祉事務所社会福祉係
　　　　　　に関すること　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

所　　在　中牟田

保育時間（１～５歳児）

　７時～１９時

教育時間（３～５歳児）

　９時４５分～１４時１５分

※預かり保育時間

　７時～１９時

入園説明会

　１０月２３日（金）・２４日（土）

園内見学

　いつでもできます

　未就園児親子登園日

　（毎週水曜日）

幼保連携型認定こども園　明朗幼稚園

緯０９５４（６２）３６４５

http://blogs.yahoo.co.jp/meirougaku80

所　　在　執行分

保育時間

　８時～１５時

預かり保育時間

　１５時～（相談により

　　　　　個別対応可）

未就園児活動（入園説明）

はっぴーえんじぇるくらぶ

　１０月１４日（水）・１５日（木）

園内見学

　いつでもできます

鹿島カトリック幼稚園

緯０９５４（６２）３０５２
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　平成１９年度決算から『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』に基づき、『健全化判断比率』と呼ばれる

４つの指標を算定し公表することが義務付けられ、これらの比率は下表のようになりました。

　４指標のうち一つでも『早期健全化基準』を超えると『財政健全化計画』を、また、『財政再生基準』を超える

と財政再生団体となり『財政再生計画』を策定・公表しなければなりません。

　鹿島市の平成２６年度決算では、どの指標も早期健全化基準を下回り、おおむね良好といえます。

　市では、これらの指標を監査委員の意見を付けて9月議会に報告しました。

 　企画財政課財政係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

怯健全化判断比率の公表

指 標 の 説 明財政再生基準早期健全化基準平成２６年度主 な 指 標

　普通会計（鹿島市では一般会計のみ）での赤

字額を、標準的な収入である標準財政規模の

額で割ったもの。なお、赤字の場合は正の数、

黒字の場合は負の数で表示されます。

２０.００％１４.０１％（△４.２４％）実 質 赤 字 比 率

　普通会計だけでなく国民健康保険などの特

別会計や水道事業などの公営企業会計の実質

的な赤字を標準財政規模の額で割ったもの。

　公営企業では赤字の額として資金不足額を

用います。

３０.００％１９.０１％（△１３.８７％）連結実質赤字比率

　普通会計の公債費と公営企業会計や一部事

務組合の公債費に対する普通会計の負担金の

合計額を標準財政規模の額で割ったもの。　

　１８％以上で地方債の発行に際し、県知事の

許可が必要な許可団体となります。

３５.０％２５.０％９.０％実質公債費比率

　普通会計、特別会計、公営企業会計、一部

事務組合、第３セクター等の将来の負担すべ

き実質的な負債の合計額を標準財政規模の額

で割ったもの。起債残高や退職手当、債務負

担などが実質的な将来負担の要素となります。

定められて

いない
３５０.０％５８.０％将 来 負 担 比 率

平成２６年度決算
資金不足比率

会　計　名

（赤字でないため算定されない）水　道　事　業　会　計

（赤字でないため算定されない）公共下水道事業特別会計

（赤字でないため算定されない）
谷田工場団地造成・分譲

事 業 特 別 会 計

怯資金不足比率の公表
　健全化判断比率と同じく、『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』に基づき、公営企業会計の赤字額に関す

る指標を算定し、公表することとなりました。３会計とも資金不足額（実質的な赤字額）はなく、良好といえます。

【資金不足比率】

　公営企業会計の資金不足額を、事業の規模

で割ったもの。資金不足額とは流動資産や土

地の売却見込額などを考慮した赤字額で、事

業の規模とは営業収益を基礎として算出した

もの。赤字の場合は正の数で表示され、赤字

でない場合は算定されません。

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算ででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででで年度決算でのののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの

健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率ををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表しししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままま健全化判断比率・資金不足比率を公表しますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす
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情報掲示板ワイド

　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！
③　ワイズユース

　ラムサール条約に登録されたからといって、区域内

での活動が制限されることはありません。干潟の生き

物を守りながら、私たちの暮らしと心が豊かになるよ

うに干潟を利用していくことをワイズユースと言いま

す。例えば、島根県の 宍道  湖 ではシジミの漁獲量を保
しんじ こ

つために自主的な資源管理を行ったり、宮城県の 蕪栗 
かぶくり

 沼 では冬の水田に浅く水を張ることで渡り鳥の休憩場
ぬま

所を作るとともに、米のブランド化に成功しています。

　鹿島市ならではのワイズユースは『ガタリンピッ

ク』です。干潟で楽しく遊び、豊かな自然と触れ合い

ながら、人の輪を広げることができる催しは、全国的

にもユニークな取り組みです。干潟を上手に利用して、

有明海とともに歩める環境を目指していきましょう！

怯ワイズユース（賢明な利用）　～湿地の恵みを活用し、暮らしを豊かにする～

調査票の記入はお済みですか？

１０月７日までに提出ください

潤国勢調査は、平成２７年１０月１日現在、日本に住

　んでいるすべての人および世帯が対象です。

潤国勢調査は、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。

潤調査結果は、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。

潤調査票は、黒の鉛筆またはシャープペンシルで記入

　してください。

潤記入いただいた調査票は、調査員に渡していただく

　か、郵送で提出してください。

※万一、調査票が届いていない場合は、連絡ください

栢国勢調査については、国勢調査キャンペーンサイト

をご覧ください。

　キャンペーンサイト　http://kokusei2015.stat.go.jp/

怯インターネットで回答された人へ

　１０月１日時点で世帯員の異動など回答内容に変更

のある人は、次のインターネットアドレスから１０月

２０日（火）までに修正をお願いします。

　国勢調査オンライン　http://www.e-kokusei.go.jp/

 　鹿島市国勢調査実施本部

　　　　　（鹿島市役所企画財政課内）

　　　　　緯０９５４（６３）２１１４

詳しくは

提出する前に、調査票

の記入に誤りがないか、

確認をお願いします。

※郵送による提出は１０月７日までに投函してください
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噛価　　格　１冊１２,０００円分（５００円×２４枚）を１０,０００円！

噛販　売　数　２６,０００冊（１人５冊まで）

噛使用期間　１１月２１日（土）～平成２８年１月３１日（日）

プレミアム商品券（鹿島で買う得券）
事前予約購入のご案内

栢今回の商品券購入は予約制となります

予約期間　１０月１日（木）～２１日（水）※当日消印有効

予約方法

潤専用申込はがき、またはお手持ちの官製はがきに必要事項

　を記入の上で、商工会議所まで郵送または持参ください

潤専用申込はがきは、各戸１通を配布していますが、足りな

　い場合は市役所・各地区公民館・商工会議所に備え付けて

　います

購入引換券

潤申し込み多数の場合は抽選を行い、当選者に購入引

　換券を１１月１０日（火）までに発送します

潤申し込みが少ない場合は、申し込み者全員に購入引

　換券を発送します。残りは１２月６日（日）～８日（火）

　に先着順で販売します（１人５冊まで）

購入引換　

潤原則本人への引き換え

　（購入引換券と身分証明書類原本の提示が必要です）

潤引換期間中に来られなかった場合、購入引換券は無

　効となります

※詳しくは９月に全戸配布しているチラシをご覧ください

引換日程　

①と　き　１１月２１日（土）～２３日（祝）１０時～１７時

　ところ　鹿島市民会館

②と　き　１１月２４日（火）～１２月４日（金）１０時～１７時

　ところ　市民交流プラザかたらい４階

 　〒８４９－１３１１

　　　　　　　　鹿島市大字高津原４２９６－４１

　　　　　　　　鹿島商工会議所

　　　　　　　　緯０９５４（６３）３２３１

予約・問合せ先

鹿島酒蔵ツーリズム娯

鹿島はしご酒が開催されます

　鹿島酒蔵ツーリズム『はしご酒』は、鹿島の秋の味覚と、旨いお

酒をはしご酒で楽しむイベントです。市内外の蔵元と、市内の飲食

店がタッグを組んで、皆さんの来場をお待ちしています！

　蔵元とお店の詳しい情報は、事務局に問い合わせするか、鹿島酒

蔵ツーリズムホームページをご覧ください。

【お酒は二十歳になってから】

　と　　き　　１０月１８日（日）　１６時～２１時

　と　こ　ろ　　中心市街地内の飲食店１０店舗

参加手形付きチケット販売中！　

　　前売券　１,３００円　（当日券　１,５００円）

　　※先着３５０人にオリジナルお猪口をプレゼント

 　イベント事務局（鹿島市観光協会）

　　　　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

申込・問合せ先

か し ま こ とくけん

佐賀わくわくプレミアム商品券
のご利用はお早めに！

　佐賀わくわくプレミアム商品券の使用期限は

１０月２０日（火）までです。使用期限を過ぎると

ご利用できません。また、返品や換金にも応じられ

ませんので、必ず期限内にご利用ください。

取扱店舗　のぼり・ポスターなどがある店舗

 　県商工課　緯０９５２（２５）７０９５詳しくは
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１０月１日は『浄化槽の日』です
－　浄化槽を使用されている皆さんへ　－

浄化槽とは？

　浄化槽は、下水道と同じように生活排水をきれいな水に

して河川や水路に流します。処理後の汚れは約１／１０とな

りますが、誤った使い方をしたり、維持管理をきちんと行

わないと、水質が悪くなったり、悪臭を発生させるなど、

逆に生活環境を悪くする原因になります。

　浄化槽を使用されている皆さんは、次のことを心がけて

正しく使用してください。

潤台所では・・・・・・使った油や調理くずを流さない

潤トイレでは・・・・①洗浄水は十分に流す

　　　　　　　　②トイレットペーパー以外の異物は流さない

潤浄化槽周辺では・・①マンホールの上に物を置かない　　　

　　　　　　　　②送風機（ブロワー）電源を切らない

保守点検・清掃・法定検査の実施

潤年に１回の法定検査を必ず受けましょう

　法定検査の実施機関・・佐賀県環境科学検査協会

潤保守点検および清掃は適切に行いましょう

　保守点検は、県に登録している業者に委託してください。

　清掃は、市が許可している業者に依頼してください。

　下水道認可区域外の人で浄化槽を設置する場合、補助制

度がありますのでご相談ください。

お
知
ら
せ

怯家庭用浄化槽設置整備事業補助金

　下水道認可区域以外で、平成２８年３月３１日

までに浄化槽を設置する人に対して補助をしてい

ます。希望する人は、着工前に申請してください。

　ただし、浄化槽設置者講習会を受講するなど必

要条件があります。

対象浄化槽・予定補助金

申請期間　補助予定数終了まで（先着順）

申　請　先　市役所２階環境下水道課環境係

※浄化槽の規模（設置人槽）の算定や設置につい
　ては杵藤保険福祉事務所へ確認ください

　杵藤保健福祉事務所　緯０９５４（２３）３５０６

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

補助予定数算定基準補助限度額規模

１８基１３０㎡未満住宅３３２,０００円５人槽

４０基１３０㎡以上住宅４１４,０００円７人槽

２基２世帯住宅等５４８,０００円１０人槽

　昭和６０年１０月１日に浄化槽法が施行されたのを記念して、昭和６２年に『浄化槽の日』が制定されました。

『本人通知制度』がスタートしました
お
知
ら
せ

受付場所　市役所１階市民課

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

　※ただし、交付請求者の氏名、住所は通知しません

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　

　鹿島市に住民票または戸籍がある人。（除籍された

人など、鹿島市の戸籍に記載されている人を含む）

※ 同一世帯、同一戸籍であっても個人単位の申し込みです

登録に必要なもの　

　潤事前登録申込書（市民課にあります）

　潤本人確認書類（運転免許証やパスポート、住基カードなど）

　潤委任状（代理人の場合のみ）

　潤未成年者は、親権者が申し込むことができますが、

　　関係のわかる戸籍が必要です

　　（本籍が鹿島市の場合、省略可）

　『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など本人以外の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し、本人以外の者による不正請求を抑止し個人の権利の侵害を防止するた

めの制度です。通知を希望する人は、事前に登録申し込みが必要です。

 　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは
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市民交流プラザ『かたらい』からのお知らせ
お
知
ら
せ

怯オープン１周年記念イベント

　キッチンスタジオ無料貸出

　期　　間　１０月２３日（金）～１１月３０日（月）

　　　　　　※ただし、目的外使用は除きます

怯４階ギャラリーを利用してみませんか？

　写真、絵画、作品展などでの活用ができます。

　団体でも個人でも、目的外使用でなければ無料で利

用できます。

怯今後の予定

　トレーニングルームの機器増設！（平成２８年１月ごろ）

　リハビリ目的、競技向上目的どちらにも対応したマ

シンです。若い人から高齢者まで簡単に利用できます。

　すがすがしい汗を流しに来ませんか？

　内　　訳　潤トレッドミル　１台増設

　　　　　　　（ランニング兼ウォーキングマシン）

　　　　　　潤上半身の筋トレマシン各種新設

　料　　金　高校生～６０歳未満・・・・２００円／回

　　　　　　６０歳以上・・・・・・・・・・・・無料

 　市民交流プラザかたらい　緯０９５４（６３）３０３０詳しくは

マタニティサロン参加者募集！

と　　き　１１月８日（日）１３時３０分～１５時（受付１３時～）

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階多目的室

対　　象　市内在住の安定期の妊婦さん

　　　　　※おおむね妊娠５～８カ月

定　　員　先着１０人　※１０月１５日（木）予約受付開始

講　　師　加藤翔子さん

　　　　　（安産マタニティセラピスト、助産師）

材　料　費　５００円

持　参　品　タオル、飲み物、母子健康手帳

※動きやすい服装でお越しください

※託児あり（希望する人は予約する際、申し出ください）

お
知
ら
せ

　マタニティヨガ＆胎教パステルアートの先生をお招きします。安産のためのヨガと、お腹の赤ちゃんとお話しな

がら五感を使って色や形を選び指で描くパステルアートの講座です。

　平日の参加が難しいプレママも、この機会にぜひご参加ください。

 　子育て支援センター（市民交流プラザかたらい４階）

　　　　　　　　緯０９５４（６３）０８７４　※開館時間などは２７ページをご覧ください

申込・問合せ先

お風呂もあるよ！

（１００円／１回）

秋の農作業安全確認運動実施中

　全国で毎年約４００件発生している農作業死亡事故を減らすために、事故が多発する秋の作業時期に合わせ農作

業安全運動が実施されています。

　そこで、鹿島市は県や農業団体とともに、死亡事故原因１位の『乗用型トラクターの事故防止』にポイントを絞

り、農作業安全確認運動を推進しています。

噛運動の重点事項

　毅フレーム付きトラクターではシートベルトの着用を徹底しましょう

　毅転落・転倒が起こりそうな場所の確認を徹底しましょう

　毅ほ場を出る際のブレーキペダルの連結確認を徹底しましょう

 　農林水産課農政係　緯０９５４（６３）３４１３詳しくは

お
知
ら
せ
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Ｑ．海道しるべではどんな利用ができますか？

Ａ．例えば、このような利用ができます。

　また、駐車場を含む全館貸切りでのイベントも可能

です。ただし、飲酒を伴うイベントでの利用は原則で

きません。

※加工機器の使用方法は施設職員が説明します。

Ｑ．施設を利用するには、どうしたらいいのですか？

Ａ．電話で空き状況を確認のうえ、予約してください。

Ｑ．施設の休館日はいつですか？

Ａ．月曜日・祝翌日が休館日です。（土・日は開館して

　います。）※広報かしまにも掲載しています

　　開館時間は９時～１７時ですが、利用者の希望が

　あれば２２時まで利用できます。

Ｑ．利用料金はどのようになっていますか？

Ａ．会議室１部屋１時間１００円から、また、加工研

　究室１時間２００円から、となっています。

Ｑ．物産品などの販売はありますか？

Ａ．施設と利用者で共同開発した、お菓子などの加工

　品の販売があります。

 　産業活性化施設『海道しるべ』

　　　　　緯０９５４（６３）８０６０

詳しくは

『海道しるべ』をご利用ください
お
知
ら
せ

　鹿島市産業活性化施設『海道しるべ』は、地域産業活性化の拠点施設として、現在多くの皆様にご利用いただい

ているなかで、問合せの多かった内容についてお知らせします。

　有明海を一望できる展望所もありますので、ドライブでの休憩でも、お気軽にお立ち寄りください。

怯施設利用に関するＱ＆Ａ

利用施設主な利用例利用者

加工研究室自家用の加工品の試作個人

会議室・

加工研究室

加工品の開発・試作、研修会事業者

料理教室・昼食会・勉強会子どもクラブ

調理・試食会、勉強会老人クラブ

調理・試食会、勉強会その他団体等

情報掲示板ワイド

夕暮れど きの早めのラ イト 点灯運動実施中

　秋から年末にかけての夕暮れから日没までは急速に暗くなります。この時間帯は、児童・生徒の下校、会社帰

り、買い物などで人の動きが活発なうえ、見えにくくなることから交通事故が増加する傾向にあります。

　車が早めにライト（前照灯）を点灯すれば、お互いを早く発見しやすくなり、交通事故防止につながります。

　刺　早めにライト（前照灯）を点灯する。（１７時点灯を推奨）

　刺　昼間より車間距離を長くとり、速度を控える。

　刺　前照灯は原則上向きで、上向き下向きをこまめに切り替える。
 　総務課防災係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１３

詳しくは

規定面積都市計画の区域

　２,０００㎡以上　市街化区域

　５,０００㎡以上 市街化区域以外の都市計画区域

１０,０００㎡以上 都市計画区域以外の区域

　右の表のとおり一定面積以上の土地について売買

などの取引をした場合には、国土利用計画法により、

契約締結日を含め２週間以内に、買主が土地の利用

目的および取引価格等を届け出なければなりません。

県では、その利用目的が公表されている土地利用に

関する計画に適合しているかなどを審査し、場合に

よっては利用目的の変更を勧告することがあります。

　届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰則が

科せられることがあります。

　届出義務者　　買主

　届出の時期　　契約締結日を含め2週間以内

　届　出　先　　土地の所在する市町村

　罰　　　則　　６カ月以下の懲役または１００万円以下の罰金

 　県土地対策課　　　緯０９５２（２５）７０３４

　　　　　企画財政課企画係　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

１０月は『土地月間』です
一定面積以上の土地の売買には届出が必要です

お
知
ら
せ
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　平成２０年度に設置の水道メーターを検定期間満了

のため取り替えます。『鹿島市指定の水道工事店』が次

の日程で、取り替えに伺いますので、ご協力をお願い

します。

　なお、取り替えに伺うお宅には事前に水道工事店よ

り連絡があります。（取り替え費用はかかりません。）

取替日程　潤偶数月に水道料請求の人：１０月中

　　　　　潤奇数月に水道料請求の人：１１月中

対　　象　検針時にお渡ししている『使用水量等のお知

　　　　　らせ』のメーター番号が『２０』から始まる人

　　　　　《例》　２０－１２３、２０－１２３４など

※水道を中止している人は、平成２０年度のメーターで

　も取り替えの対象外となる場合があります

 　水道課管理係

　　　　　緯０９５４（６２）３７１８

詳しくは

水道メーターを取り替えます
お
知
ら
せ

採 用 試 験 の 案 内
採
　
用

　受 付 期 間　１０月１９日（月）～１１月６日（金）　８時３０分～１７時１５分（※土・日・祝日を除く）

　第　１　次　試　験　１２月６日（日）　※高校卒業程度の一般的知能および知識についての筆記試験

　第　２　次　試　験　平成２８年１月下旬（予定）　※作文・面接試験

　申込書請求場所　鹿島・藤津地区衛生施設組合事務局

　申込書郵送請求　申込書を郵便で請求する場合は、封筒の表に『採用試験受験申込書請求』と朱書きし、必ず　

　　　　　　　　　１２０円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角型２号、Ａ４サイズ）を同封してください

 　〒８４９－１３０４　鹿島市大字中村６４１番地１

　　　　　鹿島・藤津地区衛生施設組合　事務局　　緯０９５４（６２）２６５４

詳しくは

業　務　内　容採用予定受　験　資　格試験区分

一般行政の業務、し尿処理の
運転管理業務

１人
昭和６０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・嬉野市・太良町内に居住できる人

一 般 事 務

恭平成２７年度　鹿島・藤津地区衛生施設組合職員採用試験の案内

輪　話　和（わ・わ・わ）ちびっこフェスタ
『ほっぷ・すてっぷ・ジャンプ概』

と　　き　１０月１８日（日）１０時～１５時（受付１０時～）

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階

対　　象　就学前の子どもとその保護者

参　加　費　無料　※予約不要

内　　容　

潤『ハロウィーン仮装でショー』同時開催！仮装して来て

　撮影エリアで記念の１枚を撮りませんか？（参加自由）

潤時間中は手作りおもちゃコーナーで自由に遊んだり、

　プチカフェコーナーでおくつろぎください

イベントスケジュール

お
知
ら
せ

　子育て支援センターは、市民交流プラザ４階に移転して１年目を迎えます。たくさんのかわいい笑顔と元気な声、

そしてママたちの温かさに包まれた日々に感謝し『ちびっこフェスタ』を開催！ファミリーで遊びに来てください。

１０時～１２時かし丸くん出没！お楽しみに！潤

１０時３０分
～１１時３０分

迎栄養士さんの歌あり、

紙芝居ありのお話

潤

１３時～１４時 KA-na さん（地元出身歌手）のトークライブ
カーナ

（ちびっこ向けの歌もあるよ！）
潤

１４時～

１４時１５分～

パネルシアター（パネルの舞台で小僧

さんの紙絵がお話を繰り広げます）

親子ふれあい足裏マッサージ

潤

潤

 　子育て支援センター（市民交流プラザかたらい４階）

　　　　　緯０９５４（６３）０８７４　※開館時間などは２７ページをご覧ください

詳しくは
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 　杵藤地区介護保険事務所　緯０９５４（６９）８２２２

　　　　　http://www.kitou-web.jp/kaigo/

　　　　　市保険健康課長寿社会係　緯０９５４（６３）２１２０

　　　　　市地域包括支援センター　緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは

介護保険認定調査の
立ち会いをしていただく人へ

　介護保険の認定申請をすると認定調査員が自宅などを訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査

を行います。その際に本人をよくわかっている家族などに立会いをお願いしています。

　もの忘れなど認知に関する項目で次のことを質問しますので、日ごろ心配なことや気になるようなことがありま

したら調査の際にお伝えください。

介　護　保　険

両手足の動きの確認麻痺・拘縮
『誰かに物を盗られた』『誰かが自分
の悪口を言っている』と訴える

被害的なことを言う

椅子から立ち上がり、両手・片足立
位の状態

立ち上がり・立位事実と違うことを訴える作 り 話

歩行状態はどうか、杖などを使用し
ているか

歩　行理由もなく突然怒ったり泣いたりする感情不安定

座る動作、移動は歩行か車椅子か移乗・移動
昼間するようなことを夜間になると
し始める

昼夜逆転

食事は自力で可能か、介助か、飲み
込みはどうか

飲み込み・食事５～１０分おきに同じ話を繰り返す同じ話をする

排尿・排便の状態排　泄突然周囲が驚くような大きな声を出す大声を出す

一人で身体を洗えるか、介助か洗　身介助をすると手を振り払って抵抗する介護に抵抗する

歯磨き、義歯の手入れ、洗顔、洗髪
はどうか

清　潔
『家に帰る』と荷物をまとめたり、
出て行こうとする

家に帰ると訴える

上衣・ズボンの着脱は介助が必要か
どうか

衣服の着脱一人で出て行くので目が離せない外に出たがる

薬の管理は誰なのか、一人で服用で
きるか

薬の管理
いろんなものを集めて溜め込んだり、
無断で持ってくる

収 集 癖

通帳・収支管理は誰が行っているのか金銭管理
物を壊す、洋服を破く、大切なもの
を次々と捨ててしまう

物を壊す

１回３０分以上の外出頻度外出頻度
食事していたことを忘れる、今まで使っ
ていたものの使い方が分からなくなった

ひどい物忘れ

栢全部で ７４項目をお尋ねします。

　ご本人さんの状態が正確に把握できますようご協力

　をお願いします。

誰もいないのに誰かがいるかのよう
に話している

独り言を言う

家族やスタッフが困るような行動を
とる

自分勝手な行動

話がまとまらず会話にならない話がまとまらない
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市内最高齢者を訪問

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

　９月９日に、市長が市内最高齢者のも

とへ訪問しました。

　市内最高齢者は栗山オエツさん（１０５

歳）です。当日は、祝い状や祝い金を手渡

し、長寿をお祝いしました。

　また、９月中に市内の１００歳以上の

高齢者のもとにも訪問しました。

　これからも元気で長生きしてください。

［参考］９月１日現在、市内在住の１００歳以上の人は３３人です。

清掃奉仕活動ありがとうございました

　佐賀西信用組合（ 栢森 
かやもり

　 久 　理事長）は、
ひさし

地域社会への貢献活動の一環として、　9

月５日（土）に蟻尾山公園で清掃奉仕作業

を行いました。

　全店の役職員９７人が参加し８時３０

分より４班に分かれて、市民球場、陸上競

技場および周辺道路の歩道の草刈りと空

き缶、ペットボトル、たばこの吸い殻などのごみ拾いを行いました。

　平成１９年より毎年１回実施していますが、今後も色々な形で、地域社会への

貢献活動を継続していきたいと思っています。【寄稿　佐賀西信用組合】

　本当にありがとうございました。

グルメ＆ダイニングスタイルショー出展

　９月２日から４日まで、東京ビッグサ

イトで開催された、第１８回グルメ＆ダ

イニングスタイルショーに『かしまデリカ

テッセン』を出展しました。３日間で約

９００人が、このブースに見えられまし

た。

　また、４日には、会場内のプレゼン

テーションステージで、『かしまデリカ

テッセンと鹿島酒蔵ツーリズム遺』と題し

て、鹿島市の取り組みの紹介を行い、お酒

の試飲と市内のシェフによるかしまデリ

カテッセンを使った料理の提案をして、

こちらも好評でした。

受賞者紹介

８月２８日

中心市街地などでのボラン

ティア活動に長年取り組んで

こられた鹿島実業高等学校が

日本道路協会から道路功労者

の表彰をうけられ、この日、市

役所でその伝達式が行われま

した。

同校は平成6年度より『環境美

化日本一』を学校の目標に掲げ

ており、中心市街地のプラン

ターや花壇への花苗植栽や清

掃活動を年2回実施してこら

れました。

鹿島実業高等学校
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“Actions speak louder than words.” 

今月のキーフレーズ

№１１８

直訳すると、『行動が言葉よりもより語る』。

日本のことわざでは、『不言実行』にあたるフレーズです。

　黒髪少年自然の家での１泊２日の

宿泊訓練。大自然の中での活動を通

して、心身ともに大きく成長しまし

た。１日目の登山やキャンプファイ

ヤー、２日目のわんぱく大冒険など

すべてにおいて、グループで助け合

いながら活動していました。協力の

大切さや思いやりの心、そして我慢

する心を学びました。

【児童の感想】

潤ぼくが宿泊訓練を通して学んだこ

とは、みんなで協力し合って挑戦す

ることです。一人だとできないこと

もみんなで協力し合えば何でもでき

ると思いました。運動会や長なわと

び大会でも、学級で一致団結してが

んばっていきたいと思います。

潤宿泊訓練を通して、友だちとのか

かわりをたくさん学びました。

　１日目は、登山とキャンプファイ

ヤー。登山ではみんなで声をかけ合

いながら、頂上の天童岩まで何とか

登ることができました。キャンプ

ファイヤーでは火の女神になりトー

チを持って入場したり、女神からの

メッセージをみんなに伝えたりする

など、最初で最後の体験ができ、と

ても思い出に残りました。

　２日目はわんぱく大冒険。数々の

難関がありましたが、グループで力

を合わせ、ゴールを目指しました。

この宿泊訓練を通して、ふつうでは

できない貴重な体験ができたのでよ

かったです。

～１泊２日の宿泊訓練～

浜小学校

校学 だ よ り

No.２２１

こんなときこのひとこと、学校だより

寓キャンプファイヤーにて

スティーブン先生

四Filipino　Words and Phrases四
（ フ ィ リ ピ ン の 言 葉 ）

 Mahal   Kita   :愛しています　　　
マハル キタ

 Kaibigan   :友だち
カイビガン

 Miss   na   miss   kita  :会えなくて寂しいです
ミス ナ ミス キタ

（クリス）　お母さん！もし新しいビデオゲーム

　　　　　を買ってくれたら、今月いっぱい部

　　　　　屋を掃除して宿題もするよ。

（　母　）　すごいわね！でも月末には分かるわ

　　　　　ね。不言実行ね！

Chris:

Mom:

Mom, I promise I'll clean my room and 
do my homework for the rest of the 
month if you buy me that new video game.
That's sounds great honey, but we'll see 
at the end of the month. Actions speak 
louder than words.

（ジョッシュ）　僕と一緒に運動するってずっと言ってる

　　　　　わね、でもしないし。クリスティ覚えてて

　　　　　ね、不言実行だよ。

（クリスティ）　ごめんなさい、私、あなたと一緒に運動

　　　　　に行ってなかったわ。今度は絶対にね。

Josh:

Kristy:

You keep saying you'll exercise with 
me, but haven't. Remember Kristy, 
actions speak louder than words.
I'm sorry I haven't gone exercising 
with you. I'll definitely this time.
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恭『本をゆずる市』に本を出しませんか？

　１０月３１日、１１月１・３・５日に 、図書館で不要になった本やご

自宅で読まなくなった本を必要な人に橋渡しする『本をゆずる市』を開

催します。そこで、提供できる本を募集します。（２１ページ参照）

恭特別整理期間のため休館します

　期　　間　１０月５日（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・大型絵本は本のポストへ　

　　入れないでください。（破損の恐れがあります。）

 　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市　民
図書館

　１０～１２月は、 新たな取り組みで、鹿島の

６地区ごとの歴史・文化・人物などを 紹介

する『かしま再発見』展 を行います。

　本年度は、古枝地区 の 展示を、床の間

コーナー・図書館・古枝公民館で行います。
展　　示　１２月２５日（金）まで
※１カ月ごとに、展示替えの予定

ギャラリートークを２回開催します！
　と　き　１０月１０日（土）１０時～（１回目）
　ところ　林業体育館（古枝）
　講　師　江島美央さん（市生涯学習課）

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。
　　　　　（入会月から１年間有効）
 
　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

受講料ところ開講期間講　師定員講　座　名

無料

（どなたでも）
干潟展望館

１０月２４日（土）

１０時～１２時３０分

吉野　健児さん
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

干潟の生き物を見てみ
よう！
～干潟の生態学～

公

開

講

座

会　員　１,無　料
一　般　１,５００円

古枝公民館

集合・解散

１１月１９日（木）

９時～１２時

高橋　研一

（鹿島市民図書館学芸員）
２０人

エイブル・古枝公民館連動企画
鹿島ふるさと探訪
～古枝地区の歴史を訪ねて～

会　員　１,５００円
一　般　１,０００円

エイブル３階

研修室

１２月１・８日（火）

１１時～１２時

田中　美智子さん

（整理収納アドバイザー）
３０人

幸せを呼ぶ整理収納講座

（全２回）

会員対象無料講座
エイブル３階

研修室
１２月３・１０・１７日（木）
１０時～１１時３０分

斉川　幹也さん

（野村証券㈱）
２０人

知ってて役立つお金の基礎知識
（全３回）

エイブルからのお知らせなど

と　　き　１１月２１日（土）１４時開演

と　こ　ろ　エイブルホール（全席指定）

９月２７日より会員先行販売中

１０月３日（土）一般販売開始

前　売　り　一　　　般　２,５００円

　　　　　中・高校生　１,５００円

※エイブル倶楽部会員は各５００円引き

※当日券は各５００円増し

寓室井　滋

えいぶる講座　募集中講座 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。

第６回
えいぶる事業

音楽の絵本　ダンディズム
０歳から入場できる、家族で楽しめるブラスコンサート！

第７回
えいぶる事業

室井滋・長谷川義史　しげちゃん一座　絵本ライブ
絵本の作者二人と、ピアノ、サックスによる朗読イベント！

と　　き　１２月１３日（日）１４時開演

と　こ　ろ　エイブルホール（全席指定）

１０月３１日（土）会員先行販売開始

１１月３日（祝）一般販売開始

前　売　り　一　　　般　３,０００円

　　　　　中・高校生　２,０００円

　　　　　小学生以下　１,０００円

※エイブル倶楽部会員は各５００円引き

※当日券は各５００円増し
寓長谷川　義史

かしま再発見展
～古枝編～

床　の　間
コーナー
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　ワーク・ライフ・バランスとは、

『仕事と生活の調和』と訳され、

『国民一人ひとりがやりがいや充

実感を感じながら働き、仕事上の

責任を果たすとともに、家庭や地

域生活などにおいても、子育て期、

中高年期といった人生の各段階に

応じて多様な生き方が選択・実現

できる社会』のことを指します。

　具体的には、

（１）就労による経済的自立が可能

　　な社会

　経済的自立を必要とする者、と

りわけ若者がいきいきと、かつ、

経済的に自立可能な働き方ができ、

結婚や子育てに関する希望の実現

などに向けて、暮らしの経済基盤

が確保できる。

（２）健康で豊かな生活のための時

　　間が確保できる社会

　働く人々の健康が保持され、家

族・友人などとの充実した時間、

自己啓発や地域活動への参加のた

めの時間などを持てる豊かな生活

ができる。

（３）多様な働き方・生き方が選択

　　できる社会

　性や年齢などにかかわらず、誰

もが自らの意欲と能力をもってさ

まざまな働き方や生き方に挑戦で

きる機会が提供されており、子育

てや親の介護が必要な時期など個

人の置かれた状況に応じて多様で

柔軟な働き方が選択でき、しかも

公正な処遇が確保されている。と

定義されています。

　この取り組みは、『仕事上の責

任を果たす』ことを前提としたも

のであり、決して働くことの意義

を否定するものではありません。

　私たち一人ひとりが『しっかり

働き、豊かに暮らせる社会』にむ

け、それぞれの状況を考え、取り

組まなければいけない大切な課題

の一つではないでしょうか。

ワーク・ライフ・バランスを考える
～　仕事と家庭の調和　～

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

　粗大ごみとは市の指定袋に入らないごみです。例えば、家具

や自転車、電化製品（家電リサイクル品目を除く）などです。

栢粗大ごみ・・・・　潤長さ２メートル以内

　　　　　　　　潤１人で持てる重さ

　　　　　　　　潤１回で出せるのは、１人２個まで

　市の粗大ごみの回収日は、月に１回、いずれかの水曜日

です。（地区によって第何回目の水曜日と決まっています）

回収日をよく確認し、ステッカー（右図）を貼って当日の朝

８時までに出してください。

　粗大ごみは、ごみステーションのスペースをとりますの

で、道路にはみ出したりして歩行者、自転車や車両の通行

の迷惑にならないようにお願いします。

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

このゴミどの袋・人権の輪

粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗粗大大大大大大大大大大大大大大ごごごごごごごごごごごごごごみみみみみみみみみみみみみみをををををををををををををを出出出出出出出出出出出出出出すすすすすすすすすすすすすすととととととととととととととききききききききききききききにににににににににににににに心心心心心心心心心心心心心心ががががががががががががががけけけけけけけけけけけけけけてててててててててててててて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ささささささささささささささ粗大ごみを出すときに心がけてくださいいいいいいいいいいいいいいい

No.１２３

マイバッグを持っていますか？

　毎年１０月は、買い物袋持参運動の強化月

間です。

　ＣＯ２削減・省資源・ごみの減量化のため、

マイバッグを持って買い物に出かけましょう。
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　市役所にて毎週開催されている高

齢者の陶芸教室で、作成した作品の

展示と即売会を開催します。

　花瓶や湯のみ、皿などの力作が、

販売されます。ぜひお越しください。

と　　き　１０月２１日（水）～２３日（金）

　　　　　９時３０分～１６時３０分

と　こ　ろ

　【展　示】　市役所１階ホール

　【販　売】　市役所ピロティ（正面玄関前）

 　保険健康課長寿社会係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

 

恭各種作業の注文をお受けします。

　『農作業』『剪定』『家事』『襖の張り

替え』など

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　１０月１５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　１０月１５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

おお知知ららせせ
陶芸教室　作品の

展示・即売会のお知らせ

詳しくは

シルバー人材センター

問合せ・ご注文

 

　就職を希望する障害のある人に、

多くの企業と就職のための情報交換の

場を提供し、障害者雇用を積極的に推

進していくために面接会を開催します。

と　　き　１０月１４日（水）１３時３０分～１６時

と　こ　ろ　佐賀県総合体育館

 　ハローワーク鹿島

　　　　　緯０９５４（６２）４１６８

　　　　　または最寄のハローワークまで

 

　解雇や賃金未払い、パワハラなど、

職場のトラブルで困っていませんか。

　佐賀県労働委員会では、『あっせ

ん』制度により公正・中立な立場で、

トラブル解決をお手伝いします。

　利用は無料、手続きは簡単です。

　お気軽にご相談ください。（秘密

は厳守します）

 　佐賀県労働委員会事務局

　　　　　緯０９５２（２５）７２４２

　　　　　死roudoui@pref.saga.lg.jp

障害者就職面接会を
開催します

詳しくは

労使紛争解決のお手伝いをします
～労働委員会～

詳しくは

 

と　　き　１１月２２日（日）

と　こ　ろ　佐賀大学本庄キャンパス

試験の種類　甲・乙・丙種

願書提出締切　

潤書面申請　１０月９日（金）

潤電子申請　１０月６日（火）

※詳しくはホームページをご覧ください

　http://www.shoubo-shiken.or.jp

 

　消防試験研究センター佐賀県支部

　緯０９５２（２２）５６０２

 

 

　祐徳門前商店街で出店してみませ

んか？店舗経営に興味のある人、新

規事業を予定している人はお電話く

ださい。私たちがサポートします！

 　商工観光課商工労政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

危険物取扱者試験
を実施します

申請・問合せ先

募募 集集
祐徳門前商店街チャレンジ
ショップ出店者募集！

詳しくは

　平成２１年４月２日から平成２２年４月１日までに生まれたお子さんは、

必ず受診してください。 

 　教育総務課学校教育係　緯０９５４（６３）２１０３詳しくは

来年度小学校に入学する新入学児童の
健康診断を行います

開　始受　付実　施　日学 校 名

１５時～　　１４時３０分～１４時５０分１０月２日（金）北鹿島小学校

１５時～　　１４時２０分～１４時５０分１０月８日（木）古枝小学校

１５時～　　１４時３０分～１５時　　１０月８日（木）七浦小学校

１４時３０分～１４時　　～１４時２０分１０月９日（金）鹿島小学校

１５時～　　１４時３０分～１５時　　１０月９日（金）浜 小 学 校

１５時～　　１４時３０分～１４時５０分１０月１５日（木）能古見小学校

１４時４５分～１４時　　～１４時３０分１０月２３日（金）明倫小学校

情報掲示板　愚　お知らせ・募集

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５期の口座振替日は

１　０月３　０日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

※（　）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７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
（－２６３）１０,０７３件（－３４）６,６０１人（－１２）２７人（－５３）４,９２９件佐 賀 県 内
（＋０２４）５９２件（－０５）３０９件（－０２）４人（＋１０）２４５件鹿島警察署管内
（－００１）２９７件（－０５）１６６件（－０１）２人（－０７）１２５件鹿 島 市 内
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情報掲示板　愚　募集・イベント

 

　１０７６ｍの頂上から望む絶景と県内

最高峰を踏破した征服感を味わって

みませんか。ガイド、救護班が同行

しますので初心者も安心です。

と　　き　１０月２４日（土）９時～１６時

　　　　　※雨天の場合１１月７日（土）

集　　合　自然の館『ひらたに』

定　　員　３０人（小学４年生以上）

参　加　費　１,０００円（昼食代・保険料等）

持　参　品　飲み物・タオル・着替え・

　　　　　軍手・防寒具・雨具など

 　自然の館『ひらたに』

　　　　　緯０９５４（６４）２５７９

　　　　　※毎週火曜日は休館

 

　健康づくりの第一歩として、自分

の体力・運動能力の現状を知ってい

ただくために体力テストを行います。

と　　き　１０月２０日（火）

　　　　　受付１９時～２０時

※テストは受付後１時間程度

と　こ　ろ　市民体育館

対　　象　２０歳～７９歳の市民

内　　容　上体起こし、長座体前屈、

　　　　　反復横とびなど

※事前に申し込みください

 

　生涯学習課文化・スポーツ係

　緯０９５４（６３）２１２５

 

 

対　象　者　求職者

入　所　日　平成２８年１月６日（水）

訓練期間　６カ月

受　講　料　無料（一部テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期間　１０月２６日（月）～１２月１日（火）

 　ポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

秋の経ヶ岳登山

詳しくは

新体力テストに
参加しませんか

申請・問合せ先

平成２８年１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

 

　読まなくなった本を『本をゆずる市』

（１８ページ参照）に出してみませんか？

本の条件　汚れや書き込みなどがない本

※雑誌、カタログ、ＣＤ、ビデオなどは受け

　付けません

受付期間　１０月１５日（木）～２８日（水）

　　　　　（図書館休館日を除く）

対　象　図書館まで持参できる市民

お断り

胸本の内容や状態によっては受付で

　きない場合があります

胸本の返却は対応できません

胸郵送や宅配では受け付けできません

 　市民図書館

　　　　　緯０９５４（６３）４３４３

 

　秋風吹く七浦の里の、おいしい空

気と甘いみかんを満喫してください。

と　　き　１１月１日（日）受付９時～

　　　　　※雨天時は３日（祝）に延期

と　こ　ろ　道の駅鹿島　発着

　　　　　約１２㎞のコースです

内　　容　みかん狩り、芋掘り体験、

　　　　　お楽しみ抽選会など

持　参　品　弁当、健康保険証（コピー可）

参　加　費　一　般　　　５００円（保険料含）

　　　　　中学生以下　２００円（保険料含）

そ　の　他　参加者全員に記念品あり

 　同実行委員会　馬郡

　　　　　緯０９５４（６２）８９４４

 

　年齢や学校が違う仲間と、楽しい

共同生活を体験しませんか？

と　　き　１１月１９日（木）～２１日（土）

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

内　　容

　レクリエーション、ナイトウォーク、

　牧場でのパン作りなど

対　　象　小学４～６年生（定員３０人）

参　加　費　１,０００円

締　　切　１０月３０日（金）

申　込　み　各小学校に配布している

　　　　　所定の用紙に必要事項を

　　　　　記入して提出ください

 　生涯学習課社会教育係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

『本をゆずる市』に
出す本を募集します

詳しくは

オレンジロード
のんびりウォーク

詳しくは

ハウスキャンプに
参加しませんか

詳しくは

 

 

　どなたでも観覧できます。ぜひお

出かけください。

と　　き　１１月６日（金）１０時～１５時

と　こ　ろ　エイブル

内　　容

潤記念講演　１０時３０分～

　演題　『政治、教育、社会のうらおもて』

　講師　敬徳高校　稲田繁生理事長

潤舞台発表　１３時～

　リズムダンス、コーラス、舞踊など

潤作品展示　１１月５・６日（木・金）１５時

　絵画、写真、書、手芸など

 

　ゆめさが大学鹿島校学校祭実行委員会

　緯０９５４（６３）２３２２

 

　『鹿島市福祉のつどい』は、『かしま

福祉フェスタ』として、『はあとふる

ひだまりコンサート』と同時開催しま

す。イベント内容など詳しくは、広

報かしま１１月号でお知らせします

ので、お待ちください。

と　　き　１１月２９日（日）１０時～

と　こ　ろ　市民会館

 　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

 

狂市内小学校運動会（浜・明倫）　

　４日（日）

狂能古見小学校運動会

　１１日（日）

狂五ノ宮神社秋祭り　

　１６・１８日（金・日）　五ノ宮神社周辺

狂鹿島はしご酒　

　１８日（日）　　　　　［１０ページ参照］

狂就活講座　ハローワーク鹿島

　２１日（水）１３時１５分～１４時３０分　要予約

　ジョブカフェSAGA緯０９５２（２７）１８７０

狂肥前浜宿まちなみ活用委員会　

　２２日（木）１９時３０分～　継場（八宿）

狂三嶽神社秋祭り

　２４～２５日（土～日）　三嶽神社～救世神社

狂秋の蔵々まつり　

　２５日（日）　酒蔵通り

イイベベンントト
ゆめさが大学鹿島校
学校祭を開催します

詳しくは

かしま福祉フェスタ
開催のお知らせ

詳しくは

その他のイベント
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　市食生活改善推進協議会では毎月

『食育の日』に料理教室を行ってい

ます。

と　　き　１０月２０日（火）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、三角巾

申込期限　開催日の１週間前

 

　保健センター

　緯０９５４（６３）３３７３

 

　１０月はピンクリボン月間です。

　今年は、園芸家の深町貴子さんに

よるガーデニングセミナーや乳がん

セミナーなどを開催します。

と　　き　１０月４日（日）１２時～１６時

と　こ　ろ　唐津市文化体育館

入　場　料　無料（定員３５０人）

 

　県健康増進課がん対策推進担当

　緯０９５２（２５）７０７４

 

講習日程　月４回、月８回

講習内容　基礎、資格取得、動画作成

※希望のコースを選んでください

と　こ　ろ　あすとプラザ

受　講　料　月４回　４,０００円／月

　　　　　月８回　７,０００円／月

　　　　　（別途テキスト代　約２,０００円）

※パソコンは原則持ち込みとします

 

　ＮＰＯ法人フロンティア

　緯０９５４（６３）４５７１

　（月・火・木の９時３０分～１５時３０分）

講講習習会会・・教教室室

食改さんの料理教室

申請・問合せ先

ピンクリボンキャンペーン２０１５
～暮らしの中に育む私を～

詳しくは

パソコン教室
１０月生募集

申込・問合せ先

 

　糖尿病治療中の人、糖尿病に関心の

ある人を対象に開催します。食事、

ウォーキング、講義と盛りだくさん！

と　　き　１０月３０日（金）

　　　　　１０時３０分～（１０時受付）

と　こ　ろ　かんらん（高津原公民館）

定　　員　２５人程度

参　加　費　５００円（保険料、食費）

締　　切　１０月２０日（火）

 

　織田病院健康管理センター　牛島

　緯０９５４（６３）３３３２

 

　鹿島史談会では、郷土の歴史につ

いて、毎月、会員や外部講師による

発表や見学などを行っています。

　どなたでも参加できます。一緒に

ふるさとの歴史を楽しみましょう。

と　　き　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)

潤１０月１日（木）

演　題　『鍋島 閑叟 公と古賀
かんそう

 穀堂 先生
こくどう

　　　　―藩主と師、その心』

講　師　古川英文さん

　　　　（佐賀城本丸歴史館副館長）

潤１１月５日（木）現地研修

内　容　三重津海軍所跡と 亀趺 碑巡り
きふ

集　合　鹿島市役所前（８時３０分）

定　員　２２人　※締切１０月２５日（日）

潤１２月３日（木）　

演　題　『武雄の 火術 について』
かじゅつ

講　師　一ノ瀬明子さん

　　　　（武雄市歴史資料館学芸員）

 　鹿島史談会事務局　杉谷

　　　　　緯０９５４（６３）２４８７

糖尿病市民公開講座

申込・問合せ先

鹿島史談会
鹿島の歴史講座

詳しくは

 

　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　１０月６日～１２月２２日

　　　　　毎週火曜日　１０時～１１時

　　　　　※１０月１３日、１１月３・１７日を除く

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

持　参　品　飲み物、タオル

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

 

　県教育委員会では『人権教育・啓

発・まちづくりについて取り組みを

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～』をテーマに開催します。

と　　き　１０月２０日（火）９時３０分～１６時

と　こ　ろ　唐津市など県内５会場

参　加　費　１，５００円（資料代含む）

 

　県人権・同和教育研究協議会事務局

　緯０９５２（６２）６４３４

　http://sadokyo.juno.weblife.me

 

　バリバリでご活躍の先生に習って

みませんか！参加お待ちしています。

と　　き　１０月１８日（日）

　　　　　９時３０分～１６時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい３階

講　　師　松尾洋一さん

内　　容　漢字作品の作り方

　　　　　※資料、手本は準備します

持　参　品　書道用具一式、半紙、

　　　　　条幅用紙

受　講　料　会員１,５００円、会員外２,０００円

　　　　　※昼食代含む

 　

　　鹿島書の会庶務係　織田

　　緯０９５４（６２）０３１５

介護予防運動教室
（運動サークル）のご案内

詳しくは

佐賀県人権・同和教育
研究大会　分科会

詳しくは

鹿島書の会　秋の練成会

申込・問合せ先

情報掲示板　愚　講習会・教室

　臨時福祉給付金の申請期限は

１１月３０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『臨

　時福祉給付金』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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　県内で就農できる６５歳以下の社

会人を対象に、参加者を募集します。

と　　き　１１月１８日（水）～２０日（金）

と　こ　ろ　佐賀県農業大学校ほか

内　　容　講義・栽培実習体験など

募集定員　１０人程度

募集期間　１０月６日（火）～１１月９日（月）

 　佐賀県農業大学校研修部

　　　　　緯０９５２（４５）２１４５

 

 

　市内で事業を営んでいる人や市内

で起業をお考えの人であれば、誰で

も・気軽にお悩みを無料で相談する

ことができます。

　相談のお申し込みは事前に電話で

お願いします。

 

　かしまビジネスサポートセンター

　緯０９５４（６２）４９８０

 

　秋の行政相談週間（１０月１９日

～２５日）にあわせて、合同行政相

談所を開設します。行政に対するこ

と以外で心配なことやお困りのこと

などもお受けしますので、気軽にご

利用ください。

と　　き　１０月２８日（水）１０時～１５時

と　こ　ろ　市役所５階大会議室

相　談　員

　胸行政相談委員

　　井上致子委員、釘尾勢津子委員

　胸人権擁護委員胸心配ごと相談員

 　佐賀行政評価事務所

　　　　　緯０９５２（２２）２６５１

社会人のための就農
基礎講座参加者募集

詳しくは

相相 談談
一緒に売り上げアップに
チャレンジしませんか！

申込・問合せ先

合同行政相談所を開設

詳しくは

 

　『公証週間』（１０月１日～７日）に

合わせて、無料相談会を開催します。

と　　き　１０月２日（金）・７日（水）

　　　　　１０時～１６時

と　こ　ろ　佐賀公証人合同役場（佐賀市）

相談内容　

胸遺言の作成胸金銭・土地建物の貸

借胸老後の財産管理胸養育費ほか

 　佐賀公証人合同役場

　　　　　緯０９５２（２２）４３８７

 

　行政書士による無料相談会です。

と　　き　１０月１８日（日）１０時～１６時

と　こ　ろ　市民会館１階　サロン

その他の相談内容

　胸建設業許可胸農地転用許可

　胸会社設立胸会計記帳など

　胸土木事務所、警察、保健所、市

　役所などに提出する書類

 

　佐賀県行政書士会武雄鹿島支部

　緯０９５４（６２）５３９６

 

と　　き　１１月７日（土）１３時～１７時

と　こ　ろ　県司法書士会館（佐賀市）

受　講　料　無料

申込方法　電話で予約ください（先着５０人）

※当日無料相談を行います

怯電話無料相談（成年後見・相続・遺言）

　緯０９５２（２９）０６３５

　※毎週火曜日１８時～１９時３０分

 

　成年後見センター・リーガルサポート佐賀支部

　緯０９５２（２９）０６２６

 

狂人権相談

　市民交流プラザかたらい３階会議室

　１５日（木）１３時３０分～１５時

公証人による
遺言等無料相談会

詳しくは

相続・遺言に関する
無料相談会

詳しくは

司法書士による
成年後見制度入門講座

詳しくは

その他の相談

狂無料法律相談（市民優先）

　８日（木）市民会館１階

　受付１３時～１４時（先着１０人）１３時３０分開始

　２２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

　７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

　６・２０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（１２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）

　１４日（水）９時～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

　２７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

　１５日（木）１３時３０分～１６時

　要予約　福祉事務所緯（６３）２１１９

狂土地・建物に関する無料相談所　

市民会館１階サロン

　２７日（火）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

　１１日（日）１０時～１５時

狂ファイナンシャルプランナーによ

　る納税相談（１０人程度）　税務課

　１５日（木）９時～１６時（時間外可）

　要予約　税務課緯（６３）２１１８

狂住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　１０日（土）１０時～１２時

狂行政・人権・心配ごと相談　

　市民交流プラザかたらい３階

　１４日（水）１０時～１２時、１３時～１５時

　社会福祉協議会緯（６２）２４４７

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

情報掲示板　愚　講習会・相談

お詫びと訂正

平成２７年９月号６ページ『指標

でみる財政事情』の２５年度『財

政力指数』に誤りがありましたの

で、お詫びして訂正します。

【誤】０．４２８

【正】０．４１５

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

甘
甘
甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘
甘
甘

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～
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 　鹿島市保健センター

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

と　　き　１０月１３日（火）　９時３０分～１１時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

そ　の　他

　潤料金は無料です。

　潤受診票をお持ちでない人は、当日受付で申し出てください。

　潤撮影のときは、薄手のシャツや肌着は着用できます。

　　ボタンや刺繍・金具の入ったものは着用できません。

　６５歳以上の人を対象に９月から地区の公民館や保健センター

で結核健康診断を行っています。対象区の日程で健診を受けて

いない人は、ぜひ受診してください。

　肺がん検診を受けられた人または受ける予定の人は、受診不

要です。

未受診の人は結核健康診未受診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

対　象　区月　日

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）

★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）

対　象　区月　日

★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）

怯がんセット検診日程

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

肝炎ウイルス検診
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

　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）

潤区ごとに受診日を定めていますが、別の日もできます。（連絡不要）

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

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
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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

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。

 　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

対　象　区月　日

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）

行成・末光・中浅浦・大木庭・東三河内
１１月６日
（金）

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）

対　象　区月　日

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）

高津原
１２月１１日
（金）

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）

野畠・北舟津・本町・三部・新籠・常広・音成
１２月１８日
（金）

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）

　市では次のようにインフルエンザ予防接種の費用助成を行います。希望する人は直接医療機関へお申し込みください。

対　象　者　中学３年生までの子どもで希望する人

期　　間　１０月１日～１２月３１日

接種回数　１３歳未満：２回、　１３歳以上：１回

助　成　額　１,０００円／回

自己負担金　接種費用から助成額（１,０００円）を引いた金額

持　参　品　母子健康手帳・健康保険証（住所の確認用）

接種場所　市内の実施医療機関と谷口医院（嬉野市）

栢期間内に上記接種場所以外で接種を受けた人にも、助

　成額を払い戻します

　①領収書②印鑑③通帳④接種済証または母子健康手

　帳を持参のうえ、平成２８年３月３１日までに保健セン

　ターへ申請してください

中学３年生までのインフ中学３年生までのインフルルエンザ予防接種エンザ予防接種

　県内のインフルエンザ予防接種実施医療機関で受け

ることができます。希望する人は、接種を希望する日

の１週間前までに直接医療機関へお申し込みください。

対　象　者　①６５歳以上で希望する人

　　　　　②６０～６４歳で心臓・腎臓・呼吸器などに

　　　　　　重い障がいのある人

期　　間　１０月１日～１２月３１日

　　　　　※医療機関によって異なる場合があります

接種回数　１回

自己負担金　１,３００円（医療機関の窓口でお支払ください）

　　　　　※生活保護世帯の人は無料

持　参　品　毅健康保険証（住所確認用）

　　　　　毅健康手帳またはおくすりノート（済証貼付用）

高齢者高齢者のの
インフインフルルエンザ予防接エンザ予防接種種 生生 活活 習 慣 病 予 防 教習 慣 病 予 防 教 室室

　『生活習慣病を予防したい人』『血圧が気になる

人』、今回は上手に減塩するための食生活につい

て学習します。

と　　き　１１月５日（木）９時３０分～１２時

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

内　　容　おいしい減塩料理

対　象　者　生活習慣病予防に取り組みたい人

定　　員　先着２０人

申込締切　１０月２６日

参　加　費　無料

 　保健センター予防係

　　　　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先
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１０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３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

８日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２６年３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）

２９日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２７年６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 

２８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　７・２８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　７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　６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　２２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８月生まれ

興離乳食教室（後期）
と　き　２７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

興マタニティスクール（栄養について）
　マタニティひろば
と　き　２日（金）１３時～１５時３０分
内　容　妊婦同士の交流会
　　　　栄養士による妊婦の栄養について等
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　嬉野町うれしのふくだクリニック　緯０９５４（４２）１２１１６日（火）
嬉野市　嬉野町樋口医院　　　　　緯０９５４（４３）１６５２１３日（火）
嬉野市　嬉野町福田医院　　　　　緯０９５４（４３）０５５０２０日（火）
鹿島市　西牟田村山小児科　　　　緯０９５４（６３）１１５８２７日（火）

建おくすりノートを持っていきましょう

対　象　者　１歳～３歳未満
接種回数　初回：１回
　　　　　追加：初回接種後、３カ月以上（標準的には
　　　　　　　　６～１２カ月）おいて１回

　既に水痘にかかったお子さんは、定期

予防接種の対象外です。

【今月の特集】
水　痘

（水ぼうそう）
予防接種
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３・１０・１７・２４・３１日（土）、
４・１１・１８・２５日（日）、
１２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）

６・１３・２０・２７日（火）、
１２日（祝）

子育て支援センター
（わ・わ・わ　ぽっと）

１３日（火）、１９・２６日（月）、
２９日（木）、５～９日（特別整理期間）

市民図書館

５・１９・２６日（月）、１３日（火）
生涯学習センター
（エイブル）

６・１３・２０・２７日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

５・１９・２６日（月）、１３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２６ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日
アルナ薬局浜町店薬師寺医院　緯（６３）５２８１４日（日）
祐信堂薬局中村医院　緯（６３）９２３４１１日（日）
溝上薬局スカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５１２日（祝）
溝上薬局西牟田店別府整形外科　緯（６３）３０６３１８日（日）
溝上薬局北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６２５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８月３１日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿島市

世帯２＋人３＋世帯１０,７５０人３０,５５９

世帯８＋人１０＋世帯　５,３３６人１４,１０６鹿　島

世帯０人５＋世帯　１,１５７人  ３,６６８能古見

世帯０人０世帯　１,０３９人  ３,１９６古　枝

世帯０人８－世帯　１,０６０人  ３,０３３浜

世帯２－人２＋世帯　１,２１０人  ３,５６８北鹿島

世帯４－人６－世帯　　　９４８人  ２,９８８七　浦

人３＋人１４,４２９男

人０人１６,１３０女

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
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

　３日（土）
　４日（日）
１０日（土）
１１日（日）
１２日（祝）
１７日（土）
１８日（日）
２４日（土）
２５日（日）
３１日（土）

１０月の、のびのびサークル・よちよちサークルは

『輪・話・和ちびっこフェスタ』（１４ページ参照）

開催のため中止します。
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今年の伝承芸能フェスティバルは、夏を思わせ　今年の伝承芸能フェスティバルは、夏を思わせるる

ような厳しい残暑の中、カメラ愛好家など県外かような厳しい残暑の中、カメラ愛好家など県外からら

もも多く多くのの観客を迎えて開催されました観客を迎えて開催されました。。

龍踊りや神楽など、地元ではなかなか見られな　龍踊りや神楽など、地元ではなかなか見られないい

伝承芸能に大きな歓声があがっていました伝承芸能に大きな歓声があがっていました。。
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