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ききらめく太陽のもと、水しぶきがあがり、子どもたちのきらめく太陽のもと、水しぶきがあがり、子どもたちの楽楽

しい歓声が聞こえますしい歓声が聞こえます。。

ジャブジャブ池は、小さなお子さんでも遊べる浅いプージャブジャブ池は、小さなお子さんでも遊べる浅いプールル

です。この夏、みんなで水あそびを楽しんでみませんかです。この夏、みんなで水あそびを楽しんでみませんか。。

写写真真
北公園ジャブジャブ北公園ジャブジャブ池池
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申込書等の請求 下記のいずれかの方法で入手できます。

①市役所３階総務課で交付します。

②申込書類の郵送による請求は、封筒の表面には

『採用試験申込書請求』（社会人経験者対象の試験

区分申込書類については『社会人経験者 採用試

験申込書請求』）と朱書きし、裏面には『請求さ

れた人の住所、氏名』を記入の上、必ず１２０円

（返信を速達で希望する場合は４００円）切手を貼

り、宛先および郵便番号を明記した返信用封筒

（角形２号：Ａ４サイズ用紙の入る大きさ）を同封

して、右記の申込先へ請求してください。

③市ホームページからダウンロードできます。

受付期間 ８月１日（月）～８月１９日（金）

８時３０分～１７時１５分（土・日・祝日を除く）

第一次試験

と き ９月１８日（日）９時３０分集合

と こ ろ エイブル（予定）

※社会人経験者対象の試験区分を受験される人の第一

次試験は書類選考になります。８月１９日（金）までに

書類を提出してください。（当日消印有効）

〒８４９－１３１２

鹿島市大字納富分２６４３番地１

鹿島市役所総務課職員係 緯０９５４（６３）２１１３

申込・問合せ先

職務内容採用予定受 験 資 格一 次 試 験試験区分

一般行政の業務に
従事

若干名
（Ａ、Ｂ
合わせて）

潤昭和６１年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた人
潤採用後、鹿島市内に居住できる人

教養試験
【大卒程度】

一般事務Ａ

潤平成７年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた人
潤採用後、鹿島市内に居住できる人

教養試験
【高卒程度】

一般事務Ｂ

土木技術、一般行
政の業務に従事

若干名
（Ｃ、Ｄ
合わせて）

潤昭和６１年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた人
潤採用後、鹿島市内に居住できる人

教養試験および専門試験
【大卒程度】

土 木 Ｃ

潤平成７年４月２日から平成１１年４月１日までに生まれた人
潤採用後、鹿島市内に居住できる人

教養試験および専門試験
【高卒程度】

土 木 Ｄ

建築技術、一般行
政の業務に従事

若干名

潤昭和６１年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた人
潤次のいずれかに該当する人
・１級建築士若しくは２級建築士資格を保有する人
・平成２９年３月３１日までに建築士資格を保有する見込みの人
・平成２９年３月３１日時点で２級建築士試験の受験資格を有する人

潤採用後、鹿島市内に居住できる人

教養試験および専門試験
【大卒程度】

建 築 E

保健師、一般行政
の業務に従事

若干名

潤昭和６１年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた人
潤保健師資格を有する人、または平成２９年３月３１日までに保健
師資格を保有する見込みの人

潤採用後、鹿島市内に居住できる人

教養試験および専門試験
【大卒程度】

保 健 師F

一般行政の業務に
従事（経歴によって
は専門業務に従事する
こともあります）

若干名

潤昭和５１年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた人
潤民間企業等（公務含む）で５年以上の職務経験があり、培った
知識や経験を市政に生かせる人

潤採用後、鹿島市内に居住できる人

アピールシート、
職務履歴書による
書類選考

社 会 人
経 験 者

採 用 情 報

鹿島市職員を募集します

その他の採用情報
恭自衛官採用試験の案内 詳しくは、願書を取り寄せて確認してください。

一次試験受付期間受験資格募集種目

９月から始まります。詳細はお問い合わせください
高卒（見込含む）

２１歳未満

防衛大学校学生

１０月２９日（土）・３０日（日）９月５日（月）

～９月３０日（金）

医学科学生
防衛医科大学校

１０月１５日（土）看護学科学生（自衛官コース）

自衛隊武雄地域事務所 緯０９５４（２３）８３０４詳しくは
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鹿島市産業活性化施設『海道しるべ』に子ヤギがやってきました！
みち

敷地内の雑草をムシャムシャ食べて、景観の維持を手伝ってくれます。

ヤギや牛を遊休農地に放牧して雑草を食べてもらうことで、農地

をやさしく守ることができます。同様の取り組みを『多良岳オレンジ

海道を活かす会（ＪＡみどり地区園芸部）』でも行っています。

３頭のヤギの名前を募集しますので、皆さんのご応募をお待ちし

ております！

１．応募資格 どなたでも応募可能

２．募集期間 ８月１４日（日）まで

３．応募方法

潤募集箱へ応募用紙を投函する

興募集箱設置場所

噛海道しるべ 噛市役所産業支援課 噛ＪＡ鹿島支所

噛ララベル 噛市民図書館 噛市民交流プラザかたらい

噛各地区公民館

潤ハガキ、ＦＡＸ、メールで応募する

※必要事項を記入して応募先へ送付してください

４．必要事項（ハガキ等に記載していただくこと）

（１）氏名、（２）住所、（３）年齢、（４）電話番号、

（５）ヤギ①②③の名前 ※様式は問いません

５．名前の発表

市ホームページ、海道しるべフェイスブック、広報かしま

１０月号などでお知らせします。

採用された人（複数の場合は抽選）には、海道しるべで共同開

発されたお菓子や地元野菜の詰め合わせをプレゼントします。

〒８４９－１３２３

鹿島市大字音成甲１８９６番地１

鹿島市産業活性化施設 海道しるべ

緯０９５４（６３）８０６０

姉０９５４（６３）８０６１

死sirube-4@po.asunet.ne.jp

応募・問合せ先

ヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤヤギギギギギギギギギギギギギギギギギギギギのののののののののののののののののののの名名名名名名名名名名名名名名名名名名名名前前前前前前前前前前前前前前前前前前前前をををををををををををををををををををを募募募募募募募募募募募募募募募募募募募募集集集集集集集集集集集集集集集集集集集集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すすすすすすすすすすすすすすすすすすすすヤギの名前を募集します！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

①メス生後５カ月（海道しるべ）

②オス２歳（鹿島総合野菜集荷所）

③オス４歳（鹿島総合野菜集荷所）

澗

監

環

看

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

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

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

申込み開始時期は、従来通り『ホールは当月含めて１２カ月前の初日から』、『その他の施設は当月含めて６カ

月前の初日から』です。ホール利用の場合は、関連利用の控室など同時に予約ができます。また、８月は、１日

（月）が休館日のため、受付初日は２日（火）にエイブルと市民会館でそれぞれ行います。

新・運用方法従来の運用方法手続き項目

午前中は来館者のみ受付９時受付開始９時受付開始来館

月の開館

初日

１３時から電話受付開始ただし、来館者が優先９時受付開始電話

①９時の時点で来られた人の申込受付を

行う。受付は先着順ではなく、希望が

重なった場合は、申込者同士で協議する
来館の早い順に受付

初日受付順位

の決定方法

②協議で決まらない場合は抽選

これまで通り、電話または来館の順番により受付初日１３時以降の申込み

８月からエイブルと市民会館の施設使用申込み方法が変わります
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人人人権権権・・・同同同和和和問問問題題題ににに関関関すすするるる

『『『市市市民民民意意意識識識調調調査査査』』』結結結果果果にににつつついいいててて
市では、平成２７年９月から１０月にかけて、人権・同和問題に関する市民意識調査を実施しました。この調査

は、市民の意識状況を把握し、人権啓発活動の基礎資料を得るためのもので、５年ごとに実施しています。調査は

２０代から７０代までの男女を年代ごとに無作為抽出する方法で、計１，０００人を対象に実施したものです。

今回は、その結果をお知らせします。（回収率：３８．３パーセント・・・３８３人から回答を得ました。）

まちがっている、なくすべきだ

おかしいが仕方がない

当然のことと思う

わからない

無回答 H27年 H22年

14.6
19.2

25.8
24.0

25.3
21.8

2.9
6.4

31.3
28.6

問３ 日本の風習で、「結婚式は大安の日が良

い、葬式は友引はいけない」という考え

方はどう思いますか。

前回の調査より「まちがっている、なくすべ

きだ」が４．６％減少しています。逆に「おかし

いが仕方ない」と「当然のことと思う」を合わ

せると４．５％増加しています。「当然のこと

と思う」と答えている人は２５．８％と４人に

１人の割合になっています。

問 １ 日本の社会には、基本的人権にかかる

いろいろな問題がありますが、あなた

が関心のあるもの、重要と思われるも

のはどれですか。（※複数回答につき、

合計は １００％になりません。）

同和地区の人々の人権問題
女性の人権問題

子どもの人権問題
高齢者の人権問題
障害者の人権問題
外国人の人権問題

HIV 感染者等の人権問題
犯罪被害者等の人権問題

インターネットによる人権侵害
その他の人権侵害

特にない
無回答 H27年 H22年

19.3
26.3

36.3
31.1

5.2
5.1

9.4
17.3

41.0
29.5

1.8
1.9

1.6
1.3

8.9
6.4

28.5

34.7
35.3

47.5
50.6

29.8
19.9

35.6

「障がい者の人権問題」をはじめとして、「イ

ンターネットによる人権侵害」「子どもの人権

問題」「高齢者の人権問題」「女性の人権問題」

に関心が集まっています。今回「インターネッ

トによる人権侵害」が１１．５％増、「女性の人

権問題」が９．９％増と高くなっています。

問２ 県や市町村では、同和問題を正しく理解していただくために、各種啓発活動を行っていますが、あなたは

人権意識についてどう思いますか。

高まってきている

一般社会について あなた自身について

少し高まってきている

変わらない

わからない

無回答

高まってきている

少し高まってきている

変わらない

わからない

無回答H27年 H22年 H27年 H22年

8.4
8.3

12.3
11.9

26.4
26.3

38.6
37.8

18.3
16.3

4.4
7.7

21.7
26.3

26.1
21.2

1.8
4.8

42.0
39.4

一般社会については、「高まってきている」は８．４％とほぼ同じ数値ですが、「少し高まってきている」が４．６％減

少し、「変わらない」が２．６％増加しています。あなた自身については、「高まってきている」「少し高まってきている」

はほぼ前回と同じ数値や傾向を示しています。
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小学校入学前

小学校のころ

中学生のころ

高校生のころ

19 歳以降

おぼえていない

無回答

1.3
1.3

22.5
24.0

18.8
17.6

7.8
8.0

21.7
25.4

26.4
23.1

1.6
0.6 H27年 H22年

問６ 同和問題をはじめて知ったのは、いつ頃ですか。

同和問題をはじめて知ったのは、「小学生のこ

ろ」というのが２２．５％と最も高くなっていま

す。小学校、中学校の義務教育期間を合わせると

４１．３％と約４割の人がその間に同和問題を

知ったと答えています。２割以上の人は「おぼえ

ていない」と答えています。

無回答

近所、職場、友達から聞いた

学校の授業

テレビ、ラジオ、地区懇談会、インターネットなど

おぼえていない

8.9
10.6

11.5
14.7

37.3
29.5

24.5
28.8

16.2
14.1

1.6
2.2 H27年 H22年

家族から聞いた
問７ 同和問題をはじめて知ったきっかけは、何からですか。

同和問題についてはじめて知ったきっかけは、

「学校の授業」が３７．３％と高く、次いで「テレビ、

ラジオ、地区懇談会、インターネットなど」が

２４．５％となっています。「近所、職場、友だちか

ら 聞 い た」（１１．５％）と「家 族 か ら 聞 い た」

（８．９％）となっています。

男女平等だから差別的考え方

差別とはいえない

いちがいにいえない

わからない

無回答

39.7
27.2

15.9
20.8

39.7
45.6

2.9
2.2

1.8
4.2

H27年 H22年

問５ 「男は仕事、女は家庭」という考え方について、

あなたはどのように思いますか。

「男女平等だから差別的な考え方」については、

前回より１２．５％増え、３９．７％になっていま

す。ま た、「差 別 と は い え な い」は、前 回 の

２０．８％から１５．９％と４．９％減少していま

す。「いちがいにいえない」について、今回は

３９．７％と前回より５．９％低くなっています。

まちがっている、なくすべきだ

おかしいが仕方がない

当然のことと思う

わからない

無回答 H27年 H22年

51.4
50.0

19.1
19.2

9.9
13.5

17.5
11.9

2.1
5.4

問４ 結婚相手を決めるとき家柄とか血筋を問

題にすることについて、あなたはどのよう

に思いますか。

前回調査と比較すると、「まちがっている、なく

すべきだ」「おかしいが仕方がない」はほぼ同じで

すが、「当然のことと思う」人の割合は３．６％減

少しています。「わからない」が５．６％増加して

います。

封建時代に政治的につくった

人が嫌がる仕事に従事していた

人種が違う

生活が貧しかった

宗教がちがう

その他

無回答

47.3
51.1

18.8
16.0

7.3
6.4

11.5
10.9

1.8
3.5

8.1
6.7

5.2
5.4 H27年 H22年

問８ 同和地区は、どういう理由でできたとお考えですか。

同和地区ができた理由については、「封建時代

に政治的につくった」が４７．３％で最も多く

なっています。次いで「人が嫌がる仕事に従事し

ていた」が１８．８％、「生活が貧しかった」が

１１．５％と続いています。今回も前回と同じ傾

向を示しています。



6 Ｈ２８(２０１６).８.1 広報かしま

同じようにつきあう

つきあわないようにする

絶対につきあわない

わからない

無回答

88.5
87.1

0.3

0

10.7
7.7

0.5
4.2 H27年 H22年

1.0

0

問１０ あなたが親しくしている人が、同和地区出身の人とわかった場合、どうされますか。

日ごろから親しくつき合っている人が同和地

区出身の人とわかった時どうするかについては、

８８．５％の人が「これまでと同じようにつきあ

う」と答えています。前回は８７．１％でしたので、

市民のほとんどは差別なくつき合おうとしてい

ると考えていいと思います。

本人の意思を尊重する

世間の手前、結婚させたくない

絶対に結婚させない

わからない

無回答

70.5
68.3

5.7
9.9

2.1
1.3

20.4
16.7

1.3
3.8 H27年 H22年

問１１ お子さんの結婚相手が、同和地区出身の人とわかった場合、どうされますか。

子どもの結婚相手が同和地区出身の人である

とわかったとき、「本人の意志を尊重する」という

人は７０．５％と７割以上の人がこの考えを支持

しています。「自分は構わないが、親類や世間の手

前があるので、できれば結婚させたくない」が

５．７％、「絶対結婚させない」が２．１％となって

います。

解決するための教育・啓発活動を推進
自由に意見交換できる環境を作る

同和地区関係者が自立して
生活しやすい環境を作る
えせ同和行為を排除する

わからない
その他
無回答

29.8
25.6

21.9
28.3

15.9
13.5

6.8
6.1

22.5
17.6

1.8
3.5
1.3

5.4
H27年 H22年

問１２ 同和問題を解決するために、今後どのようなことが必要だと思いますか。

前回の調査で１番目に多かった「自由に意見交

換ができる環境を作る」が今回は２１．９％で３

番目となり、「解決するための教育・啓発活動を推

進する」が２９．８％で1番目となっています。

「同和地区関係者が自立して生活しやすい環境を

作る」は１５．９％で前回と同じく４番目となっ

ています。また、今回は「わからない」が２２．５％

で２番目となり、高い割合となっています。

国民全体で考える

そっとしておく

自分は、関係がない

関心がない

わからない

無回答

53.0
55.1

19.8
21.5

0.5
0.6

12.5
10.3

12.8
10.9

1.3
1.6 H27年 H22年

問９ 同和問題について、どうお考えですか。

同和問題についての考え方は、「人間の自由や平

等にかかわる問題なので、国民全体で考えるべき」

とする人が５３．０％と半数を超えています。前回

の調査より２．１％ほど割合が減っています。「あま

りさわがず、そっとしておくのがよい」は１９．８％

となっていて、こちらも前回より減少しています。

逆に「関心がない」「わからない」が増えています。
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市報・県政だより

懇談会、研修会、講座、講演会

テレビ、ラジオ、新聞、雑誌

インターネット、Eメール

ない

無回答

50.7
54.5

30.0
28.5

42.3
40.7

4.2
3.8

20.6
19.2

1.6
4.8 H27年 H22年

問１３ 人権・同和問題啓発活動について、あなたは見たり聞いたり読んだことがありますか。

「市報・県政だより」が今回調査でも50.7％と最

も多く、次いで「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌・パン

フレット・ポスター」が４２．３％と続いています。

「懇談会・研修会・講演会等」は３０．０％となって

います。人権・同和問題の各種啓発活動について

「見たり聞いたりしたことがない」と答えた人が

２０．６％と前回より増加しています。

積極的に行うべきだ

現在のままでよい

必要ない

わからない

その他

無回答

29.5
34.7

27.9
23.7

11.2
17.9

24.5
18.3

4.2
1.9

2.6
3.5 H27年 H22年

問１４ 学校や地域における人権・同和教育は、今後どうすべきだと思いますか。

学校や地域における人権・同和教育は「積極的

におこなうべきだ」が２９．５％と前回より少し

減少しています。「必要ない」「わからない」という

消極的な意見は合わせると３５．７％になり、高

い割合になっています。

6 回以上

4～5回

2～3回

1回

参加したことがない

無回答

9.1
10.6

4.7
3.8

11.2
14.7

10.2
8.0

64.0
60.3

0.8
2.6 H27年 H22年

問１５ 人権・同和問題に関する地区懇談会・研修会・講演会等に参加したことがありますか。

「地区別懇談会・研修会・講演会等」に参加した

ことがある割合を合計すると３５．２％で、前回

調査の３７．１％よりやや減少しています。「参加

したことがない」は６４．０％と「参加したことが

ある」人の割合をかなり上回っています。

欠かさず読む

時々読む

全然読まない

知らない

無回答

8.6
10.6

44.4
45.2

11.7
9.6

34.7
32.4

0.5
2.2 H27年 H22年

問１６ 広報かしまの「ひろげよう人権の輪」をご存知ですか。読まれたことがありますか。

市報である広報かしまの「ひろげよう人権の

輪」については、「欠かさず読む」と「時々読む」を

合わせると５３．０％となり過半数を超えていま

すが、前回調査より減少しています。「全然読まな

い」１１．７％と「知らない」３４．７％を合わせる

と４割を超えています。

調査結果は、各設問ごとに集計した数値をグラフ化し、それをもとに客観的な事実のみを記述しています。

この調査結果を読まれた一人ひとりが、市民の意識がどのように示されているかを受け止めていただき、人権・

同和問題の解決に向けた取り組みの参考にしていただければと思っています。

本調査にご協力いただきました市民の皆さんに深く感謝申し上げます。

人権・同和対策課 緯０９５４（６３）２１２６詳しくは



8 Ｈ２８(２０１６).８.1 広報かしま

情報掲示板ワイド

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

定と自立を助け、子どもの心身の健やかな成長のために支給される手当です。

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

ご存じですか？児童扶養手当制度
継続受給には『現況届』が必要です

お
知
ら
せ

支給要件（対象となる人）

次のいずれかに該当する子どもを監護し、かつ、生

計を同じくしている母、父または、父母に代わってそ

の子どもを養育している人です。

①父母が婚姻を解消（離婚など）した

②母または父が死亡、生死が明らかでない

③母または父が一定程度以上重度の障がいがある

④母または父が１年以上拘禁されている

⑤母または父から１年以上遺棄されている

⑥母または父が裁判所からＤＶ保護命令を受けた

⑦婚姻によらないで生まれた

※支給要件に該当しても、子どもが児童福祉施設に

入所したとき、または請求者および子どもが公的

年金（老齢福祉年金を除く）を受けることができる

ときや前年所得が一定以上あるときなどは手当が

支給されない場合があります。

支給期間

潤子どもが１８歳になる年度の３月３１日まで

潤子どもが中度以上の障がいがある場合は２０歳未満

手当の額 受給資格者が扶養する子どもの人数や所得

などで決められます

潤子ども１人の場合（月額）

全額支給の場合 ４２,３３０円

潤子ども２人以上の加算額（全額支給の場合）

２人目 １０,０００円

３人目以降１人につき ６,０００円

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

給を差し止めることがありますのでご注意ください。

と き ８月１２日（金）・１５日（月） ９時～２０時

と こ ろ 市役所５階大会議室

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

養育費等申告書、一部支給停止適用除外事由届出書（別途送付した対象者のみ）

福祉課社会福祉係 緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

これまで公的年金受給者には児童扶養手当を支給で

きませんでしたが、受給中の公的年金月額が児童扶養

手当月額を下回る場合は、差額を支給できるようにな

りました。

公的年金給付等（遺族年金、障害年金等）を受
給し、お子さんを養育している人へお知らせ

国民年金保険料 納付猶予制度のお知らせ
～対象年齢５０歳未満に拡大～

お
知
ら
せ

平成２８年７月１日から国民年金保険料の納付猶予

制度の対象年齢が３０歳未満から５０歳未満に拡大さ

れました。国民年金保険料を納めることが、経済的に

難しい場合は、納付猶予の申請をしましょう。ただし、

所得状況の審査等はあります。

この制度を利用すると納付猶予の期間は年金を受け

取るために必要な期間として計算されますが、老齢基

礎年金額には反映しません。

公的年金は一生涯もらえます。そのためにも必要な

手続き、義務を果たしましょう。

武雄年金事務所 緯０９５４（２３）０１２３詳しくは
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受給中の人は更新をお忘れなく！！
－ ひとり親家庭等医療費助成制度 －

お
知
ら
せ

『母子家庭』『父子家庭』『父母のいない子ども』『寡

婦』が、病院などの医療機関で診療を受けた場合、医

療費の一部負担金（保険診療分）を助成します。

ただし、１人当たり１カ月５００円までは個人負担

となります。

また、寡婦は、１カ月につき一部負担金から

１,０００円を控除した額の半額が助成額となります。

助成対象者

潤ひとり親家庭の父・母・子ども（８ページ参照）

潤父母のいない子ども

潤かつて母子家庭であった健康保険被保険者本人で

ある一人暮らしの母親（寡婦）

※公的年金の受給者も該当します。ただし、前年の

所得が一定額以上あるときは助成できません。

※０歳から就学前の子どもは、子どもの医療費助成

が優先です。また、子どもの医療費受給資格証を

利用した後、加えてひとり親家庭等医療費助成に

申請することができます。（一部負担金がひと月

５００円を超えた場合のみ）

助成期間

①子ども・・・・１８歳に達する年度の３月３１日まで

②母・父・・・・子どもが２０歳に達する前日まで

③寡 婦・・・・後期高齢者医療制度の対象となる前日まで

胸更新手続き

この助成を受給中の人は、毎年の更新手続きが必要

です。更新を行わないと９月１日から翌年８月３１日ま

での助成ができませんのでご注意ください。

と き ８月１２日（金）・１５日（月） ９時～２０時

（児童扶養手当現況届の受付期間と同じ）

と こ ろ 市役所５階大会議室

持 参 品 印鑑、健康保険証、

受給者の通帳（変更のある人のみ）、

養育費などの申告書

福祉課社会福祉係

緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

障がいをお持ちの人や、その保護者を対象とした各種手当を紹介します。

障がいに関する手当のご案内
お
知
ら
せ

恭特別障害者手当

２０歳以上で、著しく重度の障がい状態にあるため、

日常生活で常に特別な介護を必要とする障がい者本人

に支給されます。

恭障害児福祉手当

２０歳未満で、重度の障がい状態にあるため、日常

生活で常に介護を必要とする障がい児本人に支給され

ます。

恭特別児童扶養手当

中程度以上の障がいがある在宅の２０歳未満の児童

を監護・養育する保護者などに支給されます。

各手当とも支給制限や所得制限がありますので、詳

しくはお尋ねください。

現在、手当を受給中の人は、毎年現況届が必要です。

受付期間中に現況届の提出がない場合、８月分から

支給されませんのでご注意ください。

恭現況届の受付

と き ８月１２日（金）～８月２６日（金）

ところ 市役所１階福祉課

福祉課障がい福祉係

緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは
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国民年金保険料 後納制度のお知らせ
お
知
ら
せ

これまでは、国民年金保険料を納め忘れたまま、２

年を経過すると保険料を納めることができませんでし

たが、平成２７年１０月から３年間に限り、過去５年

以内の納め忘れた保険料を納めることができる後納制

度が実施されています。

過去５年以内の保険料を納めていただくことで、将

来の年金額を増やしたり、年金の受給権につなげるこ

とができるようになります。ご自身の年金記録は、ね

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

ができます。

また、ご不明な点があれば、国民年金保険料専用ダ

イヤル（緯０５７０（０１１）０５０）や武雄年金事務所

にお問い合わせください。

※後納制度は事前に申し込みが必要ですが、審査の結

果、後納制度をご利用できない場合があります。詳し

くは国民年金保険料専用ダイヤルにお尋ねください。

武雄年金事務所

緯０９５４（２３）０１２３

詳しくは

みんなで徹底しよう!『選挙の三ない運動』
さんお

知
ら
せ

政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職

にある者）が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法律

で禁止されています。違反すると、処罰されます。

また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

【禁止されている寄附の例】

噛お中元やお歳暮、入学祝、卒業祝、病気見舞い

噛お祭りへの寄附や差入れ

噛地域の運動会などへの飲食物の差入れ

噛家族や秘書などが代理出席するときの結婚祝や葬式の香典

噛地域の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入れ

-選挙の三ない運動-

贈らない！
求めない！
受け取らない！

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

あいさつ状（電報も含む）を出すことは禁止されています。

選挙管理委員会

緯０９５４（６３）３４１８

詳しくは

～生きがい・健康・仲間づくり～

私たちこんな活動しています概

このコーナーでは高齢者が住み慣れ

た地域で安心して暮らせる社会・健康

づくりや生きがいづくりを図るための

地域の活動を紹介します。

無理なく楽しく体を動かすこと

ができ、続けていくうちに姿勢も

よくなり健康な身体づくりができ

ています。興味のある方はぜひ見

学にお越しください。

と き 毎週火曜日

15時30分～17時30分

ところ 市民交流プラザかたらい

３階大会議室

参加費 無料

地域包括支援センター

緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは

いきいきクラブ

私たちのクラブは社交ダンスを

行っています。プロの資格を持っ

た先生にエスコートしてもらいな

がら、毎回楽しくいきいきと活動

しています。

ＮＯ．７
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水道の使用水量がいつもに比べ多いときは、敷地内で漏水している恐れがあります。メーターから屋内側は水道

使用者の管理であり、その水量については水道使用者が料金を負担することになります。使用水量に異常があると

きは、早めに確認のうえ、修理をお願いします。

恭漏水の疑いがあるケース

潤雨も降っていないのにずっとぬれている場所がある

潤水を使っていないのに蛇口の下がぬれている

潤検針のおしらせの使用水量が急激に多くなったとき

（水道料金が急激に高くなったとき）で、いつもより

水を多く使用した覚えがないとき

恭漏水の確認方法

①敷地内の蛇口を閉める

②水道メーター内のパイロットマーク

（銀色のコマで中心が赤色）を見る

③少しでも回転していたら敷地内で漏

水している可能性があります

④水洗トイレ・給湯器・すべての蛇口から水が漏れて

いないか確認

⑤漏れていない場合は地下などの見えないところで漏

れている可能性があります

恭漏水と思われるときは

市指定給水装置工事事業者に連絡をして、確認・修

理・その他必要な措置をしてください。工事費は水道

使用者の負担となります。

※漏水箇所によっては水道料金の一部を減免できる場

合がありますので、水道課管理係までお問い合わせ

ください。

水道課管理係 緯０９５４（６２）３７１８詳しくは

閣

敷地内で漏水があったとき
お
知
ら
せ

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

お
知
ら
せ

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

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

るお知らせ』として、７月末に郵送しています。

通知の対象となる人

該当月に処方された先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた

場合に、１カ月あたりの自己負担額の軽減が一定額以上見込まれる人

が対象となります。（必ずしも全員に届くわけではありません）

通知の記載内容

胸薬代にかかった金額のみ表示しています。

実際の窓口での支払いには、技術料・管理料など、別費用が含まれ

ていることがあります。

胸ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる可能性があるこ

とをお伝えするもので、切り替えを強制するものではありません。

通知書に関するお問い合わせ専用窓口

『国民健康保険中央会コールセンター』を設けています。

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

佐賀県後期高齢者医療広域連合 業務課企画・保健係 緯０９５２（６４）８４７６

市保険健康課国保係 緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

恭ジェネリック医薬品とは？

ジェネリック医薬品は、最初に作ら

れた薬（先発医薬品）の特許が切れた

後に販売される医薬品です。先発医薬

品と同等の有効成分・効能・効果をも

つ医薬品ですが、まったく同一という

わけではありません。

ジェネリック医薬品を希望する場合

は、まずは、かかりつけの医師・薬剤

師へご相談ください。
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内 容 （開場 ８時３０分）

潤式 典 ９時～

潤講 演 １０時～１１時１０分

講師 古川 康 衆議院議員

潤ゆうあい一座 １１時２０分～

潤演芸交流会の部 １３時～

・園児の和太鼓披露 ・単位クラブ発表

潤故郷演芸交流会 １４時３０分～

・高橋浩寿 ・民謡小野原姉妹

・さくら親娘 ・藤間松娘 ほか

※駐車場は、大駐車場・中川グラウンドへ

怯趣味の作品展

と き ８月２４日（水）～２５日（木）

と こ ろ 市民会館ホワイエ

応募資格 市内在住の６０歳以上の人

応募部門 書・絵画・写真・手芸・工芸・

彫刻彫塑など

応募受付 ８月２３日（火）１０時～１５時

８月２４日（水）９時～１０時

市民会館ホワイエ

※作品には記名をしてください

鹿島市老人クラブ大会

鹿島市老人クラブ連合会事務局 緯０９５４（６２）３３９０詳しくは

と き ８月２５日（木）

９時～１６時

と こ ろ 市民会館大ホール

と き ９月１０日（土）・１１日（日）１０時～１７時

※１１日は、かしま伝承芸能フェスティバル開催日

と こ ろ 祐徳稲荷神社および参道

参 加 費 ３,５００円 ※着物（浴衣の着付け込）

特 典 潤抹茶セット 潤カラーセラピー体験 潤福引き

※このイベントは『平成２８年度観光客誘致環境整備支

援事業（観光庁）』として実施します 祐徳和装処SARUKU緯０８０（４２７３）０１２７詳しくは

近年、着物や浴衣を楽しむ若者や外国人が増えています。そこで、日本の伝統文化に直接触れて体験したいと希

望する国内外の観光客に向けて、浴衣で祐徳散策ができる街歩きイベントを開催します。

街歩きイベント『ゆかたさんぽ』in祐徳
イ
ベ
ン
ト

と き ８月２３日（火）～２８日（日）１０時～１７時

と こ ろ 生涯学習センターエイブル ほか

主なイベント内容

怯常設コーナー

市内小学生の環境作品展、エコキッズゲーム、

エコドライブシミュレーター など

怯日替わり体験コーナー

※要予約 エイブル事務局０９５４（６３）２３１８

環境下水道課環境係

緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

夏休み特別企画『地球に触れる夏休み』in鹿島
イ
ベ
ン
ト

この夏休みに、みんなで地球の環境について考えるいろいろな体験をしてみませんか。

内 容実施日

保冷剤を使ったアロマポットづくり２３日（火）

電気をつくるしくみと環境問題の学び２４日（水）

マイ箸づくり体験２５日（木）

木の実を使った自然工作２６日（金）

有明海生物の標本づくり
２７日（土）

『たいせつな地球』絵本の読みきかせ

中木庭ダム小水力発電所見学ツアー２８日（日）

世界に２０数台しかない

不思議な触れるデジタル地球儀

クイズラリーも

あるよ（景品あり）
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－８月は同和問題啓発強調月間です！－

鹿島市同和問題講演会を開催します

講

演

会

『同和問題啓発強調月間』は同和問題の解決に向けて、

一人ひとりの理解と協力を得るために平成３年に設け

られました。

これまでの対策により生活環境の改善は図られ、差

別意識は解消の方向に向かってはいるものの、未だに

根深く残っていると言わざるを得ません。

同和問題の解決には、市民の皆さんも、差別に目を

そむけたり、無関心でいるのではなく、一人ひとりの

人権を守るということがいかに大切なのかを一緒に

なって考え、ともに行動することが必要です。

と き ８月１９日（金）開場１３時 開演１３時３０分

と こ ろ エイブルホールおよび研修室

内 容 潤映画『日本の悲劇』上映

潤小林政広さんの人権トーク

主 催 鹿島市、鹿島市教育委員会

脚本・監督 小林 政広さん プロフィール

1982年、テレビドラマの脚本家としてデビュー。1996年、

映画製作に取りかかり、カンヌ国際映画祭に日本映画で初め

て3年連続で出品する快挙を遂げる。ロッテルダム国際映画

祭、ブエノスアイレス国際インディペンデント映画祭で彼の

特集上映が行なわれるなど特に海外での評価が高い。

人権・同和対策課 緯０９５４（６３）２１２６詳しくは

入場
無料

情報掲示板ワイド

内 容

海道しるべに設置するプランター（貸与）に、９月か

ら１２月の間、季節の野菜を各自で栽培し最後に収穫

イベントを行います。

と き

①播種（種まき）イベント・・９月４日（日）１０時～１２時

②栽培教室・・・・・・・・・・・・・・１２月まで各自でプランター管理

③収穫イベント・・・・・・・・・・１２月（予定）

と こ ろ 産業活性化施設『海道しるべ』

（七浦 オレンジ海道沿い）

参 加 費 無料

対 象 小学生以下の子どもがいる非農家の世帯

定 員 先着２０世帯

申込締切 ８月１４日（日）

産業活性化施設『海道しるべ』

緯０９５４（６３）８０６０

（月曜日、祝日の翌日は休館日）

申込・問合せ先

鹿島市産業活性化施設『海道しるべ』では、『ちびっこプランター農園海道しるべ』を開園し、気軽に野菜栽培がで

きる大型プランターを貸し出します。ご家族で楽しみながら作物の栽培・収穫を体験してみませんか？

『海道しるべ』で野菜づくりをしませんか？
みち募

集
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負担限度額認定証の判定要件が
変更になります

８月から負担限度認定における利用者負担段階について、遺族年金や障害年金といった非課税年金についても勘

案して判定を行うこととなりました。

負担限度額（日額）
対象者

利用者

食費部屋代負担段階

３００円

０円多床室か
つ，
預
貯
金
等
が
単
身
で
１，
０
０
０
万
円

夫
婦
で
２，
０
０
０
万
円
以
下

・世帯の全員（世帯を分離している配偶者を

含む。）が市区町村民税を課税されていない

人で老齢福祉年金を受給されている人

・生活保護を受給されている人

第１段階

３２０円（特養等）従来型

個室 ４９０円（老健・療養等）

４９０円ユニット型準個室

８２０円ユニット型個室

３９０円

３７０円多床室
・世帯の全員（世帯分離をしてい

る配偶者を含む。）が市区町村民

税を課税されていない人で合計

所得金額と課税年金収入額の合

計が年間８０万円以下の人

７月まで

第２段階

４２０円（特養等）従来型

個室

４９０円（老健・療養等）・世帯の全員（世帯分離をしてい

る配偶者を含む。）が市区町村民

税を課税されていない人で合計

所得金額と課税年金収入額と非

課税年金収入額の合計が年間

８０万円以下の人

８月以降
４９０円ユニット型準個室

８２０円ユニット型個室

６５０円

３７０円多床室

・世帯の全員（世帯を分離している配偶者を

含む。）が市区町村民税を課税されていない

人で上記第２段階以外の人

第３段階

８２０円（特養等）従来型

個室 １,３１０円（老健・療養等）

１,３１０円ユニット型準個室

１,３１０円ユニット型個室

負担限度額なし上記以外の人第４段階

杵藤地区介護保険事務所

緯０９５４（６９）８２２１

http://www.kitou-web.jp/kaigo/

市保険健康課長寿社会係

緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

介 護 保 険

限度額認定の更新申請について

現在お持ちの『介護保険負担限度額認定証』は有効期限が７月３１日までとなっており、今後も介護保険の施設

サービスおよび短期入所利用をご利用予定の人は更新申請が必要です。

更新申請は８月３１日までに提出してください。

申請に必要な書類

① 介護保険負担限度額認定申請書

② 同意書（本人・配偶者（いる場合）の押印が必要）

③ 添付書類（預貯金等の資産状況を確認できるものの写し）
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受賞者紹介

７月４日、前人権擁護委員の福田

節子さんが、法務大臣感謝状を受

けられました。これは福田さんの、

３期９年の永きにわたる功績によ

るものです。感謝状の伝達式は、

市役所で佐賀法務局武雄支局長よ

り、市長立会いのなかで行われま

した。

法務大臣感謝状

福田 節子様

受賞者紹介

肥前浜宿における佐賀県遺産の保

存活用に向けた取組みが、第２回

『美し国づくり景観大賞』を受賞し、

特定非営利活動法人肥前浜宿水と

まちなみの会と佐賀県が連名で表

彰を受けました。

６月２２日に東京で行われた授賞

式に、中島丈夫理事長と中村雄一

郎理事が出席され、６月３０日に

市長へ受賞の報告がありました。

美し国づくり景観大賞
うま

交通事故が多発する国道２０７号の交差点で、通行車両に市民の皆さんと一緒に

交通事故防止を呼びかけましょう。

と き ９月３日（土）１０時～

と こ ろ 噛殿ノ橋交差点

噛中村交差点

噛御神松交差点

※参加自由です。なるべく徒歩での集合をお願いします。車で来られる場合は、

鹿島警察署、北鹿島直売所『大地』、中村公民館の駐車場を利用してください。

集合場所 鹿島警察署

主 催 鹿島市２０７５実行委員会

集合場所の鹿島警察署では、白バイ・パトカーの展示や、西部中学校吹奏楽部

による演奏も行われます。

鹿島警察署交通課 緯０９５４（６３）１１１１詳しくは

鹿島鹿島市市２０７２０７５５（２０（２０７７号）号）作戦作戦

『北鹿島小学校プール』完成！

７月１日、北鹿島小学校の新しいプール

完成に合わせて『プール開き』が行われまし

た。プールは、建築後３７年が経過してい

たため、今年１月から工事を行い、６月末

に完成しました。

早速泳いだ児童は、「いっぱい練習して

２５メートルを泳げるようになりたい」、

「すごくきれいで夏休みが待ち遠しい」と喜

びの声をあげていました。

『こどもラムサール観察隊』干潟体験！

７月１６日、こどもラムサール観察隊

１６人は、干潟案内養成講座受講者６人と

一緒に干潟体験を行いました。

干潟でアゲマキの稚貝や、小さなムツゴ

ロウなどを見つけ、みんなで楽しく観察し

ました。今後は、九重町ふるさと探検クラ

ブとの交流事業や、海水浴など、自然に親

しむ事業に取り組んでいきます。

参加者随時募集中！

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
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怯家庭の中でクールシェア・・・
家族がバラバラになって、１人１台エアコンを使うより、１つの部屋に集まってクールな空間をシェアしましょう。

怯公共施設などでクールシェア・・・
趣味や読書、自習などエイブルや図書館、交流プラザかたらいで過ごすのも良いですね。公共施設を上手に利用

してみてはいかがですか？

怯自然でクールシェア・・・
鹿島市は、豊かな自然がいっぱいあります。川辺や木陰で涼んだりするのも、ゆったりとした自然に囲まれて心

身ともにリフレッシュできます。

今今すすぐぐややろろうう温温暖暖化化対対策策

温暖化対策・人権の輪

クールシェアに取り組もう！
夏休みも真っ只中です。

毎日暑い日が続いていますが、家庭で使用する電気の約６０％はエ

アコンと言われています。

そこで、涼しい場所をみんなでシェア（共用）することを『クール

シェア（ＣＯＯＬＳＨＡＲＥ）』と言います。

環境下水道課環境係

緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

平成１７年に出版された『茜雲

総集編 日航機御巣鷹山墜落事故

遺族の２０年』は、亡き愛する人へ

の変わることのない想いが綴られ

た本です。文集『茜雲』は、事故の翌

年に第1集が発刊されていますが、

その1集に収録された田中蔚さん

の手記を総集編の中で読むことが

できます。そして、その手記は社会

教育や学校教育での同和問題の学

習資料としてよく使われています。

理由は同和問題に関する記述があ

るからです。

昭和６０年８月１２日、娘の愛

子さんをこの事故で亡くされた田

中さん。事故に遭わなければ来春

には、愛子さんは結婚する予定で

した。

事故の１カ月ほど前に「愛子さ

んとの結婚を認めてください」と

田中さんの自宅を訪れた婚約者に

「うちは同和地区ですよ」と話す蔚

さん。「愛子さんから聞いています。

両親がお盆にお願いに来るはずで

す」愛子さんは部落の生まれであ

ることを彼に伝えていました。

そして、そのことを聞いていた

彼の父親も、「私は教師です。少な

くとも人さまに平等を説く人間と

して自分を偽るようなことはよう

しません」と田中さんに伝えます。

娘の縁談を聞いた時、あれやこ

れやと思い過ごしていた自分が恥

ずかしかったと綴られています。

こんなお父さんや彼だからこそ、

部落の生まれという重い言葉を打

ちあけることができたんだろうと。

そこには部落差別を乗り越えた確

かな愛情と信頼関係が伝わってき

ます。

手記は、その後の家族の生き方

や婚約者とのつながりも述べられ

ています。差別をしない生き方が、

幸せにつながることを気づかされ

る田中さんの手記でした。

差別をしない生き方を求めて
～田中蔚さんの手記

しげる

『娘の遺してくれたもの』を通して～
噛ご意見などをお寄せください 人権・同和対策課 緯（６３）２１２６
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№１２８

（特別編）

こんなときこのひとこと、学校だより

レーラ先生

“Hittheroad”

今月のキーフレーズ

この表現は、「旅へ出る」「帰国する」

という意味で使われます。

６月２０日、西葉の野中静雄さん

（２年生野中陽依さんのお家）の田ん

ぼをお借りして、分校生１２人（１

年生７人、２年生５人）で田植えを

しました。

朝から行う予定でしたが、あいに

く前日から続く大雨と雷で午後から

になりました。田んぼは、きちんと

代かきがしてあって、とても植えや

すくしてありました。

はじめに、陽依さんのおじいさん

から、苗の持ち方や苗の本数など、

植え方の説明を聞きました。その後、

目印になるひもをピーンと張って植

えていきました。

昨年経験している２年生の手つき

は見事でした。１年生も、次第に慣

れてきました。１年生の中には、初

めて田植えを経験した子どももいま

した。それでも、あっという間に予

定していた田植えが終わってしまい、

「もっとしたかった！」という子ども

たちばかりでした。

多くの人に協力して頂き、今年も

田植えの体験をすることができまし

た。秋の収穫が楽しみです。

田植え

七浦小学校音成分校

校学 だ よ り

No.２３１

（レイチェル）あなたが鹿島に来て１年くらいに

なるわね。

（レーラ）そうね。ここで素晴らしい経験を

したわ。でも、もう帰国するの・・・。

（レイチェル）気をつけて帰ってね！

Rachel:

Lera:

Rachel:

It'sbeenalmostayearsinceyouarrivedin
Kashima!
Yes,ithas!I'vehadanamazingexperience
here,butnowIthinkit'stimetohitthe
roadandgobackhome.
Safetravels!

７月でレーラ先生が鹿島を離れられました。今回、皆さんへメッセージをいただきました７月でレーラ先生が鹿島を離れられました。今回、皆さんへメッセージをいただきました。。

皆さんこんにちは！

残念ながら、ここでの英語教育の仕事を終

え帰国することになりました。帰国後はワシ

ントンで日本とアメリカとの関係を促進する

国際交流の仕事を続けたいと思っています。

鹿島では忘れられない時間を過ごしました。

親切にしていただいたことや皆さんのおおら

かさに感謝いたします。私は、この街や市民

の皆さんが大好きでした。

西部中学校、鹿島小学校、北鹿島小学校、明

倫小学校の先生や生徒の皆さん。そして市民

の皆さん。私とともに大切な思い出を作って

いただきありがとうございました。

Hello,everyone!
Unfortunately,thetimehascomeformetofinish
teachinghereandmovebacktoAmerica,whereIwill
continueacareerinpromotingJapan-U.S.relationsand
internationalexchangeinWashingtonD.C.Ihavehad
anunforgettabletimehereinKashima!Thanksto
everyone'skindnessandgenerosity,Ifellinlovewith
thiscityanditspeople.Totheteachersandstudentsof
SeibuJuniorHighSchool,KashimaandKitaKashima
andMeirinElementary,andtothepeopleofKashima,
thankyouformakingsuchpreciousmemorieswithme.
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潤エイブル倶楽部会員、入会要項
市内外問わず、老若男女どなたでも

いつでも入会できます！

年 会 費 １,０００円／年

（高校生以下５００円）

入会特典 「えいぶる事業」でチケット

代金の割引、先行予約など

が受けられます。

鹿島市民立生涯学習・文化振興財団

緯０９５４（６３）２１３８

姉０９５４（６３）３４２４

HPhttp://kashima-able.com/

詳しくは

に行ってみよう

エイブルからのお知らせなど

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

会 員 無料
一 般 ５００円

エイブル３階

研修室
８月３０日（火）
１０時～１１時３０分

森 正紀さん１５人
公開講座

漢詩に親しむ

会 員 ５００円
一 般 １,０００円

エイブル１階

いきいきルーム
９月１７日（土）
１０時～１２時

永池 まち子さん２０人

公開講座

筝曲教室

～お筝を弾いてみよう～

５００円/１回
材料代 実費

エイブル３階

生活工房Ｂ

９月９日～
平成２９年６月９日
［月１回 金曜日］
１０時～１２時

中谷 睦子さん２０人クラフト手芸教室

『コウノドリ』『さよならドビュッシー』などに出演。面白トークと、繊細ながら

超技巧テクニックで、注目度ＮＯ１の若手ピアニスト！

と き ８月２１日（日）開場１３時３０分 開演１４時

と こ ろ エイブルホール（全席自由・発売中）

前 売 券 大人 ２,５００円 高校生以下 １,５００円

※会員は各５００円引き、当日は５００円増し

※未就学児の入場不可（託児有り：申込締切８月７日（日））

えいぶる講座 募集中講座

清塚信也 ハートフルコンサート第６回
えいぶる事業

井上あずみ＆ゆーゆ ファミリーコンサート第７回
えいぶる事業

『となりのトトロ』『魔女の宅急便』『天空の城ラピュタ』などのジブリ作品主題

歌・挿入歌を歌う、井上あずみと愛娘ゆーゆがお届けする、名曲いっぱいのファ

ミリーコンサート。

と き ９月２２日（祝）開場１３時３０分 開演１４時

と こ ろ エイブルホール（全席指定）

前 売 券 大人 ２,５００円 中・高校生 １,５００円

小学生以下 １,０００円

※８月６日（土）発売 ０歳から入場可

※会員は各５００円引き、当日は５００円増し

～ 新 古 ・ 生 滅 ～

７月～９月は、鹿島市

美術人協会会員、岡本猛

さんの作品展示です。

今回は『新古・生滅』

というテーマで、日展で

の初特選受賞作品などを

紹介しています。

展 示

９月３０日（金）まで

ご本人によるギャラリートークを開催します！

と き ８月２７日（土）１０時～

と こ ろ エイブル２階 交流プラザ

恭夏休み 子ども理科相談室
理科の不思議や疑問に専門家の先生が答えてくれます。
自由研究に困っている人も相談にきませんか。

と き ８月７日（日）１３時～１６時
と こ ろ 図書館内
アドバイザー
中尾勘悟さん（まえうみ市民の会）
坂本兼吾さん（まえうみ市民の会）
藤井直紀さん（佐賀大学）
中村安弘さん（干潟展望館）

市民図書館 緯０９５４（６３）４３４３
詳しくは

寓日展特選作品

『生命』

図書館からのお知らせ市 民
図書館

床 の 間
コーナー 岡本

おかもと

猛 展
たけし

寓理科相談室の様子
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戦没者を追悼し平和を祈念するた

め、次の日時に1分間のサイレンを

鳴らします。黙とうをお願いします。

煙８月６日（土） ８時１５分

【広島市原爆投下の日】

煙８月９日（火）１１時２分

【長崎市原爆投下の日】

煙８月１５日（月）１２時

【終戦記念日】

総務課総務係

緯０９５４（６３）２１１３

応募いただいたロゴマークを選定

する一般投票を行います。鹿島のＰ

Ｒにつながる一票をお願いします。

と き ８月９日（火）～２８日（日）

と こ ろ エイブル１階エントランスホール

対 象 どなたでも投票できます

環境下水道課ラムサール条約推進室

緯０９５４（６３）３４１６

事業主をはじめ労働衛生管理責任

者および労務担当者を対象に、職場

の労働衛生水準の向上を目指した説

明会を開催します。（申込不要）

と き ９月６日（火）１３時３０分～１６時

と こ ろ エイブル３階研修室

内 容 働く仲間を守る心の健康づくり

～ゲートキーパー養成講座～

武雄労働基準監督署

緯０９５４（２２）２１６５

おおお知知知らららせせせ
戦没者追悼のため
サイレンを鳴らします

詳しくは

『肥前鹿島干潟』ロゴマーク
を決める投票を行います

詳しくは

全国労働衛生週間説明会
のご案内

詳しくは

市では、創業者を支援するため

『創業支援事業計画』を策定し、５月

２０日付けで国の認定を受けました。

これにより鹿島商工会議所などの支

援を受け、市が証明書を発行した人

は国の支援も受けることができます。

また、創業支援の無料相談窓口で

ある『かしまビジネスサポートセン

ター』において課題解決策を提案す

るとともに、金融機関への紹介、専

門家の派遣、空き家物件の紹介など、

関係機関と連携して総合的に支援し

ます。

商工観光課商工労政係

緯０９５４（６３）３４１２

創業支援事業計画
が認定されました

詳しくは

恭夏の作業もおまかせください。

『草払い、草取り』『農作業』『庭

木剪定』『家事』『網戸、襖張り替え』

『はがき書き』など、いろいろな作

業について気軽にご相談、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 ８月１８日（木）８時３０分～

※当日ご都合がつかない人は、前日

までにセンターへご持参ください。

恭会員を募集しています。

対 象 ６０歳以上または来年３月

までに６０歳になる人

説 明 会 ８月１８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

ぜひ、ご活用ください
シルバー人材センター

問合せ・注文先

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

平成２８年６月末
鹿島市の交通事故発生状況

詳しくは

物 損 事 故 数傷 者 数死 者 数人 身 事 故 数
（＋５４５）９,０７６件（－８１３）４,８１５人（－０８）１７人（－５９７）３,６３０件佐 賀 県 内
（＋０６６）５６５件（－２１）２４２件（－０３）１人（－２１）１８６件鹿島警察署管内
（＋０２１）２７３件（－０７）１３１件（－０２）０人（－０８）９６件鹿 島 市 内

児童手当の現況届は

お済みですか？
現況届は受給中のすべての人の

提出が必要です。該当する人は８

月３１日までに手続きをお願いし

ます。

福祉課社会福祉係

緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

平成２８年６月分市長交際費の支出状況を公表します。

企画財政課秘書広報係 緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

支出の相手方、行事名支出金額支出日区 分
鹿島機械金属工業会総会５,０００円６月３日

祝 儀
鹿島市学校給食納入組合通常総会５,０００円６月２１日
鹿島市観光協会通常総会４,０００円６月８日

会 費
鹿島地区交通安全協会通常総会２,０００円６月１７日
のごみ人形（中国上海青浦区訪問団へお土産）８,４７２円６月２７日接 遇
４月からの累計１９６,２６２円２４,４７２円合 計

平成２８年６月
市長交際費支出状況表



20 Ｈ２８(２０１６).８.1 広報かしま

夏休み期間中は、心が緩みがちに

なり不規則な生活に陥りやすく、非

行や問題行動が多発します。夏休み

の過ごし方について、自主的な計画

を立て、規則正しい生活が送れるよ

う家庭では十分に気を配りましょう。

また、スマートフォンやインター

ネットを利用する際は、ルールやマ

ナーをしっかり守りましょう。

～夏休みにはこんなことを実行しよう～

潤朝食をしっかりとる潤マナーの遵守

潤家庭での話し合い潤地域行事へ参加

鹿島市青少年育成市民会議

事務局（市生涯学習課内）

緯０９５４（６３）２１２５

県内高校生の就職希望者のうち、

半数以上の生徒が県内への就職を希

望しています。

景気が回復傾向にあり人手不足が

懸念される状況のため、お早めに採

用計画をご検討いただき、来春卒業

する高校生が多く就職できるよう、

ハローワークまで求人の申し込みを

お願いします。新規高校卒業者を対

象とする採用選考の開始は９月１６

日からです。

なお、大学・短大生などに対する

求人の申し込みも、ハローワークで

受け付けています。あわせて採用の

ご検討をお願いします。

鹿島公共職業安定所

緯０９５４（６２）４１６８

各大学、大学院、短期大学別の

コーナーを設け、学習方法や受講手

続きについての相談を受け付けます。

（参加申込不要・入場無料・入退場自由）

と き ９月３日（土）１２時～１７時

と こ ろ エルガーラ ※８階ホール

（福岡市中央区天神１－４－２）

対 象 一般および高校生

私立大学通信教育協会

緯０３（３８１８）３８７０

夏の子ども・若者育成支援強調月間
《8月1日～8月31日》

詳しくは

～事業主の皆さんへ～
高校生の積極的な採用を！

詳しくは

大学通信教育合同入学
説明会のご案内

詳しくは

酒どころ鹿島の魅力を発信するた

め、日本酒の基礎知識をはじめ、歴

史や文化、蔵元の特徴などを学び、

来年３月に開催される鹿島酒蔵ツー

リズムのガイドを養成します。

と き ９月１０日（土）１４時～１７時

と こ ろ 市民会館３階大会議室

内 容 日本酒講座（試飲あり）

※車を運転される場合は試飲できません

講 師

潤『佐賀酒ものがたり』著者 平尾茂さん

潤鹿島酒蔵ツーリズム推進協議会蔵元

定 員 ２０人（定員になり次第締切）

参 加 費 無料

※この講座は、以降蔵元見学や酒造

り体験など計６回を予定しています

鹿島市観光協会

緯０９５４（６２）３９４２

習字で『二千』や『花火』をしっかり

書いて友達や先生に見せましょう。

と き ８月１６日・２３日・３０日（火）

９時～１１時

と こ ろ のごみふれあい楽習館

会 費 無料

※道具は各自で準備してください

鹿島友の会 吉牟田

緯０９０（７１５６）７６２２

講講講習習習会会会・・・教教教室室室
鹿島酒蔵ツーリズム娯
ガイド養成講座

申込・問合せ先

夏休みの宿題
『お習字』教室

詳しくは

スマートフォンやタブレット、Ｓ

ＮＳ（ライン、フェイスブック）の使

い方を学べる初心者向けの講座です。

（参加費 無料）

と き ９月１７日（土）

午前の部１０時～１２時３０分

午後の部１３時３０分～１６時

と こ ろ 市民交流プラザかたらい

講 座

①アイフォン講座（午前・午後）

②アイパット講座（午前・午後）

③ライン講座（午前）

※ネット回線付きのスマホ・タ

ブレットを持参できる人

④フェイスブック講座（午後）

※フェイスブックのアカウント

またはメールアドレスを持っ

ている人

定 員 各講座２０人（先着順）

申込期限

８月３日（水）８時３０分

～９月１６日（金）１２時まで

佐賀県高度情報化推進協議会事務局

緯０９５２（２５）７０８６

はじめてのスマホ・
タブレット講座

申込・問合せ先

情報掲示板 愚 お知らせ・講習会・教室

潤市税集合徴収分
潤介護保険料
潤後期高齢者医療保険料の

第３期の口座振替日は

８月３１日（水）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

農作物に被害を及ぼすイノシシなどの有害鳥獣を資源として活用するため、

市の猟友会と料飲店組合が連携して『鹿島ジビエ料理研究会』が昨年設立され

ました。研究会では、安心安全なジビエを供給するための狩猟・獣肉処理の

技術向上、おいしく食べるためのメニュー開発などに取り組んでいます。

ジビエとは・・・

フランス語で狩猟によって捕獲された

野生鳥獣の食肉のことで、低カロリー・

高タンパクでヘルシーです。ヨーロッパ

では高級食材として重宝されています。

鹿島ジビエ料理研究会（市産業支援課内）

緯０９５４（６３）３４１１

鹿島産『ジビエ』の活用を研究しています

詳しくは

寓寓寓２２月の全国ジエビ祭りの様子２月の全国ジエビ祭りの様子（（福岡市）福岡市）
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と き ８月２１日（日）９時～１２時

受付 ８時３０分

※雨天決行

と こ ろ 松本材木店（末光コメリ店前）

内 容 簡単な踏み台、本立てな

どの作製

対 象 小学生とその家族

定 員 ３０組（先着順、要申込）

※必ず保護者同伴でお願いします

参 加 費 ５００円～/組

持 参 品 軍手、タオル、飲み物など

※金づち、のこぎりなどは会場にて準備します

『佐賀県産木材』地産地消の応援団

松本材木店 緯０９５４（６２）２７２５

鹿島市身体障害者福祉協会と共同

でパソコン教室を開催します。

と き 胸ワード応用

９月１２・１３日（月・火）

胸エクセル基礎

９月２９・３０日（木・金）

と こ ろ 市民交流プラザかたらい

対 象 障害手帳をお持ちの人

費 用 ５００円（テキスト代）

申込方法 事前に申し込みください

県障害者ＩＣＴサポートセンター

ゆめくれよん＋

緯０９５２（３６）６９７７

姉０９５２（３６）６９７８

糸info@ykureyon.com

テーマ こころはひとつ

～みんなの思いを繋ぐ夏～

各種イベント・屋台を用意して、

皆さんのご参加をお待ちしています。

と き ８月２７日（土）

１６時３０分～

と こ ろ グループホームさくら荘駐車場

※雨天時は当院リハビリセンター

志田病院夏祭り実行委員会

緯０９５４（６３）１２３６

『木の香り温もりを感じよう！』
木工教室参加者募集

申込・問合せ先

ゆめくれよん＋
障がい者パソコン教室

申込・問合せ先

イイイベベベンンントトト

志田病院 夏祭り

詳しくは

市内中学校吹奏楽部による、恒例

の『サマーコンサート』を開催します。

生徒たちのさわやかな演奏をぜひ

お楽しみください。（入場無料）

と き ８月１４日（日）

１３時開場 １３時３０分開演

と こ ろ 市民会館大ホール

プログラム

第１部 コンクールステージ

第２部 バラエティステージ・ピアノ演奏

第３部 ポップスステージ・合同演奏

教育総務課

緯０９５４（６３）２１０３

と き ８月２４日（水）～２８日（日）

９時～１７時

と こ ろ 市民交流プラザかたらい

４階ギャラリー

写真展示 県展、県写真協会展、

例会作品中心に５０点程度

※『七浦小学校がたっ子七りんピッ

ク』スナップ写真も同時展示予定

観 覧 料 無料

※むつごろうフォートス会員募集中

むつごろうフォートス会 岩永

緯０９０（９４８５）７２５２

市内中学校音楽会
『サマーコンサート』

詳しくは

むつごろうフォートス写真展

詳しくは

当日は、竹灯篭と出店が並び、

１８時～２２時まで酒蔵通りを歩行

者天国にして、音楽と大道芸の催し

を行います。

先着でオリジナルうちわのプレゼ

ントもありますので、夏休みの思い

出づくりにぜひお越しください。

と き ８月２０日（土）

１８時～２２時

と こ ろ 肥前浜宿酒蔵通り

肥前浜宿土曜夜市実行委員会 木下

緯０９０（８９１７）００４０

８月１日で創立３０周年を迎えま

した。記念する年に、秋まつりを盛

大に開催します。

お楽しみ抽選会や夜店(金魚すく

い、たこ焼き、串焼き他）など楽し

い催しものがたくさんあります。

お気軽にお越しください。

と き ９月１日（木）

１８時～２０時３０分

と こ ろ 鹿島療育園運動広場

※雨天時は室内

鹿島療育園

緯０９５４（６２）２７８０

肥前浜宿土曜夜市
を開催します

詳しくは

鹿島療育園 秋まつり

詳しくは

情報掲示板 愚 講習会・教室・イベント

開園期間 ８月１８日（木）～９月１１日（日）

※天候や育成状況により変わります

開園時間 ９時～１７時

料 金 入園無料（試食もできます）

※収穫したぶどう１kgあたり１,０００円（体験料込み）

利用方法（予約制）

ご希望の日時などを伺い、市内の農園と

調整後、再度ご連絡します。

（受付時間 ９時～１６時）

多良岳オレンジ海道を活かす会事務局

（ＪＡさがみどり地区園芸指導課）緯０９５４（６２）２１４５

鹿島でぶどう収穫体験が楽しめます！

予約・問合せ先

狂祐徳夏まつり

１日（月）１０時～ 祐徳稲荷神社周辺

狂鹿島市民納涼花火大会

３日（水）８時～ ［２６ページ参照］

狂鹿島おどり

５日（金）・６日（土）［２６ページ参照］

狂就活講座 ハローワーク鹿島

１７日（水）１３時１５分～１４時３０分 要予約

ジョブカフェSAGA緯０９５２（２７）１８７０

狂市消防団夏季訓練

２１日（日）７時３０分～ 祐徳グラウンド

その他のイベント
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情報掲示板 愚 試験・募集・相談

『責任技術者』は、下水道排水設備

工事を施工する指定工事店として指

定を受けるために必要な資格です。

試 験 日 １０月５日（水）

試験会場 佐賀市文化会館３階大会議室

受 験 料 ５,０００円

受験講習 ９月２７日（火）

講習会場 佐賀市文化会館３階大会議室

受 講 料 ３,０００円

別途、販売元より直接購入する

テキスト（２,５００円）が必要です。

受験案内配布・受付締切

８月１９日（金）

※受験資格や申込手続、手数料に関す

る詳細は、受験案内をご覧ください。

県下水道協会事務局

緯０９５２（３３）１３３０

入居予備者は、抽選により選考し

ます。詳細はお問い合わせください。

対象団地 市内全４団地ほか

（武雄市・大町町地区）

申 込 書 ９月１日（木）から配布

受付期間 ９月５日（月）～１２日（月）

９時～１９時（土・日曜除く）

受付場所 武雄市武雄町昭和２６５番地

指定管理者 川原建設㈱

抽 選 日 ９月２０日（火）

抽選会場 武雄総合庁舎別館

指定管理者川原建設㈱武雄管理室

緯０９５４（２６）０５２２

試試試 験験験
排水設備工事責任技術者

資格試験

詳しくは

募募募 集集集
県営住宅入居予備者を

募集します

詳しくは

『司法書士の日』（８月３日）にちな

んで無料法律相談会を開催します。

と き ８月３日（水）１０時～１７時

と こ ろ 県内各司法書士事務所

相談内容 ※要予約

胸登記胸相続胸遺言胸会社設立

胸成年後見胸クレジットサラ金

胸簡易裁判所訴訟代理

胸その他司法書士が行う業務

怯無料電話相談

と き 月・木曜日１８時～２０時

緯０９５２（２９）０６３５

佐賀県司法書士会

緯０９５２（２９）０６２６

佐賀県知的障害者更生相談所によ

る巡回相談が実施されます。

心理判定員が療育手帳や福祉サー

ビスに関する相談を受け付けます。

相談を希望する人は、必ず事前に

福祉課へ予約してください。

と き ９月５日（月）１０時～１６時

と こ ろ 保健センター（エイブル内）

福祉課障がい福祉係

緯０９５４（６３）２１１９

狂人権相談

市民交流プラザかたらい３階会議室

４日（木）１０時～１５時

狂成人健康相談 保健センター

３日（水）９時３０分～１０時３０分

狂消費生活相談 市民会館２階第５会議室

毎週月・金曜日

９時３０分～１２時、１３時～１６時

相相相 談談談
司法書士による
無料法律相談

詳しくは

知的障害者更生相談所
巡回相談

詳しくは

その他の相談

狂無料法律相談（市民優先）

４日（木）市民会館２階

受付１３時～１４時（先着１０人）１３時３０分開始

２５日（木）市民会館２階

受付９時３０分～１０時３０分（先着６人）１０時開始

狂法律・行政合同相談

１８日（木）市役所５階

喰法律相談

受付９時３０分～１０時３０分（先着４人）１０時開始

喰行政相談

９時３０分開始（１２時まで）

狂厚生年金・国民年金相談

市役所５階第６会議室

２・１６日（火）１０時～１２時、１３時～１５時

要予約 市民課緯（６３）２１１７

狂こころの健康相談（臨床心理士対応）

２４日（水）９時３０分～１２時

市民会館３階第２会議室

要予約 福祉課緯（６３）２１１９

狂発達障害児（者）専門相談

市役所５階第７会議室

２３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 保健センター

９日（火）１３時３０分～１６時１０分

要予約 保健センター緯（６３）３３７３

狂住宅設計無料相談会 旧池田家（南舟津）

６日（土）１０時～１２時

狂土地・建物に関する無料相談所

市民会館２階第５会議室

２３日（火）１３時３０分～１６時３０分

狂生活お困りごと相談（要予約）

市民交流プラザかたらい３階

月曜日～金曜日９時～１７時

生活自立支援センター（社会福祉協議会内）

緯（６２）２４４７

狂介護に関する相談 保険健康課

月曜日～金曜日９時～１７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（月）９時～１６時（時間外可）

要予約 税務課緯（６３）２１１８

エアコンを使いこなして
夏も冬も省エネ

エアコンは室外と室内の温度差が大きくなると、消費電力

が増します。

省エネといわれる『夏２８℃、冬２０℃』に設定し、室内

外の温度差を小さくしましょう。夏はエアコンと扇風機の併

用で、冬は服装を工夫して省エネを心がけましょう。

夏

冬
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熱熱中症に気をつけましょ熱中症に気をつけましょうう

屋外に限らず、就寝中など室内にいるときも注意が必

要です。

①暑さの感じ方は人によって異なります。自分の体調の

変化に気を付け、万全の予防を心がけましょう。

高齢の人は、暑さに対する体の調整機能が低下してい

るので、特に注意が必要です。

②のどの渇きや暑さを感じていなくても、こまめに水分

補給、温度調整に心がけましょう。

③一人ひとりが周囲の人に気を配り、熱中症予防を呼び

かけ合いましょう。特に、熱中症にかかりやすい高齢

の人や子どもは、周囲が協力して見守りましょう。

④節電を意識しすぎるあまり、健康を害することのないよ

うご注意ください。

特定健診特定健診をを日曜日日曜日に実施しまに実施しますす
医療機関で現在行っている国保の４０～７４歳の人

を対象にした特定健診を日曜日に実施します。平日に

受診することができない人はぜひ受診してください。

と き ８月２１日（日） 午前中

と こ ろ 谷口医院（嬉野市塩田町）

緯０９５４（６６）３５６８ ※要予約

料 金 １,０００円

持 参 品 特定健診受診票、受診券、保険証

対 象 区月 日対 象 区月 日

行成・末光・中浅浦・大木庭・東三河内・
西三河内

１１月２４日
（木）午前

東町・上浅浦・大野・大村方・七開・古城・
組方・江福・飯田

８月２２日
（月）午前

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・本町

１１月２８日
（月）午前

世間・重ノ木・中尾・久保山・八宿・乙丸・
小宮道・東塩屋・西塩屋

８月２６日
（金）午前

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２日
（金）午前

横田・井手分・中川内・筒口・大殿分・鮒越・
上古枝・龍宿浦

９月１日
（木）午後

高津原
１２月５日
（月）午前

納富分・下古枝
９月２日
（金）午前

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１１日
（日）午前

馬渡・小舟津・広平・山浦開拓・番在開拓・奥山・
竹ノ木庭・嘉瀬浦

９月６日
（火）午後

野畠・北舟津・三部・新籠・常広・音成
１２月１６日
（金）午前

城内・大手・中牟田・山浦・浜新町
１０月３日
（月）午後

夜間検診希望者は、保健センターに申し込みが必
要です

１２月１６日
（金）夜間

西牟田・新町・犬王袋・早ノ瀬
１０月４日
（火）午後

高津原（一部）・執行分・南川
１１月７日
（月）午前

鹿島市保健センター

緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

佐賀県は全国でも肝臓がんによる死亡が多く、その肝

臓がんの原因の約９割がB型・C型肝炎ウイルスによる

肝炎と言われています。

次の日程で肝炎ウイルス検査を実施します。各種検

診申込書で申し込まれた人には受診票を送ります。新

たに希望する人は、保健センターへお申し込みください。

対 象 者 ３０歳以上で、これまで肝炎ウイルス検査を

受けたことがない人

と き ８月２１日（日）・２７日（土）

８時３０分～１０時受付

と こ ろ 保健センター（エイブル１階）

料 金 Ｂ型＋Ｃ型 ７００円

Ｂ型のみ ３００円

Ｃ型のみ ４００円

※市民税非課税世帯・生活保護世帯の人、

後期高齢者医療制度被保険者は無料

日曜日曜日日にできにできるる肝炎ウイルス検肝炎ウイルス検査査

行かんばいかん！行かんばいかん！！！

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）

午前：９時～１０時 午後：１３時３０分～１４時３０分 夜間：１８時～１９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１,２００円、５０歳以上７００円

その他 潤乳がん検診はマンモグラフィのみです（視触

診はありません）。※毎回先着５５人で締め切ります

潤５～６月に実施したがん検診申込書などで

申し込んだ人には受診票を郵送します。

潤区ごとに受診日を定めていますが、都合が悪い

ときは別の日に受診できます。（連絡不要）

潤新たに希望する人はご連絡ください。

子宮頸がん・乳がん検診を受けましょ子宮頸がん・乳がん検診を受けましょうう
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８月の子育て
怯乳幼児の健康診査 エイブル１階保健センターで実施（受付時間１３時１０分～１３時３０分）

３歳６ヵ月健診
対 象 平成２５年１月生まれ
持参品 母子健康手帳、問診票、尿、アンケート

内 容 身体測定、育児相談、尿・目・耳の検査

歯科・耳鼻科・小児科医の診察

４日（木）１歳６ヵ月健診
対 象 平成２７年１月生まれ
持参品 母子健康手帳、問診票、アンケート

内 容 身体測定、育児相談、歯科診察、

小児科医の診察、フッ化物塗布（希望者のみ）

２５日（木）４ヵ月健診
対 象 平成２８年４月生まれ
持参品 母子健康手帳、アンケート

内 容 身体測定、育児相談、

小児科医の診察

２４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（エイブル１階）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 ３・１０・１７・２４・３１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 １７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 ９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 １８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２８年６月生まれ

興離乳食教室（後期）
と き ３０日（火）

受付１０時～１０時３０分
内 容 離乳食指導等
対 象 ８～１０カ月児の保護者

興２回目フッ化物塗布
と き ２５日（木）１３時４５分～１４時
内 容 歯科診察・フッ化物塗布
対 象 平成２６年８月生まれ（希望者のみ）
※必ず歯磨きをして来てください

対象年齢 １５歳以下

診療時間 １９時～２１時

診療場所

①月・木・金・土・日および１月１日～３日

南部地区小児時間外診療センター

（武雄地区休日急患センター）

武雄市武雄町大字昭和３００

緯０９５４（２２）５５９９

②水曜日 ※１月１日～３日を除く

鹿島時間外こどもクリニック

（高津原・鹿島市休日こどもクリニック内）

緯０９５４（６３）１８３８

怯夜間の小児救急医療

③火曜日の小児救急在宅医

※変更になる場合がありますので、受診の際は事前に杵藤地区消防本部救

急医療情報案内または在宅医へ電話で確認してください。

杵藤地区消防本部救急医療情報案内緯０９５４（２２）４２０７

所在地在宅当番医日
嬉野市 嬉野町うれしのふくだクリニック 緯０９５４（４２）１２１１２日（火）
嬉野市 嬉野町森医院 緯０９５４（４３）０７２５９日（火）
鹿島市 古枝中村医院 緯０９５４（６３）９２３４１６日（火）
鹿島市 若殿分田中医院 緯０９５４（６３）４０８０２３日（火）
太良町田代医院 緯０９５４（６７）２１２０３０日（火）

建おくすりノートを持っていきましょう

対 象 者 １１歳～１３歳未満

接種回数 １回

ジフテリアと破傷風の二種混合ワクチンの予防接種です。

夏休みを利用し、体調の良いときに受けましょう。

【今月の特集】

二種混合

予防接種
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６・１３・２０・２７日（土）、
７・１４・２１・２８日（日）、１１日（祝）

市役所
保健センター

１４日（日）
市民交流プラザ
（かたらい）

２・９・１６・２３・３０日（火）、
１１日（祝）、１４日（日）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

１・８・１５・２２・２９日（月）、
１２日（金）

市民図書館

１・８・１５・２２・２９日（月）、
１２日（金）

生涯学習センター
（エイブル）

２・９・１６・２３・３０日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

１・８・１５・２２・２９日（月）、
１２日（金）

産業活性化施設
（海道しるべ）

在宅当番医・当番薬局
受付時間 ９時～１７時
※受診の際は事前に在宅当番医へ電話で確認してください。

建おくすりノートを持っていきましょう
夜 間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内

緯０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は２４ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日
溝上薬局西牟田店別府整形外科 緯（６３）３０６３７日（日）
アルナ薬局浜町店薬師寺医院 緯（６３）５２８１１１日（祝）
アルナ薬局鹿島店納富病院 緯（６３）１１１７１４日（日）
溝上薬局北鹿島店志田病院 緯（６３）１２３６２１日（日）
溝上薬局スカイロード店織田病院 緯（６３）３２７５２８日（日）

平成２８年６月３０日現在

対 前 月 比世 帯 数人 口
鹿島市

世帯１－人２４－世帯１０,７７８人３０,３３５

世帯４＋人１０－世帯５,３７６人１４,０５２鹿 島

世帯１－人８－世帯１,１４６人３,５９７能古見

世帯２－人１＋世帯１,０４５人３,１８２古 枝

世帯４－人９－世帯１,０４３人３,００１浜

世帯０人２＋世帯１,２２２人３,５７１北鹿島

世帯２＋人０世帯９４６人２,９３２七 浦

人１６－人１４,３２１男

人８－人１６,０１４女

鹿島設備 緯（６３）３２２８
大隈設備 緯（６２）１３０２
佐賀庭苑 緯（６２）８８１６
中尾建設 緯（６２）９２５７
兼茂 緯（６３）１６１６
池田設備左官工務店 緯（６２）１７３２
宮園電工 緯（６３）３１５１
峰松建設 緯（６２）２０６８
岡田電機 緯（６３）１１６４
鹿島工設 緯（６３）１３２３

６日（土）
７日（日）

１１日（祝）
１３日（土）
１４日（日）
１５日（月）
２０日（土）
２１日（日）
２７日（土）
２８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

子子育て支援センタ子育て支援センターー
と こ ろ 市民交流プラザかたらい４階（ピオ内）

開館時間 １０時～１７時

閉 館 日 火曜日、祝日、年末年始（１２月２９日～１月３日）、全館清掃日

緯０９５４（６３）０８７４

https://www.facebook.com/wawawapot

詳しくは

怯子育てなんでも相談

どんなことでも気軽に相談ください。
対 象 子育て中の人
栢予約・利用料不要

怯子育てひろば わ・わ・わ ぽっと

親子で自由に遊べる常設のひろばです。
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
栢予約・利用料不要

怯マタニティサロン・ウテロ

マタニティカフェで楽しいトーク♪

と き ２０日（土）１４時～１５時
ところ 市民交流プラザ

かたらい3階和室
対 象 妊娠中の人（託児有り）
栢予約・利用料不要

怯『子育てサポーター』スタッフ募集
『わ・わ・わ ぽっと』で親子見守りなどのサポー

トです。詳しくはお尋ねください。

怯ひろばの集い

８日（月）『ミニミニ縁日ごっこday♪』
場 所 子育て支援センター

栢予約・利用料不要

２２日（月）『親子でクッキングday四』
場 所 市民交流プラザかたらい３階調理室

持 参 エプロン、三角巾

栢材料費１００円（１人あたり）・要予約（先着１５組）

（共通）

時 間 １１時～１１時４５分（予定）
対 象 ５ヵ月～就学前児と保護者



26 Ｈ２８(２０１６).８.1 広報かしま

鹿鹿島の夏といえば、やっさ、やっさ！鹿島の夏といえば、やっさ、やっさ！のの『鹿島おどり』『鹿島おどり』。。
今年は８月５今年は８月５日日（金）（金）・６日・６日（土）（土）の２日間開催されますの２日間開催されます。。
また、鹿島夜市も開催！こどもおどりも１０周年をまた、鹿島夜市も開催！こどもおどりも１０周年を迎迎
ええます。さぁ！ひっきゃ、おどりましょう！えます。さぁ！ひっきゃ、おどりましょう！！！！

鹿島おどり実行委員会事務鹿島おどり実行委員会事務局局
緯緯０９５４（６０）５１４０９５４（６０）５１４５５

詳しくは

第第５５５３３３回回回 鹿鹿鹿島島島おおおどどどりりり

広報かしま 編集・発行

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

１０月号９月号
９月１日８月３日

とと きと き ８月３日８月３日（水）（水）２０２０時時１５１５分～（打ち上げ開始分～（打ち上げ開始））
※雨天の場合は４日（木）に順※雨天の場合は４日（木）に順延延

とと ここ ろろ ・打ち上げ場所 北鹿島富山海・打ち上げ場所 北鹿島富山海岸岸
・大会本部 鹿島港広・大会本部 鹿島港広場場

打ち上げ打ち上げ数数 ２２，，５００５００発発
通行規制通行規制 打ち上げ場所、大会本部、浜干拓周辺に通行規制あ打ち上げ場所、大会本部、浜干拓周辺に通行規制ありり

鹿島市民納涼花火大会実行委員会事務鹿島市民納涼花火大会実行委員会事務局局
（鹿島バスセンター内）（鹿島バスセンター内） 緯緯０９５４（６０）５１４５０９５４（６０）５１４５

詳しくは


