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鹿島市子育て支援センターは西部中学校３年生の家庭科　鹿島市子育て支援センターは西部中学校３年生の家庭科授授

業内で『赤ちゃん登校日』を開催し、子育て世代との交流業内で『赤ちゃん登校日』を開催し、子育て世代との交流事事

業を実施しています業を実施しています。。

赤ちゃんを抱っこしたり、絵本の読み聞かせやボール遊　赤ちゃんを抱っこしたり、絵本の読み聞かせやボール遊びび

でふれあううちに、緊張気味だった中学生もやわらかな表でふれあううちに、緊張気味だった中学生もやわらかな表情情

を見せ、家族の絆や命の尊さを学ぶ貴重な体験となっていを見せ、家族の絆や命の尊さを学ぶ貴重な体験となっていまま

すす。。　　　　　　　　（（写真は１０月１４日の様子です写真は１０月１４日の様子です。。））

写写真真
赤ちゃん登校日 －西部中学校赤ちゃん登校日　－西部中学校－－
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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！
④　交流・学習

　湿地を守りながら賢く利用していくためには、湿

地の大切さを皆で学んでいく必要があります。

　例えば、ラムサール条約湿地登録地の子どもたち

を対象に、交流学習を行う『KODOMOラムサール』

という活動が行われています。子どもたちが交流し

ながら、自分たちで学び、考え、行動していくこと

で湿地を守る大切さを知ることができる活動です。

鹿島市でも、子どもたちと一緒に川の水生生物を調

査して、きれいな川を守る大切さを学ぶ活動や、肥

前鹿島干潟に渡来する渡り鳥を観察することで干潟

に生き物がたくさんいることを学ぶ活動を行い、有

明海の環境を守る大切さを知る学習を行っています。

　今後は、他の登録地との繋がりを深めるための交

流学習を積極的に進めることを考えています。

怯交流・学習　～湿地の大切さを学び、協力して広めていく～

『『『『『『『『『『肥肥肥肥肥肥肥肥肥肥前前前前前前前前前前鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿島島島島島島島島島島干干干干干干干干干干潟潟潟潟潟潟潟潟潟潟『肥前鹿島干潟』』』』』』』』』』』ララララララララララムムムムムムムムムムササササササササササーーーーーーーーーールルルルルルルルルル条条条条条条条条条条約約約約約約約約約約湿湿湿湿湿湿湿湿湿湿ラムサール条約湿地地地地地地地地地地地
登登登登登登登登登登録録録録録録録録録録記記記記記記記記記記念念念念念念念念念念イイイイイイイイイイベベベベベベベベベベンンンンンンンンンントトトトトトトトトトのののののののののの紹紹紹紹紹紹紹紹紹紹登録記念イベントの紹介介介介介介介介介介介

と　　き　１１月１４日（土）

と　こ　ろ　肥前鹿島干潟および

　　　　　北鹿島小学校体育館

参　加　費　無料

同時開催　潤写真展『まえうみの漁とくらし』

　　　　　潤お振舞い（北鹿島地区女性部）

　　　　　潤物産品の販売

　　　　　　『まえうみんもん』など

 　環境下水道課

　　　　　ラムサール条約推進室

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　～伝えたい有明海干潟への思いと未来～

肥前鹿島干潟（荒天時中止）野鳥観察会８時３０分～

北鹿島小学校体育館記念式典９時４０分～

北鹿島小学校４年生学習発表１０時４０分～

演題　ラムサール条約湿地登録の意義基調講演１１時～

講師　環境省九州地方環境事務所
　　　野生生物課長　横田寿男さん

演題　有明海干潟への思い記念講演１１時２０分～

講師　佐賀大学低平地沿岸海域研究センター
　　　特任助教　藤井直紀さん

閉会（予定）１２時１０分

プログラム

『肥前鹿島干潟』ラムサール条約湿地登録記念イベント

ようこそ鹿島へ！アジアのともだちクロツラヘラサギ

と　　き　１１月８日（日）１０時～１５時３０分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室および肥前鹿島干潟など

定　　員　５０人程度　※事前に申し込みください

参　加　費　無料　※昼食は各自ご用意ください

内　　容　潤講話　　　潤現地観察会（バス移動）

　　　　　潤交流学習（韓国の友だちへ手紙を書こう）

 　日本クロツラヘラサギネットワーク　中村

　　　　　　　　緯０９５４（６０）４４２４

　　　　　　　　環境下水道課ラムサール条約推進室

　　　　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

申込・問合せ先

つなげよう、支えよう森里川海プロジェクト

と　　き　１１月２８日（土）１３時３０分～

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階多目的室

定　　員　５０人程度　※事前にお申し込みください

参　加　費　無料

内　　容　潤基調講演

　　　　　潤活動事例発表

　　　　　潤パネルディスカッション　など

 　環境下水道課ラムサール条約推進室

　　　　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

申込・問合せ先

～ミニフォーラム～
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平平成成２２７７年年度度 上上半半期期予予算算執執行行状状況況
怯一般会計

　第五次鹿島市総合計画における重要な政策的事業である定住促進、子育て支援、交流人口の拡大を目指し、地域

における中核都市としての復活を目指す鹿島市まちづくり推進構想（鹿島ニューディール構想）の実現に向けた安

心・安全のまちづくりや施設、道路の整備、産業の振興に取り組んでいます。

怯特別会計

　本年度公共下水道事業は、鹿島南部地区（大字納富分）を中心に汚水 管渠 の整備を行っています。
かんきょ

怯企業会計

　水道事業は、本年度も安全でおいしい水を安定的に供給できるよう、施設の維持管理を行っています。

怯一般会計　（予算額　１４８億６，８９５万円）

怯平成２７年度の主な事業

　①防災情報伝達システム整備事業

　②新世紀センター（仮称）建設事業

　③小学校防災機能強化事業

　④中学校耐震補強大規模改造整備事業

　⑤有明海海底耕耘支援事業

　⑥農商工連携事業

　⑦辺地対策事業

　⑧有明海環境保全事業

　⑨市民交流プラザ事業

　⑩伝統的建造物群保存地区対策事業

怯企業会計（水道）

執行額区　分

２億４,７５６万円収入
収益的

８,７４４万円支出

０円収入
資本的

１億４,２７１万円支出

怯特別会計

支払済額（執行率）収入済額（収入率）予算額会　計　名

（２３.０％）１４万円（４１３.１％）２５２万円６１万円谷田工場団地造成・分譲事業

（３２.６％）４億１,５７７万円（４.６％）５,８１７万円１２億７,５４６万円公共下水道事業

（４２.２％）１９億７,８２０万円（３７.３％）１７億４,７２６万円４６億８,２３１万円国民健康保険

（２３.４％）８,９６１万円（２８.０％）１億０,７０９万円３億８,２８７万円後期高齢者医療

（３９.２％）２４億８,３７２万円（３０.２％）１９億１,５０４万円６３億４,１２５万円計

 　企画財政課財政係

　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

市民交流プラザかたら市民交流プラザかたらいい

伝統的建造物群保存地区対策事伝統的建造物群保存地区対策事業業
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恭幼稚園・認定こども園・保育所の紹介

潤幼稚園・・・・・・・・・・心身の発達を手助けする教育施設です。３歳になる年度から入園可能です。

　幼稚園・認定こども園・保育所で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。利用するには手続きが必要です。

～幼稚園・認定こども園・保育所などを利用するには～

子ども・子育て支援制度の利用手続きが必要です

電　話　番　号
開　所　時　間
（延長時間含む）

定　員（所在地）園　　名

０９５４（６２）２５８０　７：００～１９：００８０人（ 中 村 ）み ど り 園

０９５４（６３）４４５０　７：００～１９：００１００人（ 井 手 ）保育所めぐみ園

０９５４（６２）２３７９　７：００～１９：００１００人（ 東 町 ）ア ソ カ 保 育 園

０９５４（６２）３４８４　７：００～１９：００６０人（小舟津）鹿 島 保 育 園

０９５４（６３）０１９５　７：００～１９：００１６０人（高津原）旭 ヶ 岡 保 育 園

０９５４（６３）１３３５　７：００～１９：３０１２０人（若殿分）こ と じ 保 育 園

０９５４（６２）０８１０　７：００～１９：００１６０人（ 行 成 ）誕 生 院 保 育 園

０９５４（６３）３３１５　７：００～１８：３０４５人（東三河内）能 古 見 保 育 園

０９５４（６２）２８３４　７：００～１９：００１００人（下古枝）若 草 保 育 園

０９５４（６３）５０６２　７：３０～１９：００５０人（ 野 畠 ）共 生 保 育 園

０９５４（６２）０６２７　７：００～１９：００１１０人（ 八 宿 ）海 童 保 育 園

０９５４（６３）１４０１　７：００～１９：００４０人（東塩屋）七 浦 保 育 園

０９５４（６２）８３１３　７：００～１８：３０２０人（ 音 成 ）おとなり保育園

０９５４（６２）８９４９　７：００～１９：００２０人（ 飯 田 ）飯 田 保 育 園

電　話　番　号預かり保育時間開園時間定　員（所在地）園　　名

０９５４（６２）３０５２１５：００～１７：３０８：００～１５：００１３０人（執行分）鹿島カトリック幼稚園

相談により個別対応可

潤保育所・・・・・・・・・・保育を必要とする家庭の児童を、家庭に代わって保育します。

※特別に支援が必要なお子さんの保育も全園で実施しています

恭利用手続きについて

　家庭の保育の必要性に応じた『認定』がなされます。

主な利用施設対 象認定区分

幼稚園、認定こども園
３歳以上の子どもで、教育を希望

（『保育の必要な事由』※１に該当しない子ども）
１号認定

保育所、認定こども園３歳以上の子どもで『保育の必要な事由』※１に該当し、保育を希望２号認定

保育所、認定こども園、
地域型保育※２（小規模保育など）

３歳未満の子どもで『保育の必要な事由』※１に該当し、保育を希望３号認定

※１『保育の必要な事由』とは、保護者の就労、求職、妊娠・出産、疾病・障がい、親族の介護・看護など（次ページ参照）

※２『地域型保育』とは、少人数の単位で０歳～２歳の子どもを預かる市認可事業

　　（現在認可している事業所は市内にありません）

電　話　番　号開所時間（延長・預かり含む）定　　　員（所在地）園　　名

０９５４（６２）３６４５７：００～１９：００１号：６０人、２・３号：各５人（中牟田）明 朗 幼 稚 園

潤認定こども園・・・・幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設です。

潤特別保育・・・・・・・・一時保育、延長保育などを市内全保育所および明朗幼稚園で行っています。
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恭保育所・認定こども園・地域型保育（小規模保育など）での保育を希望する人

　保育の認定に係る申請をする必要があり、保護者が次の保育の必要な事由に該当する必要があります。

　また、保育の必要な事由や保育の必要量によって、利用可能時間が『保育標準時間』と『保育短時間』に区分さ

れます。

潤保育の必要な事由

　①就労している

　　（一時預かり事業に該当する短時間就労の場合は除く）

　②産前２カ月から産後２カ月以内である

　③病気をしているか、心身に障がいがある

　④同居または長期入院している親族などを介護または

　　看護している

　⑤災害などの復旧にあたっている

　⑥求職活動（起業準備を含む）をしている

　⑦就学（職業訓練を含む）している

　⑧虐待やＤＶのおそれがある場合など社会的養護が必要である

　⑨育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要である

　⑩その他①～⑨と同様の状態にある

潤入所申込み方法

　新規や継続、兄弟姉妹が入所中などにより申し込み方法が異なります。

恭幼稚園・認定こども園などでの教育を希望する人

　入園の申込みは直接、幼稚園などに問合せのうえ申し込みをしてください。

　なお、申込書に保育の認定に係る事由の記入をする必要はありません。（自動的に１号認定に区分されます）

　保護者の就労状況などに関係なく、３歳～５歳の子どもが利用できます。

【新規申込み】

　窓　　口　市役所１階福祉事務所

　受付期間　１２月１日（火）～平成２８年１月１５日（金）

　　　　　　※その後も随時受け付けますが、上記期

　　　　　　　間中に申し込みした人が優先です

　持　参　品　通帳とその登録印鑑

【継続入所およびその兄弟姉妹の入所受付】

　窓　　口　現在通園している保育所

　受付期間　保育所より別途お知らせがあります

　※市外の保育所、認定こども園に通園している人は、

　　１２月１日から平成２８年１月１５日までに福祉

　　事務所窓口（市役所１階）に申し込みください

潤利用調整について

　入所希望者が保育所の受け入れ能力を上回り、保育が必要な子ども全員が入所できない場合は、原則として次の

優先基準を考慮し、施設利用の調整を市が行います。

　①在園児の継続入所または再入所

　②在園児の兄弟姉妹

　③ひとり親家庭（就労の必要性が高い場合）・生活保護受給（就労により自立につながる場合）の世帯

　④育児休業を終了し、平成２８年度中に職場復帰する場合

　⑤小規模保育事業など地域型保育事業の卒園児童

　⑥保育所が所在する地区に住んでいる子ども

　⑦市内在住の子ども

　⑧上記の他に理由があり、それが承認された場合

子ども・子育て支援新制度に関する問合せ先

　福祉事務所社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９

　　　《例》保育の必要量に応じた区分
　　　　～就労を事由とする利用の場合～

煙１カ月の勤務時間が１２０時間以上の人

　閣『保育標準時間』（利用可能時間は最大１１時間）

煙１カ月の勤務時間が６４時間以上、１２０時間未満の人

　閣『保育短時間』（利用可能時間は最大８時間）



6 Ｈ２７(２０１５).１１.1　広報かしま
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　マイナンバーは、平成２８年１月から社会保障、税、災害対策の各種手続きで使用する１２桁の番号で、通知カー

ドは１１月中に住所地に届く予定です。

　マイナンバーは生涯にわたって使うものですので、大切に保管ください。

マイナンバーの通知カードが届いたら
～マイナンバー制度が始まりました～

お
知
ら
せ

怯通知カードの受け取り

　通知カードは簡易書留で次のものが届きます。

　潤通知カード＆個人番号カード交付申請書（右図）

　潤返信用封筒　　潤説明用パンフレット

怯個人番号カードとは

　通知カードは皆さんにお送りしますが、顔写真入りの

個人番号カードは申請された人だけが受け取れるカード

です。（申請は任意です）個人番号カードは身分証明書と

しても使え、税の電子申告に使えるほか、今後さまざま

な使いみちが検討されています。

怯個人番号カードを申請するには

①郵送での申請

　　右図のように通知カードと切り離した、個人番号

　カード交付申請書に顔写真を貼り、必要事項を記入の

　うえ、同封の返信用封筒に入れて投函してください。

②オンラインでの申請

　　個人番号カード交付申請書のＱＲコードから申請用

　ＷＥＢサイトにアクセスし、顔写真データを添付し、

　必要事項を入力のうえ、送信してください。

※詳しくは、通知カードに同封のパンフレットをご覧く

　ださい
 　市民課市民年金係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７

詳しくは

通
知
カ
ー
ド

栢通知カードや個人番号カードを受け取ったあと

　に、引越しなどで住民票を異動する場合は、通知

　カードや個人番号カードに新しい住所を記載す

　る必要があるので、住民票異動の手続きの際は異

　動される家族分のカードをお持ちください。

個
人
番
号
カ
ー
ド
交
付
申
請
書

▲（表） ▲（裏）

ＪＲ九州から感電事故防止のお願い

栢コンバインのオーガを下ろさないまま走行し、トロリー線に接

　触する事故も発生しています。一歩間違えれば感電事故にも

　つながりますので、農機具などの運搬・走行には十分ご注意く

　ださい。　　　　　　 　九州旅客鉄道㈱佐賀鉄道部

　　　　　　　　　　　　　　　　緯０９５２（２３）２９３９

詳しくは



広報かしま　Ｈ２７(20１５).11.17

　平成２８年度から交通災害共済の見舞金が等級区分、金額ともに変更になります。

　なお、掛金は１人５００円のままで変更ありません。

交通災害共済からのお知らせ
お
知
ら
せ

見舞金額災 害 の 程 度災害等級

１００万円死亡１

１００万円法令などで定められたものに該当する後遺障害２

１０万円
医師の治療を受けるための入院・通院実日数（以下『入院等日

数』という）が１５０日以上の傷害
３

５万円入院等日数が１００日以上の傷害４

３万５千円入院等日数が５０日以上の傷害５

２万５千円入院等日数が２５日以上の傷害６

１万５千円入院等日数が１０日以上の傷害７

怯自動車安全運転センター都道府県事務所長などが交付する交通事故証明書またはその

　交通の運行に関する権限を有するものが発行する証明書を添付したもの

新見舞金等級表

怯上記の証明書を添付しないもの

見舞金額災 害 の 程 度災害等級

２万円死亡または入院等日数が２５日以上の傷害８

１万２千円入院等日数が１０日以上の傷害９

 　佐賀県市町総合事務組合　緯０９５２（２５）２３５４

　　　　　市民課市民年金係　　　　緯０９５４（６３）２１１７

詳しくは

情報掲示板ワイド

レシピ監修　田中敏幸シェフ

～作 り方～

研熟成黒にんにくソースとバターと白ワインを混ぜ、

　軽く煮詰めておく

①熱したフライパンにバターを溶かし、エビを入れる

②塩コショウで下味をつける（好みでガーリックを）

③両面焼き目がついたら、白ワインを入れる

④水分がなくなったら、弱火にして研を絡める

 　産業支援課産業戦略係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１１

詳しくは

栢詳しいレシピは市ホームページやかしまデリカテッセンのフェイスブック

　（https://www.facebook.com/kashimadelicatessen）に掲載しています

かしま黒エビソテー

かしまデリカテッセン おいしいレシピ♪ No.１

　今月から『かしまデリカテッセン』を使ったレシピを紹介します。

　今回は、9月 東京であったグルメ＆ダイニングスタイルショーキッチンス

テージで好評だった、普段ソースで食べないエビをソースで食べるレシピです。

材料（４個分）

・有塩バター

・エビ

・白ワイン

・塩コショウ

・熟成黒にんにくソース

　（大豆・小麦・りんご・ごまを含む）

小さじ１

１０尾くらい

少々

適量

３５ml
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　これから冬を迎え、火災が発生しやすい時季となります。もう一度、住宅や事業所の防火対策を見つめ直し、火

の取り扱いには十分注意しましょう。

秋季全国火災予防運動が始まります
－　１１月９日（月）～１５日（日）　－

お
知
ら
せ

平成２７年９月末現在平成２６年
杵藤地区

火災
件数 鹿島市内杵藤地区

４４８６２総件数

２２４２３建　物

１４４車　両

０４６林　野

１１６２９その他

怯平成２７年中の火災発生状況（９月末現在）

潤杵藤地区　

　１位　たき火・・・・・・・・・・・　１１件

　２位　火入れ、放火、

　　　　たばこ、コンロ・・・・・・・各３件

潤鹿島市内　

　１位　たばこ、コンロ、その他・・・各１件

怯平成２７年中の火災発生原因（９月末現在）

火の用心フェアを開催します

　昨年子どもたちに好評でした消火器の放射体験、消

防車・救急車への乗車体験、消防士が実際に使用して

いる防火衣や資器材を着てみたり触れてみたりでき

るコーナーなど、いろいろな体験コーナーがあります。

と　　き　１１月３日（祝）９時３０分～１２時

　　　　　※雨天時、災害発生時は中止

と　こ　ろ　市民会館前広場

はし
ご車
もや
って
くる
ぞ～

はし
ご車
もや
って
くる
ぞ～
！！

 　鹿島消防署予防係　緯０９５４（６３）１１１９詳しくは

情報掲示板ワイド

怯屋内放送システム整備工事の概要

潤ケーブルテレビの加入・未加入に関係なく、市内全戸に１台設置

　します。ただし、機器の設置は同意書の提出が必要です。

潤本工事に伴う個人負担はありませんが、機器の設置を希望する場

　所によっては、コンセント工事が必要な場合があります。コンセ

　ント工事は、個人負担となりますので電気工事業者などに直接依

　頼してください。

潤整備する年度は次のとおりです。（順不同）

怯施工事業者　㈱水城電気　緯０９５４（６２）７０８０

鹿島市防災情報伝達システム

ＣＡＴＶ屋内放送システムの整備工事を行っています

お
知
ら
せ

　市では、災害時の情報伝達手段の強化のため、防災行政無線のデジタル化や屋外拡声器の増設とあわせて、ケーブ

ルテレビの回線を利用した屋内放送システムの工事を国の助成を受けて行っています。

対　象　地　区工事年度

大手・東町・西牟田・新町・中牟田・横田・若殿分・
能古見地区・古枝地区・浜地区・北鹿島地区・七浦地区

２７年度

城内・高津原・納富分・行成・執行分・井手分・末光・
馬渡・小舟津・犬王袋・世間・重ノ木

２８年度

施工業者や市職員をかたった電話や
訪問には十分ご注意ください

潤本工事を行うときは、身分証明書を携帯 

　して作業しています。

潤本工事に伴う工事代を受け取ったり、請

　求することはありません。

潤不審に思われた場合は、身分証明書の提

　示を求めたり、水城電気にお問い合わせ

　ください。

潤市職員が電話で、生年月日や口座番号な

　どを聞くことはありません。

 　総務課防災係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１３

詳しくは
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恭小学生の部

北鹿島小１年　諸岡　夏葵

明倫小３年　一ノ瀬　柊

明倫小３年　馬場　理桜奈

明倫小４年　馬場　稜賀

能古見小５年　植松　花奈子

能古見小５年　寺山　愛梨

七浦小５年　橋本　花菜

鹿島小６年　永松　琢也

北鹿島小６年　志田　晃士朗

明倫小６年　小﨑　結衣【県入選】

恭中学生の部

東部中１年　有森　慎太朗

東部中１年　倉﨑　椋太郎【県特選】

西部中２年　石倉　伊織

西部中２年　稲富　旭

西部中２年　井上　裕生希

西部中２年　江口　宗士郎

西部中２年　織田　くれは【県入選】

西部中２年　川原　瑛里

西部中２年　國廣　千尋

西部中２年　小﨑　和真【県入選】

西部中２年　境　杏璃

西部中２年　田中　楓

西部中２年　田中　宙

西部中２年　富永　光

西部中２年　富永　そら

西部中２年　中尾　莉子

西部中２年　廣澤　薫

西部中２年　松浦　優衣

西部中２年　宮崎　裕未奈

東部中２年　蒲原　楓

　平成２７年度明るい選挙啓発ポスターコンクールに多数の応募をいただきありがとうございました。

　応募総数１５１点のうち、入賞者を発表します。（敬称略）

 　選挙管理委員会事務局　緯０９５４（６３）３４１８詳しくは

明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞者発表
お
知
ら
せ

これらの作品を県の同コン

クールに出品したところ、

４作品が入賞しました。

おめでとうございます。

【入選】織田　くれは 【入選】小﨑　和真

飲用井戸などの衛生管理について
お
知
ら
せ

　井戸や湧水、沢水などの水質は周辺環境によって変

化します。飲み水に利用されている井戸水などは次の

点に気をつけて適切な衛生管理をお願いします。

潤井戸のふたに施錠したり、柵を設けるなど、井戸やその

　周辺に人や動物がみだりに入らないようにしましょう

潤井戸やその周辺を定期的に点検し、清潔にしておき

　ましょう

潤井戸などを新たに設置する場合は、事前に水道法の水

　質基準に準じた水質検査を行ってから飲用しましょう

怯水質検査

　日ごろから水の色、濁り、臭い、味などに気を付け、

異常があれば必要な水質検査を行いましょう。また、

年に１回は検査機関による水質検査を行いましょう。

怯汚染が分かったとき

　井戸の近くで薬品の漏洩など、人に害を及ぼす恐れが

あることを知ったときや、水質検査の結果、基準を超え

る汚染が判明したときは、直ちに使用をやめ、利用者に

連絡するとともに、市環境下水道課にご相談ください

 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

【入選】小﨑　結衣【特選】倉﨑　椋太郎
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　年末年始に、一時的な占用申請を希望される人は、次のような取り扱いをします。

年末年始の祐徳門前水路の
一時的な公有水面占用申請について

お
知
ら
せ

対象期間　１２月１日（火）～平成２８年２月２９日（月）

対象水路　古枝字堂園甲１５５５番１地先水路

申請期間　１１月２日（月）～１３日（金）

　　　　　８時３０分～１７時１５分

　　　　　※土・日・祝日を除く

申請窓口　市役所２階都市建設課土木管理係

潤申請の競合状況の確認は、市へ問い合わせください

　競合確認日　１１月１６日（月）８時３０分～１７時１５分

潤申請が競合した場合は申請者による協議とします

　協議日時　１１月１７日（火）１０時～１１時

　　　　　　受付９時～１０時

　協議会場　市民会館３階大会議室

 　都市建設課土木管理係　緯０９５４（６３）３４１５詳しくは

　市では、地方創生の一環として、都市圏からの移住

を推進しています。今回、県、武雄市、嬉野市、ＩＴ

ベンチャー企業との合同による就職・移住相談を東京

で初めて開催することになりました。

　東京周辺にお住まいの親類やお知り合いの人に、ぜ

ひお薦めください。

と　　き　１１月２２日（日）１３時～１７時

と　こ　ろ　移住・交流情報ガーデン

　　　　　東京都中央区京橋１丁目１－６越前屋ビル１階

内　　容　潤就職・移住相談

　　　　　潤佐賀のお土産がもらえる抽選会

　　　　　潤佐賀の地元産品（地酒・海苔など）の試飲・試食

※イベントコンテストなども同時開催します

知ろう、行こう、住もう、佐賀プロジェクト in Tokyo
～武雄市・鹿島市・嬉野市　就職・移住相談～

お
知
ら
せ

 　企画財政課企画係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは
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　市では、６５歳になられる皆さんが一堂に会し、自

己の生き甲斐を新たな気持ちで見つめ、その門出を祝

う記念行事として、第２４回盛年の集いを開催します。

と　　き　１２月６日（日）

　　　　　１３時３０分～

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　容　式典および

　　　　　アトラクション

対　象　者　平成２７年４月２日から平成２８年４月１日ま

　　　　でに６５歳を迎える人で、下記のいずれかに該

　　　　当する人

　　　　　①鹿島市に住民登録している人

　　　　　　（開催通知を送付しています）

　　　　　②過去に市内に居住していた人

　　　　　③その他出席を希望される人

　　　　 　生涯学習課社会教育係

　　　　　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは

『盛年の集い』を開催します
お
知
ら
せ

プレミアム商品券（鹿島で 買 う
こ

 得券 ）のご案内
とくけんお

知
ら
せ

怯申し込まれた皆さまへ

　１１月１０日までに購入引換券を郵送しますので、

右の内容を確認のうえ引き換えください。

怯商品券販売のご案内

　引換券の申し込みが予定数に達しませんでしたので、

先着順で販売します。（１人５冊まで）

と　　き　１２月６日（日）～８日（火）１０時～１７時

　　　　　※無くなり次第終了します

と　こ　ろ　市民会館

価　　格　１０,０００円（５００円×２４枚＝１２,０００円分）

使用期間　１１月２１日（土）～平成２８年１月３１日（日）

怯購入引換のご案内

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

潤購入引換券の譲渡はできません

 　鹿島商工会議所　緯０９５４（６３）３２３１詳しくは

と　こ　ろと　　き
引
換
日
程

市民会館
１１月２１日（土）～２３日（祝）

１０時～１７時

市民交流プラザ
かたらい４階

１１月２４日（火）～１２月４日（金）
１０時～１７時

　障がいのある人もない人も、お年寄りも大人も子どもも一緒に、ふれあいと交流の輪を広げ、地域福祉の推進を

目的に開催します。ぜひお越しください。

かしま福祉フェスタ２０１５開催

と　　き　１１月２９日（日）１０時～１５時

と　こ　ろ　市民会館

潤式典（社会福祉功労者表彰）・・・・・・・・・１０時

潤はあとふるひだまりコンサート・・・・・・１０時４０分

潤アソカ保育園児マーチングバンド・・・・１２時４０分

潤記念公演『かしまんにわか一座』・・・・・１３時１０分

潤お楽しみ抽選会・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３時５５分

怯マーケット（１０時～１５時）

　よかもんマーケット

怯展示

潤はあとふるひだまり作品展（市民会館ロビー）

潤こどものスポーツ写真展（エイブルロビー）

　※１１月２５日（水）～１２月２日（水）

怯特典

潤豚汁ふるまい（１２時１５分～）

潤景品付き！子ども向けお楽しみゲーム　など

 　同実行委員会（社会福祉協議会内）

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

詳しくは
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情報掲示板ワイド

　市では、子育て支援施策の一環として、放課後児童クラブを市内全小学校（７校）で運営し、平成２８年４月から

の放課後児童クラブ入部希望者の申込受付を行います。

※土曜日（７時３０分～１８時１０分）も全校区の利用希望児童をわんぱくクラブで預かります。

対　象　者　各小学校区の児童

入部要件　昼間、保護者（父母・６０歳未満の祖父母）が就労などで

　　　　　不在の家庭

　　　　　※申し込みをされても、保護者の就労状況などにより、

　　　　　　入部できるとは限りません

利用時間　おおむね１４時～１８時１０分

　　　　　（夏休みなどの長期休暇中は、７時３０分～１８時１０分）

負　担　金　潤月～金曜日利用　３,０００円／月

　　　　　潤月～土曜日利用　４,０００円／月

　　　　　※別途保険料（８００円／年）と、おやつ代の負担あり

延長サービス事業（全クラブ）　１８時１０分～１９時（月～金曜日のみ）

　　　　　※負担金（１,０００円／月）

申込方法　福祉事務所に印鑑を持参し申し込みください

申込期間　１１月９日（月）～２５日（水）

 　福祉事務所社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

定員と こ ろク ラ ブ 名

４０人鹿 島 小 内わんぱくクラブ　リス組

４０人鹿 島 小 内わんぱくクラブ　パンダ組

４０人明 倫 小 内げ ん き ク ラ ブ

３５人明 倫 小 内ほ が ら か ク ラ ブ Ａ

３５人明 倫 小 内ほ が ら か ク ラ ブ Ｂ

３９人能古見小内す ぎ の 子 ク ラ ブ

１０人浅浦分校内た ん ぽ ぽ ク ラ ブ

３９人古 枝 小 内ひ ま わ り ク ラ ブ

２１人浜 小 内光 の 子 ク ラ ブ

４２人農村婦人の家か が や き ク ラ ブ

３９人七 浦 小 内ゆ め っ 子 ク ラ ブ

１５人音成分校内星 の 子 ク ラ ブ

煙夏休みなどの長期休暇中利用場所が変更となるクラブ
　・たんぽぽクラブ→能古見小
　・星の子クラブ→七　浦　小

平成２８年度　放課後児童クラブ入部案内
お
知
ら
せ

　国民健康保険と後期高齢者医療の被保険者が、はり・

きゅうを受診する場合、助成を受けることができます。

　助成を受けるには、受診券が必要です。

助　成　額　施術１回当たり９００円

　　　　　※はりときゅうを同時に受診しても助成額

　　　　　　は９００円です

受診券発行窓口　市役所１階　保険健康課

発行に必要なもの

　国民健康保険、後期高齢者医療の被保険者証

利用できる施術所　鹿島市・嬉野市・太良町内の指定施術所

※後期高齢者医療の受診券は年間３６枚で有効期限が

　３月３１日までです（再発行できません）

 　保険健康課国保係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

国保・後期高齢者医療の被保険者へ

はり・きゅう助成制度のお知らせ

お
知
ら
せ

澗

監

環

看
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　警察では、犯罪被害者などが置かれている状況や支援の必要性について広く理解を深めるため、１１月２５

日～１２月１日までの間、犯罪被害者週間を実施します。

 　鹿島警察署　　緯０９５４（６３）１１１１

【各種相談】

ヤングテレフォン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・緯０１２０（２９）７８６７

レディーステレフォン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・緯０９５２（２８）４１８７

警察相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・緯＃９１１０または緯０９５２（２６）９１１０

民間の相談窓口　ＮＰＯ法人佐賀ＶＯＩＳＳ・・・・・・・・・・緯０９５２（３３）２１１０

このほか、鹿島警察署でも受け付けています。まずは相談を！

詳しくは

犯罪被害者週間　　～「ひとりで悩まず、心の扉をひらいて！」～
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情報掲示板ワイド

怯児童虐待とは？

潤身体的虐待

　殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、戸外に

　長時間閉め出す　など

潤心理的虐待

　無視する、罵声をあびせる、兄弟間で差別的に扱う、

　目の前で他の家族に暴力をふるう　など

潤ネグレクト（養育放棄）

　食事を与えない、病気でも病院に連れて行かない、

　著しく不潔にしておく、家に閉じ込める　など

潤性的虐待

　性交渉、性的行為を強要する、性的行為を見せる、

　ポルノの被写体にする　など

怯虐待のサイン

潤子どもの様子

　不自然な傷やあざ、家に帰りたがらない、攻撃的で

　乱暴な行動、食べ物に過度な執着をもつ　など

潤保護者の様子

　近所や地域の中で孤立している、頻繁に子どもを家

　に残し外出する、子どもや家族の不満をよく口にす

　る　など

潤家族の様子

　頻繁に子どもの泣き声が聞こえる、怒鳴り声や物を

　投げつける音がする、子どもがいるのに姿を見かけ

　ない　など

１１ 月は児童虐待防止月間です
お
知
ら
せ

　虐待防止のためには地域で温かく見守ることや、さりげない声かけが大切です。虐待のサインに気づいた場合は

ご連絡ください。（連絡は匿名で行うことも可能です）

 　福祉事務所社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９

　　　　　佐賀県中央児童相談所　緯０９５２（２６）１２１２

詳しくは

　年内に納付した国民年金保険料は、全額が所得税・市

町村民税等の社会保険料控除の対象となります。

　年末調整や確定申告で国民年金保険料を社会保険料

控除として申告する場合には、「社会保険料（国民年金

保険料）控除証明書」の添付が必要ですので、申告を

行うまで大切に保管してください。

　納め忘れなどがある場合も、年内に納付すれば、今

年分の控除として申告できます。

 　

　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２３

詳しくは

《送付時期》

怯平成２７年１月１日～平成２７年９月３０日までの間に

　納付実績のある人・・・平成２７年１１月上旬

怯平成２７年１０月以降に今年初めて国民年金保険料を

　納付された人・・・・・平成２８年２月上旬

平成２７年の社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が送付されます！

お
知
ら
せ

　地域コミュニティ活動の活性化と宝くじの普及宣伝を目的と

した『宝くじ助成金』を活用して、平成２７年度に西牟田区の

浮立、祭り用はんてん・笛・ちょうちんなどを整備しました。

　 　企画財政課企画係

　　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは
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意見を求める計画（案）

潤都市計画マスタープラン

　都市計画区域内の用途地域や地区計画、道路、公園、

下水道、土地区画整理事業など、都市計画決定を行う

際の指針として、都市の将来像や都市計画の基本的な

方針を定めるものです。

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２階都市建設課でも閲覧ができます。

※１１月中旬に地元説明会を予定しています

意見募集期間

　１１月２日（月）～１２月１日（火）

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、都市建設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　都市建設課　都市計画係

　　　　　　姉０９５４（６３）２１２９

　　　　　　糸toshi@city.saga-kashima.lg.jp

 　都市建設課都市計画係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

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。

情報掲示板ワイド

　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月に終了

　　　　　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

　『障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律』

（いわゆる『障害者虐待防止法』）に基づき、障がい者虐待の通報や虐待

を受けた障がい者からの届け出の受付など、相談専用窓口を開設して

います。

　障がい者虐待の疑いがあれば、まずは右の相談窓口へご連絡ください。

 　福祉事務所障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

障がい者虐待の相談窓口を開設しています
～まずはご連絡ください～

お
知
ら
せ

相談窓口

胸平日８時３０分～１７時１５分

　　市役所１階　福祉事務所

　　　緯０９５４（６３）２１４０

　　　姉０９５４（６３）２１２８

胸２４時間対応窓口

　　市障害者虐待防止センター

　　　緯０８０（６４５５）６７０９
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　人が人として生きる権利は、す

べての人が持っています。それは、

大人でも子どもでもその権利の重

みは変わるものではありません。

　家庭における児童虐待の深刻化、

学校や一部の施設における体罰や

セクシュアルハラスメント、さら

に児童買春・児童ポルノ、薬物乱

用など、子どもの人権をめぐる問

題が深刻化しています。

　また、学校における暴力行為や

いじめ、不登校、問題行動や発達

障がい等の問題も依然として憂慮

すべき状況にあります。

　とりわけ、『いじめ問題』を取り

上げれば、最近の子どものいじめ

の実態は、巧妙で、いじめの方法、

手段も次第にエスカレートしてい

く傾向にあるなど、執拗・陰湿な

ケースが増えています。いじめは

自分の存在感や自尊感情が満たさ

れない不満を解消するため、自分

より弱い存在への攻撃や支配とい

う形で現れる傾向があります。

　しかし、いじめられる子どもに

とっては深刻な問題で、不登校に

なったり、場合によっては死をも

考える心理状態に陥る場合があり、

重大な人権侵害であるという認識

が必要です。

　いじめをする子どもやいじめを

見て見ぬふりをする子どもが生じ

る原因や背景には、子どもを取り

巻く学校、家庭、社会環境や核家

族化等が複雑に絡み合った問題が

ありますが、その根底には、他人

に対する思いやりやいたわりと

いった人権尊重意識の希薄さがあ

ると思われます。この問題を解決

するためには、教育機関はもとよ

り社会全体の意識の改革が必要で

あるとともに、お互いの異なる点

を個性として尊重するなどの人権

意識を養っていくことも重要であ

ると考えます。

子どもに関する問題
～みんなで考えよう子どもの人権問題～

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

今今すすぐぐややろろうう温温暖暖化化対対策策

環境ホルモン

　今回は、地球温暖化の影響か？と言われている『環境ホルモン』に

ついてのお話をします。

　環境ホルモンというのは、あるひとつだけの物質ではなく、生物の

ホルモンの働きを狂わせてしまう物質の総称で、約７０種類のもの

が挙げられています。殺菌剤・殺虫剤・防腐剤・農薬・食品添加物・

ダイオキシンなど、我々の身近なものに含まれています。

　環境ホルモンの影響は、知能低下・学力障害・注意力欠陥・アレル

ギーなどさまざまな影響があることがわかっています。

怯環境ホルモンから守るための秘策とは？

　①有害物質となるものを摂取しない・・・・

　　妊娠中、おなかの赤ちゃんのため、そのまた子のためにも

　②ビタミン・ミネラルを積極的に摂取する

　③食物繊維も積極的に摂取する

　以上のことも含めて、環境ホルモンについて、よく理解することが

大切です。

　たとえば、普段何気なく食べている食品ですが、今一度見直して、

安心・安全な地産地消で選びませんか？

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

今すぐやろう温暖化対策、人権の輪
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
善行紹介　ご寄付をありがとうございます

　１０月２０日、エスティ工業株式会社様（代表取締役社

長　里民則様）よりご寄付をいただきました。これに対し、

市および市教育委員会から感謝状をお贈りしました。エス

ティ工業㈱様は同社の創立４５周年を記念してご寄付いた

だいた、平成２５年度に引き続いて３度目のご寄付です。

　昨年度は、西部中学校や鹿島小学校の吹奏楽部の活躍な

ど、市内すべての小中学校でがんばっている「鹿島っ子へ

のプレゼントとして５００万円を、市民交流プラザ『かた

らい』の整備のために１,５００万円をお使いください。」

とのお言葉をいただいており、市ではご意向に沿って、次

のように有効に使わせていただきました。

①子どもたちの活動支援として

　市内小中学校の楽器購入支援や中学校の部活動支援

②市民交流プラザ『かたらい』の整備として

　市民交流プラザ『かたらい』内の備品購入など

　里社長からは「家の周りを散歩しているとき、小さな子

どもたちの大きな声が、どこからともなく聞こえてきます。

私はそんなときが、一番幸せを感じます。年をとったせい

かもしれません。どうか、子どもたちが喜ぶことに使って

ください。」とコメントをいただいており、今年度は、市民

交流プラザ『かたらい』の整備のために１,３００万円を、市

の学校教育や社会教育の向上発展のために７００万円のご

寄付をいただきました。そのご意向に沿って有効に活用さ

せていただきます。

　今年度までに６,１００万円のご寄付をいただきました。

ありがとうございました。

寓エスティ工業㈱代表取締役社長　里　民則様（右）

寓ご寄付で購入した楽器（鹿島小学校）

寓ご寄付で購入した大型遊具（子育て支援センター）

　１０月１６日、１８日に北鹿島地区で五ノ宮神社の秋祭りが開催

されました。

　両日とも天候にも恵まれ、獅子舞や各地区に伝わる鉦浮立などが

行列となり、伝承の技を披露していました。

　また、１８日には北鹿島

ふるさとまつりも同時開催

され、五ノ宮境内でさまざ

まな出し物やイベントなど

が催され、一日中多くの人

で賑わっていました。

五ノ宮神社秋祭り
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善 行 紹 介

９月１９日に、故東島道子さ

ん（末光）のご遺族からピアノ

をいただきました。親族の人

も、「母も喜んでいると思いま

す。」と笑顔でおっしゃってい

ました。寄贈いただいたピア

ノは、かたらい３階の大会議

室に設置しています。この寄

贈により、４階多目的室にも

ピアノを置くことができまし

た。皆さん大いに活用してく

ださい。

ありがとうございました。

　佐賀県の人口１０万人当たりの人

身交通事故は３年連続して全国最悪

を記録しています。今年の上半期で

も、人身交通事故発生件数は依然と

して全国最悪の危機的状況が続き、

鹿島市でも同様な状況にあります。

　このことから、９月９日（水）、鹿

島市長と鹿島警察署長が交通事故防

止に向けた対談を行い、市と警察が連携を強化して、より一層の交通事故防止に

取り組むことを確認しました。

交通事故防止に向けた鹿島市長と鹿島警察署長の対談について

　　　みかん狩りはいかがですか？
　今年もおいしいミカンができました。自分で収穫したミカンの

味はきっと格別！今度の休日はみかん狩りを楽しみませんか？

期　　間　１２月６日（日）まで

開園時間　９時～１７時

と　こ　ろ　七浦地区のみかん園

入　園　料　無料

潤完全予約制　　　　　　　潤試食あり

潤販売は２２０円／kg～　潤地方発送できます

 　多良岳オレンジ海道を活かす会（ＪＡさがみどり地区園芸指導課内）

　　　　　　　　緯０９５４（６２）２１４５

申込・問合せ先

野菜さん・・・元気に育ってね！

　１０月３日、中心市街地で野菜の種ま

き・苗植えが『かしま結の会』主催で行

われました。

　アソカ保育園・明朗幼稚園・誕生院保

育園の子どもたちや先生、商店街の皆さ

ん、金融機関・商工会議所など１００人

ほどの参加を得て、イチゴ苗、イタリア

ンパセリなど１１種類の野菜が色とりど

りのプランター５００個に植えられました。参加した子どもたちは、「野菜さ

ん・・・元気に育ってね！」と声をかけていました。

　この野菜は１１月１３日まで、苗植え参加者や保育園、そして産業活性化施設

『海道しるべ』で育てられ、翌１４日、１５日（土・日）に高校生が出店する『心

つなぐお店』で販売されます。売り上げの一部は、『日本ユニセフ』や『あしな

が育英会』などに寄付します。

※１１月１４日、１５日は中心市街地で『鹿島屋台村』も同時開催されます。

　詳しくは２３ページに掲載しています。

－　心つなぐお店＆まちなかプランター野菜栽培の種まき、苗植えが行われました　－
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かしま再発見　展
～古枝編～

床　の　間
コーナー

えいぶる講座　募集中講座

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
　　　　　（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

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
（どなたでも）

市民会館前に集
合後、バスで
芦刈、東与賀へ

１１月７日（土）

９時～１３時

上赤　博文さん

（県自然史研究会）
２０人

有明海学２０１５
『潮に耐えられる海辺の
植物～塩生植物の世界～』

公

開

講

座

会　員　,５００円/１回
一　般１,０００円/１回

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　,　５００円
一　般　　１,０００円

エイブル３階

生活工房

１２月１８日（金）

１０時～１２時
田栗　節子さん２０人

初心者のための

iPad入門講座

無　料
エイブル３階

研修室

１１月２７日、１２月４日（金）

１０時～１１時３０分

永池　守

（エイブル館長）
２０人

実用書道教室
～年賀状編～

会
員
対
象
無
料
講
座

無　料
エイブル３階

研修室

１２月３・１０・１７日
［週１回　木曜日］
１０時～１１時３０分

斉川　幹也さん
（野村證券㈱投資情報
部証券学習開発課）

１５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

　大人も子どもも楽しめるライブショー！室井滋さんと長谷川義史さんがピア

ノ、サックスのメロディにのせて、絵本の世界を演じます！

と　　き　１２月１３日（日）

　　　　　開場１３時３０分　開演１４時

と　こ　ろ　エイブルホール（全席指定）

潤エイブル倶楽部会員先行販売

　１１月２日（月）まで

　・先行販売は１人１枚のみ、エイブル窓口で

潤一般販売開始　１１月３日（祝）～

前売り

　煙一　　　般　３,０００円

　煙中・高校生　２,０００円

　煙小学生以下　１,０００円

※エイブル倶楽部会員各５００円引き

※当日券５００円増し

秋の読書週間イベント市　民
図書館

怯本をゆずる市を開催します！

　図書館で不要となった本や皆さんから寄せられた本を配布します。

と　　き　１１月１日（日）、３日（祝）　９時３０分～１７時

　　　　　１１月５日（木）　　　　　　９時３０分～１９時

と　こ　ろ　図書館

対　　象　どなたでも可（１人１０冊まで）

怯図書館基礎のきそ（要申込、先着１５人）

　図書館を学んでみませんか。あなたの知らない図書館がのぞけるかも？

と　　き　１１月８日（日）１０時～１２時

と　こ　ろ　保健センター内いきいきルーム

対　　象　大人　（参加費　無料）

 　市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

室井滋＆長谷川義史　しげちゃん一座　絵本ライブ第７回
えいぶる事業

　１０～１２月の床の間コーナーは、鹿

島の６地区ごとにその歴史・文化・人物

などを紹介する『かしま再発見展』の第

１回として、古枝地区の展示を行ってい

ます。

　１１月は古枝出身で、現在ご活躍中の

２人の画家に、ふるさとを物語っていた

だきます。お楽しみに♪

展　　示　１１月５日（木）～１７日（火）

　　　　　乗田貞勝さん（洋画）

　　　　　１１月１８日（水）～２９日（日）

　　　　　鶴田英昭さん（洋画）
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“Hang in there ” 

今月のキーフレーズ

№１１９

　この表現は、『困難にもかかわらず、諦めずにやりとおす、やり遂

げる』という意味ですが、口語では『頑張る』と表現します。
レーラ先生

こんなときこのひとこと、学校だより

四Russian Words四
（ ロ シ ア の 言 葉 ）

 Privet  : こんにちは　　
プリベット

 Meenya   zavoot 　: 私の名前は
メニャー ザブート

 Priyatno   poznakomit'sya 　: よろしくお願いします
プリヤトノー ポズナコミッシャ

（ステェファニー）　富士山に登るのって本当に大変よね！

　　　　　でも頑張れば、頂上に着けるわね。

（ダ　ン）　そうだよ。そうしよう！

Climbing Mt. Fuji is really difficult, but 
I think if we hang in there, we can 
reach the summit today.
You're right, let's do it!

Steffany:

Dan:

　９月２０日（日）、秋晴れの爽やか

な天候の中に、古枝小・古枝地区の

合同運動会が開催され、子ども達も

地区の大人達も元気いっぱい体を動

かし気持ちの良い汗を流しました。

子ども達は、これまでの練習の仕上

げとして、心を込めて演技したり、

力の限り走ったりと、持てる力を出

し切って、各競技に参加しました。

このような子ども達の姿に、保護者

の方はもちろん、地域の方からも賞

賛の声と割れんばかりの拍手をいた

だきました。子ども達も、個人とし

て集団としてやり遂げた達成感、成

就感を感じることができ、これから

の学校生活の力となりました。

　また、運動会を満喫した子ども達

ですが、運動会後の感想を見てみる

と練習や当日の体験を通じて学んだ

ことがたくさんあったようです。話

を聞くことの大切さ、集団で行動す

るために必要なこと、下級生のお世

話をする大変さ、粘り強く最後まで

諦めない気持ち、みんなのために自

分が頑張り抜く大切さ、友達との連

帯感、そして、成し遂げたときの達

成感、自分に対する自信、等々。

　これら体験が、人と人とのつなが

りを大事にする心を育み、豊かな人

間を形成していく力となっていくこ

とと思います。運動会での体験で学

んだことを、これからの学校生活や

友達の関わり合いの中で生かしてく

れることを期待しています。

～古枝小・古枝地区合同運動会～

古枝小学校

校学 だ よ り

No.２２２

寓高学年の力の結晶！３Ｄピラミッド

（ダ　ン）　携帯をなくすなんて信じられない！メール

　　　　　やラインをずいぶんチェックしてないんだ。

（ステェファニー）　まあ、大変！頑張ってね！

Dan:

Steffany:

I can't believe I lost my phone. I haven't 
checked my e-mail or LINE in hours!
Oh no, that's tough! Hang in there!
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と　　き　平成２８年１月１０日（日）

　　　　　受付１３時～　開式１４時～

と　こ　ろ　市民会館大ホール

対　象　者　平成７年４月２日～平成８年

　　　　　４月１日までに生まれた人

そ　の　他

　鹿島市に住民登録のある対象者に

は、　案内ハガキを送ります。

　就職や進学などにより鹿島市以外

に住む人で、鹿島市の成人式に参加

を希望される人は、ご連絡ください。

 　生涯学習課社会教育係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

 

　インターネットによる回答または

調査票への記入、提出いただきありが

とうございました。

　人口・世帯数の速報結果は平成２８

年２月に公表予定です。その後、年齢

別や世帯の状況など詳しい統計が順次

公表されます。調査結果は総務省統計

局のホームページでご覧になれます。

　調査結果は行政での各種計画や施策

など、さまざまな分野で利用されます。

 　企画財政課秘書広報係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１４

おお知知ららせせ
平成２８年　鹿島市成人式

のご案内

詳しくは

国勢調査へのご協力
ありがとうございました

詳しくは

 

　沖縄県糸満市の平和祈念公園内に

沖縄戦で亡くなられた人々の氏名を

刻んだ記念碑『平和の 礎 』がありま
いしじ

す。次の該当者の中でまだ刻銘され

ていない人は、追加刻銘ができます。

該　当　者　昭和１９年３月２２日から昭

　　　　　和２１年９月７日までの間、

　　　　　沖縄県と南西諸島周辺に

　　　　　おいて、沖縄戦が原因で

　　　　　亡くなった人

申込締切　平成２７年１１月２７日（金）

提出書類　戦没者の死亡記載のある

　　　　　戸籍謄本

 　福祉事務所社会福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

沖縄戦で亡くなられた人の
ご遺族の皆さんへ

詳しくは

 

　『廃棄物の処理及び清掃に関する

法律』で一部の例外を除いて、焼却

を禁止しており、違反した場合は

『５ 年 以 下 の 懲 役 若 し く は

１,０００万円以下の罰金』に処せら

れます。（焼却炉の構造基準が強化

されたため、ほとんどの小型焼却炉

は使用禁止です。）

　家庭などで出た廃棄物の野外焼却

（地面上、ドラム缶・ブロックで囲

んだ中、穴を掘った中など）は、近

隣とのトラブルにもなりますので絶

対にしないでください。

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

廃棄物の焼却は禁止です

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ

　平成２７年９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

平成２７年９月　市長交際費支出状況

支出の相手方、行事名等支出金額支出日区　分
供花１６,２００円９月７日

弔　慰
供花２２,１４０円９月２９日
国民体育大会・全国障害者スポーツ大会
壮行会（選手８人）

４０,０００円９月９日餞　別

名刺印刷代４,７５２円９月１１日その他
４月からの累計　１９０,１０２円８３,０９２円合　計

　年末調整とは、その年に納めるべき所得税額を正しく計算し、それまでに徴収

した税額との過不足額を求め、その差額を徴収または還付（返還）する手続きです。

※年末調整関係書類に案内状を同封しています

 　武雄税務署　緯０９５４（２３）２１２７詳しくは

年末調整説明会（事業者対象）の開催

と　こ　ろ対象地区と　　き
エイブル鹿島、太良１１月１１日（水）１４時～１６時
有明スカイパークふれあい郷大町、江北、白石１１月１２日（木）１４時～１６時
武雄市文化会館武雄、嬉野１１月２０日（金）１４時～１６時

※（　）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８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
（－１３０）１１,８３５件（－１３０）７,５７２人（－１３）３１人（－１１２）５,６２８件佐 賀 県 内
（＋０２１）６７３件（－００８）３６２件（－０３）４人（＋００５）２８０件鹿島警察署管内
（－００１）３４３件（－００８）１８３件（－０１）２人（－０１４）１３７件鹿 島 市 内

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６期の口座振替日は

１　１月３　０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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恭各種作業の注文をお受けします。

　「農作業」「庭木の剪定」「襖の張替

え」「はがき書き」などお受けします。

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。

　剪定した枝葉をチップ化し、それ

にEM菌を混ぜて発酵させました。

『袋詰め』やトラック『バラ積み』

で販売しています。

恭剪定木を割った『まき』を販売し

ています。

恭刃物研ぎいたします。

と　　き　１１月１９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　１１月１９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

 

　１１月・１２月で６５歳になる人を対象

に、制度説明会を開催します。対象

以外の人でも出席可能です。

と　　き　１１月２６日（木）　１４時～

と　こ　ろ　市民会館１階第４会議室

 　杵藤地区介護保険事務所

　　　　　緯０９５４（６９）８２２２

 

　職業能力評価、キャリア・コンサ

ルティングなどの人材育成制度を導

入、実施し、継続して人材育成に取

り組む事業主などに対して、厚生労

働省から助成金が支給されます。

　よい人材を採用すること、またよ

い社員に育てることは企業にとって

重要な課題です。従業員の能力の向

上と企業の永続的な発展のために活

用してみませんか？

 

　鹿島商工会議所内

　ジョブ・カードサポートセンター

　緯０９５４（６３）３５１１

小さな仕事もお受けします
シルバー人材センター

問合せ・ご注文

介護保険制度説明会

詳しくは

企業内人材育成推進
助成金制度がはじまります

詳しくは

 

　平成２７年１０月４日から、佐賀県の

最低賃金は、時間額『６９４円』と

なりました。

　特定（産業別）最低賃金は、改定審

議中ですが、その中の陶磁器・同関連

製品製造業（時間額６７９円）は、地

域別を下回っていますので、当分の

間、時間額６９４円が適用されます。

 　佐賀労働局賃金室

　　　　　緯０９５２（３２）７１７９

 

　暮らしやビジネスに役立ち、郷土

の情報満載の『さが県民手帳』を販売

しています。平成２８年版のカバーの

色は『ピーコックブルー』です。しっ

かり書き込めるＡ５版（色：エルファ

バダーピンク）も新登場！Ａ５版は

１１月中旬から発売予定です。

価　格　大型７００円（１５．４×８．８ｃｍ）

　　　　小型５５０円（１１．８×７．０ｃｍ）

※Ａ５型１,３００円（２１×１４．７ｃｍ）

販売所　胸市役所３階企画財政課

　　　　胸鹿島書房（新町）

　　　　胸積文館書店（西牟田）

 　企画財政課秘書広報係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１４

 

 

　糖尿病治療中の人、血糖値やコレ

ステロールが気になる人などを対象

に料理教室を開催します。血糖値、

血圧測定も行います！

と　　き　１２月４日（金）１１時～１４時

　　　　　受付１０時３０分～

と　こ　ろ　エイブル２階調理室

テ　ー　マ　低カロリーで満腹感のある食事

定　　員　２５人程度

参　加　費　６００円（食費含む）

持　参　品　エプロン、三角巾、ハンドタオル

申込締切　１１月２７日（金）

　　　　　※平日にご連絡ください

 

　織田病院内科外来　川島

　緯０９５４（６３）３２７５

佐賀県（地域別）最低賃金
６９４円／時間

詳しくは

１冊いかがですか
『さが県民手帳』

詳しくは

講講習習会会・・教教室室

料理教室の開催

申込・問合せ先

 

　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。参加を希望する人は開催日の１

週間前までにお申し込みください。

と　　き　１１月１９日（木）１０時～１４時

と　こ　ろ　エイブル調理室

参　加　費　３００円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾

 　

　　保健センター予防係

　　緯０９５４（６３）３３７３

 

と　　き　１１月２８日（土）１３時～１６時

と　こ　ろ　神埼市保健センター

内　　容　勾玉づくり、交流会

対　　象　がん患者とその家族（先着３０人）

参　加　費　３００円／人

申込期限　１１月２０日（金）

 

　佐賀県総合保健協会

　緯０９５２（２７）４６６６

　（月・水・金の１０時～１３時、１４時～１６時）

 

　皆さんぜひお越しください。

と　　き　１１月２６日（木）１０時～１２時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

　　　　　３階大会議室

資　料　代　３００円

託　児　券　２００円

 　鹿島友の会　リーダー宮囿

　　　　　緯０９５４（６２）７１５３

 

　医師会、薬剤師会、歯科医師会、栄

養士会による講座です。（入場無料）

と　　き　１１月７日（土）開場１４時

　　　　　１４時３０分～１７時４５分

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　容　

潤相談コーナー潤血糖測定コーナー

潤糖尿病モデル食の展示

潤鹿島にわか（劇団はっぴぃ竃かむかむ）

 　鹿島藤津地区医師会

　　　　　緯０９５４（６３）３９６９

食改さんの料理教室

申込・問合せ先

がん患者・家族集いの会
を開催します

申込・問合せ先

家事家計講習会

詳しくは

糖尿病市民公開講座

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ・講習会・教室
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　女性をめぐるさまざまな人権問題

についての相談を受け付けます。秘

密は固く守られますので、お気軽に

ご相談ください。

と　　き　１１月１６日（月）～２２日（日）

　　　　　月～金　８時３０分～１９時

　　　　　土・日　１０時～１７時

※強化週間以外でも月～金曜日の８時

　３０分～１７時１５分は開設しています

電話番号　０５７０（０７０）８１０

相談担当　人権擁護委員、法務局職員

 　佐賀地方法務局人権擁護課

　　　　　緯０９５２（２６）２１９５

 

　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　１１月１９日（木）

　　　　　１５時～１６時３０分

と　こ　ろ　保健センター

相　談　医　沖田光紀さん

　　　　　（白石共立病院　神経内科医）

申込締切　１１月１２日（木）まで

 

　杵藤保健福祉事務所難病担当

　緯０９５４（２２）２１０５

 

　ケアマネージャーがお話を伺いま

す。お気軽にお越しください。

と　　き　１１月１２日（木）１０時～１６時

と　こ　ろ　イオン江北店

相　談　料　無料　※申し込み不要

※県内１０カ所で開催されます

 　佐賀県介護保険事業連合会

　　　　　緯０９５２（３６）９３６８

相相 談談
全国一斉『女性の人権
ホットライン』強化週間

詳しくは

難病医療相談

申込・問合せ先

１１月１１日は介護の日
介護の日　相談会

詳しくは

 

　相談を受けられる人は、事前に希望

する相談時間を伝えて予約ください。

と　　き　１１月７日（土）１３時～

と　こ　ろ　さくら整骨院

対　　象　交通事故でお困りの人

相談内容　示談交渉、後遺症認定、

　　　　　治療の受け方など

相談時間　約３０分

 

　さくら整骨院

　緯０９５４（６３）３７２１

 

狂無料法律相談（市民優先）

　１２日（木）市民会館１階

　受付１３時～１４時（先着１０人）１３時３０分開始

　２６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

　５日（木）１０時～１５時

狂成人健康相談　保健センター

　４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

　１７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（祝日を除く）

　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）

　１８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６会議室

　２４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（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

　８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

　１６日（月）９時～１６時（時間外可）

　要予約　税務課緯（６３）２１１８

弁護士による交通事故に
関する無料相談会

予約・問合せ先

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

　１１・２５日（水）１０時～１２時、１３時～１５時

　社会福祉協議会緯（６２）２４４７

狂生活お困りごと相談（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

 

 

と　　き　１１月２９日（日）　雨天決行

　　　　　８時３０分受付　１０時スタート

駅伝コース　中木庭ダム市道折り返しコース

　　　　　７区間１５km

申込締切　１１月１３日（金）

参　加　費　１チーム　３,０００円

チーム編成　１チーム１０人以内

 

　　能古見地区体育協会事務局

　　（のごみふれあい楽習館）

　　緯０９５４（６２）３３７３

 

　地球の未来を一緒に考えてみませんか。

と　　き　１１月８日（日）１４時～

と　こ　ろ　エイブルホール

上映映画　『 地球交響曲 　第八番』
ガイアシンフォニー

　　　　　（ドキュメンタリー映画）

チケット　５００円（前売・当日ともに）

※チケットはエイブルなどで販売

 

　鹿島ロータリークラブ事務局

　緯０９５４（６２）２６２４

 

　市内外の小中高生を中心に作りあ

げた、明るく楽しい、お芝居と歌＆

ダンスの舞台公演です。ぜひ、お越

しください。

と　　き　１１月１５日（日）１４時～

と　こ　ろ　エイブルホール

入　場　料　無料

内　　容　演劇、歌とダンスのステージ

 　劇団ヤマト事務局　野崎

　　　　　緯０９０（２５０８）８３７４

イイベベンントト

中木庭ダム駅伝大会

申込・問合せ先

鹿島ロータリークラブ
創立５ ０周年記念上映会

詳しくは

劇団ヤマト
冬公演のご案内

詳しくは

情報掲示板　愚　相談・イベント

　祐徳門前商店街で店舗経営や新

規事業を予定している人を募集し

ています。

 　商工観光課商工労政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

詳しくは
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　『社会を明るくする運動』の一環と

して、九州地区の矯正展を開催します。

と　　き　１１月２１日（土）９時３０分～１６時、

　　　　　１１月２２日（日）９時３０分～１５時

と　こ　ろ　市村記念体育館（佐賀市）

 　佐賀少年刑務所職業訓練担当

　　　　　緯０９５２（２４）３２９１

 

と　　き　１１月１５日（日）

　　　　　９時３０分～１２時２０分

と　こ　ろ　志田病院リハビリセンター

内　　容毅東部中学校吹奏楽部演奏ほか

　　　　毅作品展示　毅屋台

　　　　毅ぜんざい・饅頭ふるまい　ほか

 　同実行委員会

　　　　　緯０９５４（６３）１２３６

 

　どなたでも参加できる囲碁大会で

す。賞品もあります。ぜひお越しく

ださい。

と　　き　１１月２３日（祝）９時～

と　こ　ろ　市民交流プラザ『かたらい』

参　加　料　２,０００円（弁当付）

　　　　　※小学生は１,０００円

申込方法　１１月２１日（土）までに事務

　　　　　局へ電話で申し込む

 　同大会事務局　藤永

　　　　　緯０９５４（６２）６３１３

 

　地区内外の交流を深めようと七浦

産農水産物のＰＲを兼ねて、恒例の

大収穫祭を開催します。道の駅の

サービス企画もあります。

と　　き　１１月２３日（祝）１０時～１４時

と　こ　ろ　道の駅鹿島

内　　容　

　喰もちつき喰農水産物販売喰わら

　じ制作実演喰手すきのり体験喰

　味わう会（食券５００円）喰お楽しみ

　抽選会喰園児出し物など

同時開催　七浦趣味の会発表会

 　七浦公民館

　　　　　緯０９５４（６２）８３２５

九州矯正展

詳しくは

志田病院　文化交流会

詳しくは

『碁聖』寛蓮
鹿島囲碁大会

詳しくは

七浦の里　大収穫祭

詳しくは

 

　多彩なイベントを用意してお待ち

しています。（小雨決行）

と　　き　１１月８日（日）１０時～

と　こ　ろ　中木庭ダムやまびこ広場周辺

入　　場　無料

イベント

　潤佐賀牛ステーキ肉を食らオ～

　　《引換チケット発売中！》

　潤銘酒『能古見』試飲会

　潤郷土芸能などの出し物

　潤体験、飲食コーナー

　潤おたのしみ抽選会　など

 　

　のごみふれあい楽習館

　緯０９５４（６２）３３７３

 

　長く読んで傷ん

でしまった本を自

分で直してみませ

んか？本の修理を

図書館スタッフが

教えます。修理し

たい本があればお持ちください。

（本が無くても参加できます）

と　　き　１１月３日（祝）

　　　　　①１０時～１２時、

　　　　　②１３時３０分～１６時

と　こ　ろ　図書館内

対　　象　小学生～大人

費　　用　無料　※申し込み不要

 　鹿島市民図書館

　　　　　緯０９５４（６３）４３４３

 

　中心商店街さくら通りにうまい屋

台が集結します！

と　　き　１１月１４・１５日（土・日）

　　　　　１２時～２２時

と　こ　ろ　さくら通り商店街

チケット代　１,５００円（３００円×５枚）

※完全チケット制ですので、前売券

　または当日券を購入ください

 

　イベント事務局（シティーコム）

　緯０９５４（６８）００８０

　http://www.kashimacity.com/event2.html

晩秋の中木庭ダム
フェスタinのごみ

申込・問合せ先

本のお医者さんに挑戦！

詳しくは

『鹿島屋台村』が開催

詳しくは

 

狂鹿島市文化祭　

　１～３日（日～祝）　　エイブルほか

狂琴路神社秋祭り　

　２～３日（月～祝）　琴路神社～新宮神社

狂市内小学校音楽会　

　１２日（木）１３時４５分～　市民会館ホール

狂消防車庫点検

　１５日（日）８時３０分～　　各消防車庫

狂就活講座　ハローワーク鹿島

　１８日（水）１３時１５分～１４時３０分　要予約

　ジョブカフェSAGA緯０９５２（２７）１８７０

狂音楽の絵本　ダンディズム　

　２１日（土）１４時～　　エイブルホール

狂肥前浜宿まちなみ活用委員会　

　２６日（木）１９時３０分～　継場（八宿）

 

 

　季節の花々や街並みを散策してみ

ませんか。

と　　き　１１月２３日（祝）※少雨決行

　　　　　８時３０分～１７時

集合場所　鹿島市陸上競技場中央広場

定　　員　４０人（先着）

参　加　料　一　般　　１,５００円

　　　　　会　員　　１,０００円

　　　　　※保険料・諸経費込み

 

　　スポーツライフ・鹿島事務局

　　（鹿島市体育協会内）

　　緯０９５４（６２）３３７９

 

　地球温暖化防止対策のため、家庭

で節電の取り組みをしていただく世

帯を募集します。

　参加世帯には九州内の、道の駅、

スーパー、コンビニなどで使用でき

るポイント券を差し上げます。

取組期間　平成２８年２月まで

募集締切　１２月６日（日）

 

　九州版炭素マイレージ制度推進協議会

　（九州経済調査協会）

　緯０９２（７２１）４９０５

　URL　http://q-ecolife.com/

その他のイベント

募募 集集
四季めぐりウォーキング
紅葉の『うきは・朝倉』へ

申込・問合せ先

『九州エコライフポイント』
節電の冬期参加者募集

申込・問合せ先

情報掲示板　愚　イベント・募集
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 　鹿島市保健センター

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種のお知ら高齢者の肺炎球菌感染症予防接種のお知らせせ

対　象　者（平成３０年度までの経過措置）

　①今年度中に６５・７０・７５・８０・８５・９０・９５・１００歳になる人

　②６０～６４歳で、心臓・腎臓・呼吸器などに重い障がいのある人

注　意　点

　１．定期接種の対象となるのは１人１回のみです

　２．平成３１年度以降の対象者は６５歳と上の『対象者②』の人です

注意事項　過去に２３価肺炎球菌ワクチンの接種を　

　　　　　受けたことがある人は対象外です

接種期限　平成２８年３月３１日

自己負担　２,５００円（医療機関窓口でお支払いください）

※生活保護世帯の人は無料

 　保健センター予防係

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　県内の医療機関での個別接種です。直接医療機関へ申し込みください。

　妊娠・出産、女性の心身の健康などに関する悩み

や不安について、お気持ちに寄り添い、必要な情報

をお伝えします。ひとりで抱え込まず、気軽にご相

談ください。

 　『妊娠ＳＯＳさが』

　　　　　緯０１２０（ ２７９ ）
つなぐ

 ３９２ 
みらいに

相談日時　月曜～金曜（祝日・年末年始を除く）

　　　　　９時～１７時

対　象　者　妊娠・出産、女性の心身の健康などに関

　　　　　する悩みや不安を持つ人

 　県母子保健福祉課

　　　　　緯０９５２（２５）７０５６

相談窓口

詳しくは

電話相談窓口『妊娠ＳＯＳさが電話相談窓口『妊娠ＳＯＳさが』』

テ　ー　マ　『早ね・早起き・朝ごはん』

サブテーマ　～おいしいな　うれしいな

　　　　　　　　　食卓囲むみんなの笑顔～

　県では、食育への意識を高め、実践を促すために

食育月間が定められています。

怯『食育の日』

　毎月１９日は国が定める食育の日、また毎月第３

金・土・日曜日は県が定める食育の日です。

　正しい食習慣づくりは、子どもだけでなく大人に

とっても大切です。食育月間や食育の日を機会に食

生活の大切さを見直し、週末にゆっくりご家庭で食

育について考えてみましょう。

１１月は食育月間で１１月は食育月間ですす

と　　き　１１月２１日（土）１０時１５分～１３時

と　こ　ろ　エスプラッツ（佐賀市）３階ホール

講　　演　

潤『リンパ浮腫の外科治療』

　横浜市立大学医学部形成外科学　前川二郎教授

潤『スリーブ・ストッキングについて語ろう』

　弾性スリーブ・ストッキングメーカーの皆さん

潤『自分で楽しむフットケア』

　医療法人至誠会病院腎センター　永田恭代師長

定　　員　先着１６０人

参　加　費　無料

申込方法　電話、ＦＡＸ、メール

 　リンパ浮腫を学ぶ会事務局

　　　　　　　　緯・姉０５０（３６７１）８２０１

　　　　　　　　糸rinpahusyu_wo_manabukai@yahoo.co.jp

申込・問合せ先

リンパ浮腫を学ぶ会を開催しまリンパ浮腫を学ぶ会を開催しますす
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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）

対　象　区月　日

★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

　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ています。

　　　　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

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）

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）

対　象　区月　日

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）

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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１１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４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

１２日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２６年４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）

２６日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２７年７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 

２５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　４・１１・１８・２５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　１８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　１０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　１９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９月生まれ

興幼児食教室
と　き　１７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　１１月１０日（火）　※申込制

興２回目フッ化物塗布
と　き　２６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１１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
太良町町立太良病院　　　緯０９５４（６７）００１６３日（祝）
嬉野市　嬉野町森医院　　　　　　緯０９５４（４３）０７２５１０日（火）
太良町田代医院　　　　　緯０９５４（６７）２１２０１７日（火）
鹿島市　中牟田稗田産婦人科　　　緯０９５４（６３）３３０９２４日（火）

建おくすりノートを持っていきましょう

対　象　者　１歳未満
（標準的には、生後５カ月～８カ月未満）
接種回数　１回
栢ＢＣＧワクチンは結核を予防します

接種方法は、上腕の２カ所に管針（スタンプ）を押して
接種します。接種後１０日ごろに『赤いボツボツ』と
なって小さい膿（うみ）をもち、４週間後に最も強い反応
になりますが、接種後３カ月後ごろには治ってきます。

【今月の特集】
ＢＣＧ
予防接種
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１・８・１５・２２・２９日（日）、
７・１４・２１・２８日（土）、
３・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）

１０・１７・２４日（火）、
３・２３日（祝）

子育て支援センター
（わ・わ・わ　ぽっと）

２・９・１６・３０日（月）、
４日（水）、２４日（火）、２６日（木）

市民図書館

９・１６・３０日（月）、
４日（水）、２４日（火）

生涯学習センター
（エイブル）

４日（水）、１０・１７・２４日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

２・９・１６・３０日（月）、
４日（水）、２４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
オダ薬局田中医院　緯（６３）４０８０１日（日）
西牟田薬局吉田病院　緯（６２）３２０３３日（祝）
アルナ薬局鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７８日（日）
おおぞら薬局森田医院　緯（６３）３９５６１５日（日）
溝上薬局スカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５２２日（日）
アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８２３日（祝）
前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０２９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９月３０日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿島市

世帯１＋人３６－世帯１０,７５１人３０,５２３

世帯０人１５－世帯　５,３３６人１４,０９１鹿　島

世帯１－人９－世帯　１,１５６人  ３,６５９能古見

世帯４＋人０世帯　１,０４３人  ３,１９６古　枝

世帯４－人５－世帯　１,０５６人  ３,０２８浜

世帯２＋人５－世帯　１,２１２人  ３,５６３北鹿島

世帯０人２－世帯　　　９４８人  ２,９８６七　浦

人２２－人１４,４０７男

人１４－人１６,１１６女

兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
池田設備左官工務店　緯（６２）１７３２
中村設備　　　　　　緯（６３）４８４６
峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
佐賀庭苑　　　　　　緯（６２）８８１６
植松建設　　　　　　緯（６２）３５２６
家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
鹿島設備　　　　　　緯（６３）３２２８

　１日（日）
　３日（祝）
　７日（土）
　８日（日）
１４日（土）
１５日（日）
２１日（土）
２２日（日）
２３日（祝）
２８日（土）
２９日（日）

のびのびサークル　『クリスマスリースを作ろう四』
　対　象１歳７ヵ月児～就学前児と保護者

１６日（月）子育て支援センター
　　　　１０時～１２時　※材料費　２００円／個

よちよちサークル　『はじめてのクリスマスリース作り♪』
　対　象５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

３０日（月）子育て支援センター
　　　　１０時～１２時　※材料費　２００円／個

　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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１１月３０日１０月３０日

※『催し・案内』は２３ページ、『相談』は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

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話まちの話題題

９月２０日、北鹿島小学校４年生の児　９月２０日、北鹿島小学校４年生の児童童（２５人（２５人

参加参加））、保護者を対象とした源流体験学習会が開、保護者を対象とした源流体験学習会が開催催

されましたされました。。

学習会では、地域農業への理解や地域環境を守　学習会では、地域農業への理解や地域環境を守ろろ

うとする意識の向上を図るため、塩田川の源流かうとする意識の向上を図るため、塩田川の源流からら

有明海までの区間にある農業用施設等を見学し、有明海までの区間にある農業用施設等を見学し、そそ

の役割の学習、川の水質の変化や水生生物等の観の役割の学習、川の水質の変化や水生生物等の観察察

を行いました。また、当日は『水の会』の人に各を行いました。また、当日は『水の会』の人に各施施

設をわかりやすく説明していただきました設をわかりやすく説明していただきました。。

この学習会は県の、『ふるさと「さが」水と土探　この学習会は県の、『ふるさと「さが」水と土探検検

支援事業』を活用しています支援事業』を活用しています。。

北鹿島小学校で源流体験学習会が開北鹿島小学校で源流体験学習会が開催催

９月２６日、県勤労者体育センターで行われた　９月２６日、県勤労者体育センターで行われた、、

自転車の安全走行の実技と交通ルールの知識を問自転車の安全走行の実技と交通ルールの知識を問うう

学科などを競う交通安全高齢者自転車大会で、能学科などを競う交通安全高齢者自転車大会で、能古古

見支部チームが、熱心な練習成果を発揮して、見見支部チームが、熱心な練習成果を発揮して、見事事

３位入賞という優秀な成績を収められました。また３位入賞という優秀な成績を収められました。また、、

個人戦でも栗山和明さんが２位、田中隆昭さんが個人戦でも栗山和明さんが２位、田中隆昭さんが３３

位に入賞されました。おめでとうございます位に入賞されました。おめでとうございます。。

高齢者自転車佐賀県大会で能古見支部チームが３位入賞高齢者自転車佐賀県大会で能古見支部チームが３位入賞！！

１０月１７日、地域ボランティア活動の一環で　１０月１７日、地域ボランティア活動の一環で、、

通称『花ボラ』に取り組まれている鹿島実業高通称『花ボラ』に取り組まれている鹿島実業高等等

学校の生学校の生徒徒・・PTAPTA・・先生と中心商店街・商工会先生と中心商店街・商工会議議

所の合同で、まちなかを花いっぱいにする『ま所の合同で、まちなかを花いっぱいにする『まちち

なか花いっぱい運動』が開催されましたなか花いっぱい運動』が開催されました。。

集まった鹿島実高の生徒９３人、商店街関係　集まった鹿島実高の生徒９３人、商店街関係者者

３０人の参加者は、鹿島駅前から商店街一帯の３０人の参加者は、鹿島駅前から商店街一帯の除除

草と清掃活動に加え、公園の花壇やお店の前の草と清掃活動に加え、公園の花壇やお店の前のププ

ランターに花を植えました。今回は、５００本ランターに花を植えました。今回は、５００本のの

花苗を植え込み高校生の『想い』をプレートに花苗を植え込み高校生の『想い』をプレートに書書

いてもらいプランターに添えてもらいましたいてもらいプランターに添えてもらいました。。

花苗とプレートに書いてもらった高校生の『　花苗とプレートに書いてもらった高校生の『想想

い』が大きく花を咲かせることを切に願いますい』が大きく花を咲かせることを切に願います。。

鹿島実高生鹿島実高生のの『想い』『想い』を伝えるを伝える『花いっぱい運動『花いっぱい運動』』を開催されましたを開催されました


