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この夏　この夏、、ジャブジャブ池ジャブジャブ池でで水あそびを楽しんでみませんか水あそびを楽しんでみませんか。。

小さなお子さんでも遊べる浅いプールです　小さなお子さんでも遊べる浅いプールです。。

家族みんなで涼しい夏を過ごしましょう　家族みんなで涼しい夏を過ごしましょう。。

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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 　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
　　　　　（鹿島市観光協会内（鹿島市観光協会内））
　　　　　緯緯０９５４（６２）３９４０９５４（６２）３９４２２

詳しくは

　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４　今年は８月４日日（金）（金）・５日・５日（土）（土）のの２日間開催されます２日間開催されます。。
また、今年もかしま夜市を開催！さぁ！ひっきゃ、おどりましょう！　また、今年もかしま夜市を開催！さぁ！ひっきゃ、おどりましょう！！！

鹿島の夏鹿島の夏はは 鹿島おどり
納涼花火と
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鹿島市民納涼花火大　鹿島市民納涼花火大会会
実行委員会事務　実行委員会事務局局
　（鹿島市観光協会内（鹿島市観光協会内））
　緯緯０９５４（６２）３９４０９５４（６２）３９４２２

 詳しくは

大会本部大会本部　鹿島港広鹿島港広場場
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、大会本部打ち上げ場所、大会本部、、

浜干拓周辺に通行規制あ　　　　　浜干拓周辺に通行規制ありり

会場案内

今年も開催される鹿島市民納涼花　今年も開催される鹿島市民納涼花火火
大会。有明海の海に壮大な火の光を大会。有明海の海に壮大な火の光を映映
し出しますし出します。。
夏の思い出に、ぜひお越しください　夏の思い出に、ぜひお越しください。。土
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皐２０１７年日本ベテランズ国際柔道大会

　開　催　日　６月１８日

　（和歌山県　白浜町立総合体育館）

　【４０～４４歳　８１kg以下級】

　優勝　大島　和也（下古枝）

　※２０１５年大会で優勝し、

　　昨年は準優勝。今大会優勝

　　で、２年ぶりの栄冠に輝か

　　れました。

皐瀬戸内レスリング選手権大会

　開　催　日　５月１４日（山口県　スポーツ村交流村）

　【小学３・４年の部　３２kg級】

　　優勝　田中　秀虎（北鹿島小４年）

皐吹田市民少年少女レスリング大会

　開　催　日　６月１８日（大阪府　吹田市北千里市民体育館）

　【小学５年の部　中量級】

　　優勝　松原　拓郎（北鹿島小５年）

皐西日本学生レスリング新人選手権大会

　開　催　日　７月１日～２日（大阪府　堺市金岡公園体育館）

　【フリースタイル　７４kg級】

　　優勝　嶋江　健太（福岡大１年）

皐全日本選抜レスリング選手権大会

　開　催　日　６月１６日～２０日（東京都　代々木体育館）

　【フリースタイル　７０kg級】

　　３位　中村　百次郎（日本体育大学助手）

　【フリースタイル　５７kg級】

　　３位　田代　拓海（福岡大３年）

　【フリースタイル　６１kg級】

　　３位　嶋江　翔也（日本体育大３年）

皐九州テコンドー選手権大会

　開　催　日　６月２５日（県総合体育館）

　【マッソギ有級１・２年生の部】

　　２位　鶴田　壮理（鹿島小１年）

皐全九州空手道選手権大会

　開　催　日　６月１８日（大和勤労者体育センター）

　【中学生男子重量級の部】

　　３位　堀田　陸志（西部中１年）

皐ＪＡ杯佐賀新聞学童オリンピック大会

　開　催　日　６月２５日（県総合運動場水泳場）

　【５０ｍバタフライ・１００ｍバタフライ】

　　優勝　田中　虎太朗（明倫小６年）

皐第６３回全日本中学通信陸上競技佐賀大会

　開　催　日　６月２４日～２５日（県総合運動場陸上競技場）

　【女子　８００ｍ】優勝　【女子１５００ｍ】２位

　　　　　松浦　亜依（西部中３年）

　【女子走り幅跳び】

　　優勝　山口　眞白（西部中３年）

　【男子１１０ｍハードル】

　　２位　大德　将司（西部中３年）

　【低学年女子８０ｍハードル】

　　２位　中島　花音（西部中２年）

　【女子４×１００ｍ】

　　３位　山口　眞白（西部中３年）、峰松　翠（西部中３年）、

　　　　　西野　天葉（西部中３年）、谷口　ゆい（西部中２年）

皐第５４回佐賀県中学校総合体育大会テニス競技

　開　催　日　６月２４日～２５日（県総合運動場庭球場）

　【男子ダブルス】

　　優勝　成松　駿一郎（西部中３年）、古賀　優也（西部中３年）

　【男子シングルス】

　　３位　笠原　悠希（西部中３年）

寓寓優勝のメダルを手にする優勝のメダルを手にする大大島島さんさん

文文化化・・スポーツの結スポーツの結果果お知
らせ
！

　文化・スポーツの活動で、優秀な成績を収めた個人と団体の大会結果をお知らせします。皆さんおめでとうご

ざいます！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（敬称略、順不同）

ペットボトルはラベルとキャップをはずして出しましょう
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平成３０年４月以降、ラベルとキャップをはずしていない場合、回収ができません

　リサイクルするペットボトルの引き取り基準が厳しくなりま

した。ラベルもはずして『ペットボトル用』の指定袋で出してく

ださい。平成２９年９月から平成３０年３月までは移行期間と

しています。

　 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

　適正なリサイクルのため、
　　皆さんひとりひとりのご協力をお願いします！



広報かしま　Ｈ２９(２０１７).８.15

採 用 情 報

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（火）～８月２１日（月）

　　　　　　８時３０分～１７時１５分（土・日・祝日を除く）

第一次試験

　と　　き　９月１７日（日）９時３０分集合

　と　こ　ろ　鹿島市役所（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２１日（月）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６２年４月２日から平成８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８年４月２日から平成１２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６２年４月２日から平成８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８年４月２日から平成１２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５２年４月２日から平成８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３０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３０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６２年４月２日から平成８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３０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５２年４月２日から平成８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

鹿島市職員を募集します

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２８日（土）・２９日（日）９月５日（火）

～９月２９日（金）

医学科学生
防衛医科大学校

１０月１４日（土）看護学科学生（自衛官コース）

９月１６日（土）～１８日（祝）～９月８日（金）１８歳以上～２７歳未満一般曹候補生

 　自衛隊武雄地域事務所　緯０９５４（２３）８３０４詳しくは

その他の採用情報
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情報掲示板ワイド

臨時的任用職員・日日雇用職員を募集します
募
　
集

提出方法　市のホームページからダウンロードした専用履歴書または提出先に備え付けの専用履歴書に必要事項を

　　　　　記入して、提出してください。（郵送可、消印有効）

恭募集期間　８月１日（火）～１０日（木）　※土・日曜日を除く

恭試験日時　８月２１日（月）　１３時～　鹿島市役所　※日時、場所は変更する場合があります

恭採用試験実施要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先
　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３－１

　総務課職員係（市役所３階）　緯０９５４（６３）２１１３
賃金勤務時間・形態勤務内容雇用期間募集人員募集区分

７,０６０円／日
８時３０分～１７時１５分
月～金曜日（祝日を除く）

パソコンを使った所
属部署の業務等

平成２９年９月１日（予定）

　　～平成３０年２月２８日

※３月３１日まで更新できる場合あり

１人
臨時的任用職員
［一般事務］

恭募集期間　８月１日（火）～１５日（火）　※１３日（日）を除く

恭試験日時　８月１８日（金）　市民交流プラザ３階

恭採用試験実施要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先
　〒８４９－１３１１　鹿島市大字高津原４３２６－１

　市民交流プラザかたらい管理室　緯０９５４（６３）３０３０

１,０８１円／時
昼（平日）９時３０分～１７時
昼（土・日・祝日）８時３０分～１７時
夜（平日・土・日・祝日）１７時～２２時

かたらいの受付事務、施設
管理、一般・経理事務など
（昼・夜間でのローテーション勤務）

平成２９年９月１日

　　～平成３０年３月３１日
若干名

かたらい管理室
日日雇用職員

　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　　　　４２,２９０円

　潤子ども２人以上の加算額（全額支給の場合）

　　　２人目　　　　　　　　　９,９９０円

　　　３人目以降１人につき　　５,９９０円

 　福祉課社会福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

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１４日（月）～１５日（火）　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）
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市民と議員の意見交換会
～あなたの声を聴かせてください～

お
知
ら
せ

開催場所・『テーマ』　※時間１９時３０分～２１時開催日

［能古見地区］能古見公民館［鹿島地区］市民交流プラザかたらい
８月２１日（月）

『中山間地域の振興』『治山治水対策』ほか『鹿島の防災』『モリナガ周辺市道整備』ほか

［七浦地区］七浦公民館［浜地区］浜公民館　
８月２３日（水）

『道路整備＆高潮対策』『人口減少高齢化問題』ほか『農業後継＆法人化』『ノリ漁場のカモ対策』ほか

［北鹿島地区］北鹿島公民館［古枝地区］古枝公民館
８月２８日（月）

『農業後継者問題』『鹿島市中村住宅整備』ほか『祐徳門前下水道整備』『浜川河川改修』ほか

　皆さんお誘い合わせの上、ぜひ、ご参加ください。　　　　　 　議会事務局　緯０９５４（６３）２１０４詳しくは

『さが未来スイッチ交付金』事業を募集！

対象事業　

　地域住民を中心とした団体が取り組む、交付決定後

に開始し平成３０年３月末までに完了する次の事業

毅区分Ａ（ソフト事業）

　主に地域の維持・活性化のための事業（イベント等）

　【補助率等】補助対象事業費の９割

毅区分Ｂ（ハード事業）

　伝承芸能の道具等の整備、公民館等の建設・修繕等

　【補助率等】補助対象事業費の７割（上限２５０万円）

申請方法　

　市役所３階企画財政課または市ホームページにある

申請書に必要事項を記入のうえ、企画財政課まで提出

してください

申請締切　８月１０日（木）期限厳守

※その他詳細は、お問い合わせください

 　

　企画財政課企画係　緯０９５４（６３）２１０１

申込・問合せ先

募
　
集

　地域の維持・活性化のためのイベントや地域コミュニティの強化に対する事業に補助金が交付される平成２９年度

『さが未来スイッチ交付金』の募集を随時行っています。ぜひ、ご活用ください。

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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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

　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１４日（月）～８月２８日（月）

　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

怯卓球教室　
と　き　９月２日～１０月７日（毎週土曜日）
　　　　１８時～２０時　※９月３０日除く
ところ　北鹿島体育館
対　象　小学生２０人

怯子ども体操教室　
と　き　１０月４日～１１月２２日（毎週水曜日）
　　　　１７時３０分～１８時３０分
ところ　鹿島小学校体育館
対　象　小学生低学年２０人

怯硬式野球体験教室　
と　き　９月２日～１０月２８日（毎週土曜日）、１０月１日（日）
　　　　１６時～１８時　※９月３０日、１０月１４日除く
ところ　市民球場
対　象　中学３年生３０人

栢その他（共通）
　参　加　費　クラブ会員／無料　　一般参加／各２,０００円
　　　　　　※別途、保険料８００円
　　　　　　（保険料は複数申し込みでも８００円のみです）
　申込期限　８月３１日（木）１７時まで

　 　スポーツライフ・鹿島事務局（鹿島市体育協会内）
　　　　　　　緯０９５４（６２）３３７９
申込・問合せ先

スポーツライフ・鹿島　教室参加者募集
募
　
集
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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

受給中の人は更新をお忘れなく！！
－　ひとり親家庭等医療費助成制度　－

お
知
ら
せ

　『母子家庭』『父子家庭』『父母のいない子ども』『寡

婦』が、病院などの医療機関で診療を受けた場合、医

療費の一部負担金（保険診療分）を助成します。

　ただし、１人当たり１カ月５００円までは個人負担

となります。

　また、寡婦は、１カ月につき一部負担金から

１,０００円を控除した額の半額が助成額となります。

助成対象者

　潤ひとり親家庭の父・母・子ども（６ページ参照）

　潤父母のいない子ども

　潤かつて母子家庭であった健康保険被保険者本人で

　　ある一人暮らしの母親（寡婦）

　※公的年金の受給者も該当します。ただし、前年の

　　所得が一定額以上あるときは助成できません。

　※０歳から中学生の子どもは、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１４日（月）～１５日（火）　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（全員分）、

　　　　　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
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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　織田　良正さん（織田病院）

　潤ゆうあい一座　　　１１時２０分～

　潤演芸交流会の部　　１３時～

　　・七浦保育園和太鼓披露　・単位クラブ発表

　潤故郷演芸交流会　　１４時３０分～

　　・高橋浩寿　・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２３日（水）～２４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２２日（火）

　　　　　９時～１５時

　　　　　市民会館第４会議室

※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２４日（木）

　　　　　９時～１６時

と　こ　ろ　市民会館大ホール

　『農地利用の最適化』のため、７月から８月にかけて農地パトロール（利用状況調査）を行っています。農地パト

ロールで、『遊休農地』と判断された場合は、農地の利用意向調査をお願いすることになりますので、その際はご協

力をお願いします。

農地パトロール（利用状況調査）にご協力ください
お
知
ら
せ

　調査の対象となるのは、市内全ての農地です。市から委任された農業

委員と農地利用最適化推進委員が調査されます。場合によっては農地へ

立入ることもありますので、ご理解とご協力をお願いします。

農地パトロールとは
①地域の農地利用の確認　②遊休農地の実態把握と発生防止・解消　

③違反転用発生防止・早期発見を行い、地域の農地の状態を把握する

取り組みです。（人で言えば、診察を行ってカルテを作るようなもの

です。処方箋（＝対応策）を考える上で不可欠な基礎情報の収集活動

になります。）
 　農業委員会事務局

　　　　　緯０９５４（６３）３４１７

詳しくは

寓過去の農地パトロールの様子

ＥＭインストラクター講座を開催します　
お
知
ら
せ

　微生物の力を活用して環境に優しい生活を実践するため、ＥＭの実際の使い方など全５回コースで開催します。

　全受講者にはインストラクターとしてＮＰＯ地球環境共生ネットワークから認定されます。ご家庭などでも活用

できますので、ぜひ、参加してください。

内　容実施日
ＥＭについて９月９日
ＥＭの培養について（ボカシ他）　　１６日
ＥＭの利用方法　　２３日
ＥＭを使った農業活用実践　　３０日
まとめ（ＥＭに関する最新技術の取り組み紹介）１０月７日

と　　き　９月９日～１０月７日

　　　　　（毎週土曜日）

　　　　　１３時～１５時　※全５回

と　こ　ろ　市役所５階大会議室

講　　師　原田　直隆さん

　　　　　（ＮＰＯ地球環境共生ネットワーク理事）

定　　員　先着３０人

 　鹿島市環境衛生推進協議会事務局（環境下水道課内）

　　　　　　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・・・
　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

クールシェアに取り組もう！
　今年も８月は猛暑が予想されています。

　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

温暖化対策・人権の輪

　『部落差別の解消の推進に関す

る法律（部落差別解消法）』が平

成２８年（２０１６年）１２月１６

日に公布、施行されました。全６

条からなる法律で『部落差別』と

いう言葉を用いた法律です。

　部落差別の問題（同和問題）は、

日本社会の歴史的発展の過程で形

づくられ、特定の地域出身である

ことやそこに住んでいるという理

由で日常生活の上でさまざまな差

別を受ける、日本固有の重大な人

権侵害の社会問題です。残念なが

ら、この問題に起因する事件は、

結婚差別事件、戸籍謄本等不正取

得事件、就職差別事件、差別投書・

落書き･電話事件等、全国で現在

も発生しています。また、イン

ターネットを利用し、差別を助長

するような書籍を出版し、ネット

販売を計画するという悪質な差別

事件も発生しています。

　差別や偏見に基づくこうした行

為は、人間の尊厳を傷つけるもの

であり、決して許されないもので

す。私たちは、日本社会が形成し

た部落差別問題をこの法律が制定

されたことをきっかけにして部落

差別解消への道を一層推し進める

必要を感じます。そのためには差

別の現状を知り学習の機会を持つ

ことも必要です。

　佐賀県では、この問題を受けて

平成３年から毎年８月を『同和問

題啓発強調月間』とし、さまざま

な啓発活動を実施し差別をなくす

運動を行ってきました。鹿島市で

もこの月間に合わせて街頭キャン

ペーン、講演会、横断幕の掲揚を

行います。特に今年の講演会につ

いては、ノンフィクションライ

ターの 角岡  伸彦 さんを講師に招き
かどおか のぶひこ

８月９日に市民会館で開催します。

　市民の皆さんがこの８月を同和

問題についての正しい理解と認識

を深める機会としていただければ

幸いです。

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

子どもの健診や子育て相談などの問合せ先

保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３

August

８月 く ら し のカカカカカカカカカカレレレレレレレレレレンンンンンンンンンンダダダダダダダダダダカレンダーーーーーーーーーーー

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

場所：保健センター（エイブル１階）怯子育て・相談・教室
備考受付時間開催日行事名

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

１０時～１０時３０分２・９・１６・２３・３０日（水）母子健康手帳交付

内　容　体重測定、個別相談
対　象　平成２９年６月生まれ

１３時３０分～１３時５０分１７日（木）２か月児相談

内　容　身体測定、個別相談（健康、栄養、歯科等）
対　象　乳幼児と保護者

１３時３０分～１４時３０分１６日（水）赤ちゃん相談

内　容　離乳食指導・試食等
対　象　５・６か月児の保護者

１０時～１０時３０分１日（火）離乳食教室（前期）

内　容　離乳食指導
対　象　８～１０か月児の保護者

１０時～１０時３０分２９日（火）離乳食教室（後期）

内　容　歯科診察、フッ化物塗布
対　象　平成２７年８月生まれ（希望者のみ）

１３時４５分～１４時２４日（木）２回目フッ化物塗布

内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

９時３０分～１０時３０分２日（水）成人健康相談

内　容　歯・栄養の話、赤ちゃんのお風呂の入れ方
対　象　妊娠６か月以降の妊婦

１３時１０分～１３時３０分９月１日（金）マタニティスクール

建おくすりノートを持っていきましょう

毎日
（１９時～２１時）

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

日曜・祝日および１月１日～３日
（９時～１７時）

鹿島市休日こどもクリニック

（高津原）

緯０９５４（６３）１８３８

水曜日（１月１日～３日を除く）
（１９時～２１時）

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

※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
嬉野市太田医院　　　　　緯０９５４（４３）１１４８１日
鹿島市織田病院　　　　　緯０９５４（６３）３２７５８日
鹿島市田中医院　　　　　緯０９５４（６３）４０８０１５日
嬉野市樋口医院　　　　　緯０９５４（４３）１６５２２２日
嬉野市福田医院　　　　　緯０９５４（４３）０５５０２９日

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

場所：保健センター（エイブル１階）怯子どもの健診
備考受付時間開催日行事名

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

１３時１０分～１３時３０分

２３日（水）
４か月児健診

（平成２９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・小児科医の診察、　
　　　　フッ化物塗布（希望者のみ）

２４日（木）
１歳６か月児健診

（平成２８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、フッ化物塗布（希望者のみ）

１０日（木）
３歳６か月児健診

（平成２６年１月生まれ）

佐賀南部地区小児時間外診療佐賀南部地区小児時間外診療佐賀南部地区小児時間外診療

子どもの健診、子育て・相談・教室子どもの健診、子育て・相談・教室子どもの健診、子育て・相談・教室
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５・１２・１９・２６日（土）、
６・１３・２０・２７日（日）、１１日（祝）

市役所
保健センター

１３日（日）
市民交流プラザ
（かたらい）

１・８・１５・２２・２９日（火）、
１１日（祝）、１３日（日）

子育て支援センター
（わ・わ・わ　ぽっと）

７・１４・２１・２８日（月）市民図書館

７・１４・２１・２８日（月）
生涯学習センター
（エイブル）

１・８・１５・２２・２９日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

７・１４・２１・２８日（月）、
１２日（土）

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１２ページをご覧ください

当番薬局在宅当番医日
アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８６日（日）
祐信堂薬局田中医院　緯（６３）４０８０１１日（祝）
オダ薬局森田医院　緯（６３）３９５６１３日（日）
前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０２０日（日）
溝上薬局スカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５２７日（日）

平成２９年６月３０日現在

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿島市

世帯３－人３４－世帯１０,７８７人２９,９０１

世帯０人１１－世帯　５,４０４人１３,９４８鹿　島

世帯１＋人５＋世帯　１,１６１人  ３,５７７能古見

世帯２－人９－世帯　１,０４５人  ３,１３１古　枝

世帯１＋人０世帯　１,０２２人  ２,８７７浜

世帯５－人２１－世帯　１,２１７人  ３,５０８北鹿島

世帯２＋人２＋世帯　　　９３８人  ２,８６０七　浦

人２１－人１４,０７３男

人１３－人１５,８２８女

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
兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
池田設備左官工務店　緯（６２）１７３２
宮園電工　　　　　　緯（６３）３１５１

　５日（土）
　６日（日）
１１日（祝）
１２日（土）
１３日（日）
１４日（月）
１５日（火）
１９日（土）
２０日（日）
２６日（土）
２７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

　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
※就学前児と兄弟の小学生は利用できます。
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day～子育てひろ
ば来場の妊婦さんを対象に、妊
娠・出産の不安や悩みの相談に
対応します。

と　き　１０時～１７時
栢利用料不要

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

休　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

怯ひろばの集い

７日（月）

『オリジナルうちわで

　　　　　　盆おどりday♪』

２８日（月）

『やさいでぺったん ！

　　　　　　海のお魚 day四』

（共　通）

　場　所　子育て支援センター

　時　間　１１時～１１時４５分（予定）
　対　象　５ヵ月～就学前児と保護者

栢予約・利用料不要

※詳しくはfacebookをご覧ください



14 Ｈ２９(２０１７).８.1　広報かしま

浜川の水辺で乾杯！

　７月１４日、浜大橋を会場として全国一斉『水辺で乾杯！』イベントが

行われました。

　『「風景想像力」身近ないつもの水辺を創造的にイメージする人が増える

と、知らなかった地域の魅力がきっとみつかる。』を全国テーマに、肥前

浜宿水とまちなみの会が浜川への感謝や水辺のまちづくりを盛り上げよ

うと行ったもので、参加者は午後７時７分に浜大橋に集まり、上流に向け

て浜宿の日本酒を片手に、一斉に「乾杯！」と声を上げてイベントを楽し

んでいました。会場付近では、浜祇園祭も開催され、たくさんの人が鹿島の酒を堪能していました。

鹿島ドリームシップ出航！

　７月８日、鹿島新世紀センターで『第３３回鹿島ドリームシップ開講

式』が行われました。式では、江島教育長より『鹿島と沖縄の意外な縁』に

ついての話があり、研修に向けて、沖縄をより身近に感じることができま

した。最後に、今回参加する団員を代表して峰松龍之介さん（浜小６年）

が「沖縄から帰って来た時にひと回りもふた回りも成長できるよう頑張り

ます」と力強く決意の言葉を述べました。

　団員は、３回の事前研修を経て、８月２５日～２７日２泊３日の日程で沖縄県での研修に臨みます。

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
川島金属株式会社が
　　　　鹿島市に進出します

　６月２８日、工学・医療・自動車機器等の部品を製造する

ための金型となるモールドベースの製作や関連部品の販売

を手掛ける川島金属株式会社（埼玉県川口市）の川島康裕代

表取締役社長が出席され、進出協定調印式が行われました。

　平成３０年５月に谷田工場団地で操業を開始する予定で、

最新鋭の設備が整えられ、同社の基幹工場となります。

　今回の進出により、正社員３０人を雇用する予定で、若年

層を中心に新たな雇用創出や地域経済の振興に寄与するも

のとして、大いに期待しています。

自然の館に『東屋（あずまや）』が完成しました

　自然の館ひらたにの正面に休憩所『東屋』が完成しました。佐賀県産木材を使った、座り心地の良いベンチもた

くさん設置しています。

　近くには流し台もありますので快適な

バーベキュー場として、また、野外でゆっ

くりとくつろげる憩いの場としてお気軽

にご利用ください。

 　自然の館ひらたに

　　　　　緯０９５４（６４）２５７９

詳しくは
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交通安全自転車県大会　七浦小３位入賞！

　６月２４日、佐賀市大和勤労者体育センターで、『第５１回交通安全子

供自転車佐賀県大会』が開催され、地区大会で優勝した七浦小学校が出場

しました。

　この大会は、４人１チームで、学科テストと実技テストの点数を競うも

ので、七浦小学校は、各地区代表の１６チーム中、見事３位入賞を果たし

ました。 寓寓平田穣司さん、中島匠太郎さん、木原慧士さん、木原慎大郎さ平田穣司さん、中島匠太郎さん、木原慧士さん、木原慎大郎さんん

伊能大図パネル展が開催されました

　６月１７日～１８日、市民体育館で『伊能大図パネル展』が開催されました。

　『伊能大図』とは、江戸時代に日本で最初に正確な日本地図を作成した

伊能忠敬が作った最大の日本地図です。

　今回展示した地図は、中国四国地方から九州地区にかけての地図で、縦

２１ｍ、横１２ｍの大きさがあります。展示会には市内外から多くの人

が来場され、地図の大きさや現在とは異なる海岸線、当時の地名などを興

味深く観察されていました。また、千葉県香取市の伊能忠敬記念館学芸

員による講演会や、伊能忠敬が行った測量体験なども開催されました。

　この催しは、鹿島市の友好都市である香取市の協力により実現したも

のです。９月に北鹿島体育館、１１月に七浦海浜スポーツ公園体育館でも開催予定ですので、ぜひ、ご来場ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　生涯学習課社会教育・文化係　緯０９５４（６３）２１２５詳しくは

創き生きまちおこしサミット２０１７鹿島市大会が開催されました

　７月６日～７日、地方創生に関する取り組みについて国や地方自治体、

民間企業などが情報交換を行う『創き生きまちおこしサミット２０１７』

が開催されました。これは地方の取り組みなどを報告し合い、地域振興

に活かすことを目的に行われたもので、高知県梼原町や岐阜県白川村な

ど、６人の市町村長のほか、民間企業や市内農業関係者が参加しました。

　１日目は、割烹清川で帝京大学教授の金子弘道さんやワールドファー

ム会長の幕内進さんが、地方創生を進めるうえでの課題や農業からはじ

まる地方創生などについてそれぞれ講演されました。その後、シンポジ

ウムが行われ、出席した市町村長から地方創生の取組み状況の報告や国への要望などがありました。

　２日目は、祐徳稲荷神社や肥前浜宿酒蔵通り、道の駅鹿島でのさまざまな取組みを視察されました。

福岡で鹿島フェア大盛況！

　７月３日～２８日、福岡市博多駅前の九州

郷土料理わらびで、『鹿島フェア』が開催され

ました。

　期間中は市内６蔵の日本酒がそろい、鹿島

産物を使った『くちぞこの煮つけ』『わらび風

鹿島野菜のシシリアンライス』『鹿島産野菜のてんぷら』など約３０種類のメニューが提供されました。また、店内

には特産品販売コーナーも設けられ、たくさんの人に鹿島の味を堪能していただきました。
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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！
会費　１年コース　１,０００円
　　　３年コース　３,０００円
　　　（高校生以下　各半額）
特典　「えいぶる事業」のチケット代金
　　　の割引や先行予約、「えいぶる
　　　講座」の受講などができます。
　　　３年コースは、入会・更新時に
　　　５００円のクーポン券を贈呈。

 　

　鹿島市民立生涯学習・文化振興財団

　緯０９５４（６３）２１３８

　姉０９５４（６３）３４２４

　HP　http://kashima-able.com/

詳しくは

に行ってみよう

エイブルからのお知らせなど

受　講　料ところ開講期間講　師定員講座名

５００円／１回
※別途材料代必要

エイブル２階

音楽スタジオ

９月１日～
平成３０年２月１６日
［金曜日　全１２回］
１０時～１２時

森　伊佐さん１５人はじめての編み物教室

会　員　　　５００円
一　般　１,０００円

エイブル２階

和室
９月９日（土）
１３時３０分～１５時

古賀　香織さん２０人
公開講座

笑って健康！笑いヨガ

『大村室内合奏団』の本格的な演奏を、幼児から楽しめる親子コンサート。

と　　き　９月２４日（日）１４時～

と　こ　ろ　エイブルホール　（全席指定）　発売中

料　　金　大人（一般）１,０００円　高校生以下（一般）５００円

　　　　　大人（会員）　５００円　高校生以下（会員）　無料

※３歳未満は大人１人につき１人膝上鑑賞可。（ただし、席が必要な場合は有料）

※おむつ替え、授乳スペースあり

～ 心 の 表 現 ～

　７月～９月は、今年生誕１００周年の日

本画家、岩永京吉さんの作品展示です。今

回は『心の表現』というテーマで、岩永京

吉美術館所蔵作品から

展示しています。学生

の頃に模写された１０

ｍを超す大作『鳥獣人

物戯画』は必見です。

第二期展示　～９月１日（金）

ギャラリートーク

と　　き　８月１９日（土）　１０時～

と　こ　ろ　エイブル２階　交流プラザ

講　　　　師　岩永京吉美術館館長　石川　宗晴さん

わくわく☆理科教室　※小学生対象、先着２０人
　理系の図書館長といっしょに実験やものづくりを楽しもう！
　ペットボトルで“空気砲”、冷凍庫なしで“シャーベットアイス”
を作ってみませんか？参加費は無料です。
　このほかの実験も準備していますので、ぜひご参加ください。
と　　き　８月２０日（日）１４時～１６時
と　こ　ろ　エイブル３階研修室
持　参　品　水筒、図書館カード
申込方法　電話、カウンター受付

噛長期休館のお知らせ噛
　図書館は蔵書点検とシステム更新作業のため、９月１５日（金）から
２９日（金）まで休館します。ご迷惑とご不便をおかけしますが、ご協
力をよろしくお願いします。

　　　　　　 　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

床　の　間
コーナー  岩永 　

いわなが

 京吉 　展
きょうきち

大野雄二＆ルパンティック・シックス
～ Lupintic Jazz Night～

宝くじ
文化講演

『ルパン三世』音楽の生みの親、大野雄二が新生『ルパンティック・シックス』

を率いたジャズコンサート。　８月５日（土）発売

と　　き　１０月２９日（日）１６時～

と　こ　ろ　市民会館（全席指定）

料　　金　大人　　　　２,０００円

　　　　　高校生以下　１,０００円

※当日各５００円増し（会員の割引はありません）

※宝くじの助成により、特別料金となっています

OMURA室内合奏団親子コンサート第５回
えいぶる事業

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。えいぶる講座　募集中講座

　ロシアのトップレベルの音楽家が来日し、クラシックコンサート

を開催します。気軽にクラシック音楽に触れてみませんか。

　　　　と　　き　１０月３日（火）１８時３０分～

　　　　と　こ　ろ　エイブルホール

　　　　応募期限　９月１５日（金）必着
　　　　※応募はハガキまたはエイブル２階窓口まで

入場無料

全席自由

要入場券

演奏曲：ピーターと狼　ほか喰

第６回
えいぶる事業 日露交歓コンサート２０１７

寓寓岩永京吉さ岩永京吉さんん
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№１４０（特別編）

こんなときこのひとこと、学校だより

　７月でソフィア先生が鹿７月でソフィア先生が鹿島島

を離れられましたを離れられました。。

今回、皆さんへメッセー　今回、皆さんへメッセージジ

をいただきましたをいただきました。。

　平成３０年４月に現在の鹿島高校

と鹿島実業高校を再編し、 (新)鹿島

高校が設立されます。

　校舎は、両校舎を利用する『校舎

制』となります。

【めざす学校像】

　心身ともに逞しく生きる力を持ち、

豊かな人間性と知性を兼ね備えた、

広く社会に貢献する人材を育てる学

校。

【特色】

（普通科）普通科教科を中心に学力を

充実・向上させ、大学等高等教育機

関への進学を目指す。

（商業科）ビジネス社会で生き抜いて

いくための基礎知識や技能を習得し、

将来のビジネスのスペシャリストと

なる人材を育成する。

（食品調理科）食分野に関する専門的

な知識や技能を習得し、将来の食の

スペシャリストとなる人材を育成す

る。(卒業時に調理師免許を取得)

【部活動】

　再編前の両高校におかれている部

活動は、原則、新高校でもすべて設

置する予定です。

（体育系）野球(男)、陸上競技(男女)、

サッカー(男)、バスケットボール

(男女)、バレーボール(男女)、ソ

フトテニス(男女)、テニス(男女)、

柔道(男)、卓球(男女)、剣道(男

女)、弓道(男女)、レスリング (男)、

ソフトボール(女)

（文化系）吹奏楽、書道、図書・文芸、

写真、天文科学、美術、食物、情報

処理、手芸、茶華道、ＪＲＣ(同好

会)、囲碁(同好会)

（新）鹿島高校について

鹿島実業高等学校

校学 だ よ り

No.２４３

１年間ありがとうございました。

ここで楽しいことがたくさんありました。

市民の皆さんに、とても親切にしてもら

いました。いつかまた日本を訪れること

を楽しみにしています！

Thank you for one year.
I have had so much fun here.
Everyone has been so nice. I look forword to 
visting Japan again someday!

ソフィア先生

寓鹿島実業高校の校舎と赤門
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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

予防接種を受けましょ予防接種を受けましょうう

・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。

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。

　国保の人の特定健診を保健センターで行います。同時に肝炎ウイルス検診、ピロリ菌検査も行いますので、ぜひ、

受診してください。事前の申込みをお願いします。

と　　き　８月２０日（日）８時３０分～１０時　　　　　　　　　　　 　保健センター（エイブル１階）

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）　　　　　　　　　　　　　　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

特定健診・肝炎ウイルス検診・ピロリ菌検査を実施しま特定健診・肝炎ウイルス検診・ピロリ菌検査を実施しますす

特定健診
対　象　者　今年度４０～７４歳になる国保加入者

内　　　　容　身長・体重・血圧測定・

　　　　　血液検査・尿検査・診察

料　　金　１,０００円

※今年度、すでに国保特定健診を受診した人、国保人

間ドック・脳ドックの助成を受けた人は受診できませ

ん。対象者には、事前に受診票、受診券を配布してい

ますが、紛失した人はご連絡ください。

肝炎ウイルス検診
対　象　者　３０歳以上でこれまでに検査をしたことがない人　※国保加入者でなくても受診可能

内　　　　容　血液検査・問診

料　　金　毅B型＋C型　７００円　　毅B型のみ　３００円　　毅C型のみ　４００円

※事前に検査を希望された人には受診票を送付していますので持参してください。

　新たに希望する人や紛失した人はご連絡ください。

今年度４０・４５・５０・５５・６０・６５歳

の人、市民税非課税世帯・生

活保護世帯の人は無料

ピロリ菌検査
対　象　者　今年度３０～３９歳になる人

　　　　　（昭和５３年４月２日～昭和６３年４月１日生）

　　　　　※国保加入者でなくても受診可能

内　　　　容　血液検査・問診

料　　金　３００円

定　　員　２００人

※定員になり次第、締め切ります。申し込みをされた

　人には、後日問診票を送付します。

市民税非課税世帯・生活

保護世帯の人は無料

　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは
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対　象　区月　日対　象　区月　日

行成・末光・中浅浦
１１月６日
（月）午前

東町・上浅浦・大野・大殿分・大村方・七開・
古城・組方・江福・飯田

８月１８日
（金）午後

若殿分・新方・湯ノ峰・庄金・南舟津・
中町・本町

１１月１０日
（金）午前

世間・重ノ木・筒口・中尾・久保山・八宿・
乙丸・小宮道・東塩屋・西塩屋

８月２１日
（月）午後

中村・森・土井丸・井手・母ケ浦
１１月１４日
（火）午後

横田・井手分・中川内・鮒越・
上古枝・龍宿浦

８月２２日
（火）午前

高津原（１）
１１月２４日
（金）午前

納富分・下古枝
８月２９日
（火）午後

高津原（２）
１１月２７日
（月）午前

小舟津・東三河内・西三河内・川内・白鳥尾・
中木庭・山浦開拓・番在開拓・平仁田開拓

９月４日
（月）午前

野畠・北舟津・三部・新籠・常広・音成
１２月４日
（月）午後

城内・大手・中牟田・山浦・浜新町
９月６日
（水）午後

馬渡・伏原・下浅浦・広平・貝瀬・土穴・
本城・奥山・竹ノ木庭・嘉瀬ノ浦・大宮田尾・
西葉・矢答

１２月６日
（水）午後

西牟田・新町・犬王袋・早ノ瀬
９月１９日
（火）午前

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８日
（金）夜間

執行分・大木庭・南川
９月２１日
（木）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

１０月１５日
（日）午前

　子宮頚がん検診は、毎年受けられるようになりました。

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

　保健センター（エイブル１階）

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

　※ただし、次に該当する場合は、年間上限額４４６，４００円（３７,２００円×１２月）となります。（３年間）

　　胸同じ世帯全ての６５歳以上の人の利用者負担割合が１割

　　胸同じ世帯の６５歳以上の人の課税所得が１４５万円未満、かつ、６５歳以上の人の収入合計が５２０万円未満（単身

　　　の場合は、３８３万円未満）

 　杵藤地区介護保険事務所（http://www.kitou-web.jp/kaigo/）　　　　市保険健康課長寿社会係

　　　　　緯０９５４（６９）８２２１　　　　　　　　　　　　　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

　現在お持ちの『介護保険負担限度額認定証』の有効期限は７月３１日までのため、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。※更新申請期限８月３１日（木）

　申請に必要な書類
毅介護保険負担限度額認定申請書　毅同意書（本人・配偶者（いる場合）の押印が必要）

毅添付書類（預貯金等の資産状況を確認できるものの写し）

負担限度額認定の更新申請について

介護保険事務所からのお知らせ
　８月から高額介護サービス費の自己負担上限額が変更になります。

変更後［８月から］
閣

変更前［７月まで］同じ世帯のどなたかが市町民税

を課税されている場合 ４４,４００円（月額）３７,２００円（月額）
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　新たに森林を売買、相続などで取

得して所有者になった場合は、農林

水産課まで届出をお願いします。

届出期間　所有者となった日から９０日以内

届出に必要なもの

　毅権利を取得したことがわかる書類

　　（登記事項証明書、土地売買契約書　など）

　毅印鑑（認印）　毅位置図

 　農林水産課農山漁村係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

 

　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。

と　　き　９月５日（火）

　　　　　１３時３０分～１６時

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

内　　容　特別講演『腰痛予防』

 　武雄労働基準監督署

　　　　　緯０９５４（２２）２１６５

 

　９月の『がん征圧月間』に合わせ

て、県内の状況やがん予防などにつ

いて勉強会を開催します。参加は無

料です。ぜひ、申し込みください。

と　　き　９月１日（金）～３０日（土）

と　こ　ろ　県内ミズ店舗

　　　　　（溝上薬局、漢方みず堂　ほか）

 　ミズ地域連携・予防事業グループ

　　　　　緯０９５２（２２）７９７４

おお知知ららせせ
森林の土地を取得したら
届出をお願いします

詳しくは

全国労働衛生週間説明会
のご案内

詳しくは

がん予防勉強会
のご案内

詳しくは

 

　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（日）　８時１５分

　　【広島市原爆投下の日】

　煙８月９日（水）　１１時２分

　　【長崎市原爆投下の日】

　煙８月１５日（火）　１２時

　　【終戦記念日】

 　総務課総務係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１１

戦没者追悼のため
サイレンを鳴らします

詳しくは

 

　補助を希望される人は、着工前に

申請してください。

申請期限　平成３０年３月３０日（金）

補助金額　設置する太陽電池の最大出力（kW）

　　　　　に２万円を乗じた額（上限６万円）

対象工事

　①市内の既存または新築の住宅であることまた、屋根

　　などへの設置に適したもので、低圧配電線と逆潮流

　　有りで連結していること

　②太陽電池の最大出力が１０kW未満であること

　③補助対象経費が１kW当たり６５万円以下であること

　④設置工事は県内の業者が行うこと

申請に必要な書類

　①住民票（世帯全員記載）の写し

　②市税滞納のない証明

　③工事見積書（図面などを含む）の写し

　④施工前の写真

　⑤その他市長が必要と認める書類（該当者のみ）

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

太陽光発電設置補助金
のお知らせ

詳しくは

 

※（　）内は前年比

怯あなたは『歩行者優先』を守っていますか？・・・・横断歩道に近づいたら、横断しようとする人がいないか　

　確認し、横断しようとする人や横断中の人がいたら停止して歩行者を通行させなければなりません。停止　

　しなかったり、歩行者の通行を妨害した場合、『横断歩行者等妨害等違反』として検挙の対象となります。

 　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１

平成２９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
（＋５３０）９,６０６件（－４４３）４,３７２人（　００）１６人（－３０２）３,３２８件佐 賀 県 内
（－０４０）５１８件（－　３７）２０５件（＋０１）２人（－　１９）１６７件鹿島警察署管内
（＋００６）２７４件（－０２９）１０２件（　００）０人（－０１２）８４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。該当する人は早急

に福祉課で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

情報掲示板　愚　お知らせ

　平成２９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１日

祝　儀
鹿島市学校給食納入組合通常総会５,０００円６月１３日
『碁聖』寛蓮の囲碁殿堂入り祝賀会５,０００円６月２日

会　費
鹿島市観光協会通常総会４,０００円６月７日
鹿島地区安全運転管理者協議会通常総会３,０００円６月９日
叙勲受章祝賀会６,０００円６月１７日
日本酒、赤貝缶詰ほか（佐賀県観光説明会ＰＲ用）４３,３２２円６月２３日

接　遇 ハウスみかん（神奈川県足柄下郡箱根町議会へおみやげ用）８,４００円６月２７日
鹿島錦印鑑入れ、名刺入れ（日本棋院へおみやげ用）２２,０００円６月３０日
４月からの累計　１３８,５７４円１０１,７２２円合　計

平成２９年６月
市長交際費支出状況表
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恭夏の作業もおまかせください。

　『草払い、草取り』『農作業』『庭

木剪定』『家事』『網戸、襖張り替え』

『はがき書き』など、いろいろな作

業について気軽にご相談ください。

恭家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉

のチップ堆肥はいかがですか。

　『袋詰め』やトラック『バラ積み』

で販売しています。

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１７日（木）８時３０分～

※当日ご都合がつかない人は、前日　

　までにセンターへご持参ください。

恭会員を募集しています。

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１７日（木）９時３０分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

 

　鹿島市シルバー人材センター

　緯０９５４（６３）０９７０

 

　災害発生に備え、市民の防災・減

災に対する意識を深めることを目的

に、自主防災組織『かしま防災サ

ポーターズクラブ』設立総会を開催

します。どなたでも参加できます。

ぜひ、ご来場ください。

と　　き　８月７日（月）１８時～

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階多目的室

内　　容　総会、報告会（基調講演）

 　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

 

　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　８月２６日（土）１１時～１６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

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

かしま防災サポーターズクラブ
設立総会のご案内

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

 

　所得が少ないときや失業等により

保険料を納付できない場合は、本人

の申請で過去２年まで遡って免除ま

たは猶予される制度があります。申

請される場合は、印鑑、年金手帳、

免許証など本人確認ができるものを

持参してください。

※離職した人は雇用保険受給資格者証または離職票など

 　市民課市民年金係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７

　　　　　武雄年金事務所

　　　　　緯０９５４（２３）０１２１

 

　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

国民年金保険料
免除申請について

詳しくは

夏の子ども・若者育成支援強調月間
《8月1日～ 8月31日》

詳しくは

～事業主の皆さんへ～
高校生の積極的な採用を！

詳しくは

 

 

怯人権学習会

と　　き　８月１日（火）１９時３０分～

　　　　　『同和問題①～教科書における

　　　　　　身分制度記述の変遷について～』

　　　　　８月３０日（水）１９時３０分～

　　　　　『障がいを理由とする

　　　　　　　　　偏見や差別をなくそう』

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

怯同和問題講演会

『これからの同和問題を考える』を

テーマに講演会を開催します。

と　　き　８月９日（水）

　　　　　１３時３０分～

と　こ　ろ　市民会館大ホール

講　　師　角岡　伸彦さん

　　　　　（ノンフィクションライター）

 　人権・同和対策課

　　　　　緯０９５４（６３）２１２６

 

　日ごろの悩みや体験談を持ち寄り、

認知症など介護の必要な家族との関

わり方を一緒に考えてみませんか。

　どなたでも参加できます。

と　　き　８月１６日（水）

　　　　　１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　エイブル２階和室

参　加　費　無料　※申込不要

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

 

対　象　者　求職者

訓練期間　１０月４日（水）～６カ月

受　講　料　無料（別途テキスト代等を要す）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期限　８月３０日（水）

※施設見学や模擬体験もできます

 　ポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

講講習習会会・・教教室室
人権学習会・同和問題講演会

を開催します

詳しくは

介護者のつどい

詳しくは

平成２９年１０月生
職業訓練受講生募集

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ・講習会・教室

定員募集訓練科

１２
機 械 加 工 技 術 科
（若年者訓練コース）

１８電 気 設 備 施 工 科
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情報掲示板　愚　講習会・教室・試験・イベント

 

　就労に役立つパソコン研修です。

と　　き　１０月２日～１１月３０日（平日のみ）

　　　　　９時３０分～１５時

と　こ　ろ　ひとり親ICT就業支援センター

対　　象　県内在住のひとり親家庭

　　　　　（母子家庭・父子家庭）の親

受　講　料　無料

定　　　　員　１６人

申込締切　９月４日（月）

※申込方法などはホームページをご覧

　ください（http://www.ict-wsc.org/）

 　特定非営利活動法人

　　　　　　　ひとり親ICT就業支援センター

　　　　　緯０９５２（２６）３９００

 

　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　８月２１・２２日（月・火）

　　　　　８月２３・２４日（水・木）

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい

内　　容　ワード基礎・応用

対　　象　障害手帳をお持ちの人

費　　用　３００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

 

と　　き　８月２７日（日）※雨天決行

　　　　　受付８時３０分

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　先着３０組（当日申込順で受付）

※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で準備します

 

　『親子でワクワクものづくり』実行委員会

　松本材木店　緯０９５４（６２）２７２５

ひとり親のための
パソコン研修

詳しくは

ゆめくれよん＋
障がい者パソコン教室

申込・問合せ先

『親子でワクワクものづくり』
木工教室参加者募集

申込・問合せ先

 

 

　『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４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（水）

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。

受付締切　８月１８日（金）

※受験案内は環境下水道課（鹿島新世紀セン

　ター１階）で配布しています。また、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

　　　　　緯０９５２（３３）１３３０

 

 

と　　き　８月１０日（木）※少雨決行

　狂夏まつり　　　　１８時２０分～

　狂おしまさん詣り　２２時３０分～

と　こ　ろ　七浦海浜スポーツ公園

夏まつりアトラクション

　潤園児による出し物　１８時４０分～

　潤郷土芸能（西塩屋区）　１９時２５分～

　潤七浦盆おどり　　　２０時～

　潤お楽しみ抽選会

 　同実行委員会事務局

　　　　　緯０９５４（６２）８３２５

 

　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。ぜひ、お越しください。

と　　き　８月１２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

試試 験験
排水設備工事責任技術者

資格試験

詳しくは

イイベベンントト

納涼ふるさと七浦夏まつり

詳しくは

肥前浜宿土曜夜市
を開催します

詳しくは

 

　『松浦一酒造』『古伊万里酒造』の

見学と、佐賀鍋島藩の御用窯があっ

た『大川内山』を散策します。

　参加を希望する人は、申込資料を

送付しますのでご連絡ください。

と　　き　９月２３日（祝）

　　　　　１０時出発

集合場所　鹿島市役所

参　加　費　無料

定　　員　先着２０人

申込締切　８月３１日（木）

※定員になり次第申し込みを締め切ります

 

　鹿島酒蔵ツーリズム　ガイドの会事務局

　（鹿島市観光案内所内）

　緯０９５４（６２）３９４２

 

と　　き　８月２２日（火）～２７日（日）

　　　　　１０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

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

 

テーマ　笑顔の花咲く夏祭り

　　　　　　～地域とともに～

　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２６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

酒蔵見学ツアー
伊万里コース参加者募集

申込・問合せ先

むつごろうフォートス写真展

詳しくは

志田病院　夏祭り

詳しくは

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（木）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）
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　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７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

 

狂祐徳夏まつり　

　１日（火）１１時～　祐徳稲荷神社周辺

狂鹿島おどり　

　４日（金）・５日（土）　［２ページ参照］

狂なつかしの映画上映会　

　５日（土）・６日（日）　エイブルホール

狂鹿島市民納涼花火大会　

　１９日（土）２０時～　　［３ページ参照］

狂市消防団夏季訓練　

　２０日（日）７時３０分～　祐徳グラウンド

 

 

　県では、地域づくりの視点やスキ

ルを学び、活かしたい人などを対象

に人材育成塾を開講します。

と　　き　９月～平成３０年２月

　　　　　［各月１回程度　全６回］

と　こ　ろ　佐賀市内

受　講　料　無料　※交通費等は自己負担

定　　員　２０人程度

募集期限　８月３１日（木）

 　県さが創生推進課

　　　　　緯０９５２（２５）７５０５

鹿島療育園　秋まつり

詳しくは

その他のイベント

募募 集集
地域づくり人材育成塾

塾生募集

詳しくは

 

 

　佐賀県知的障害者更生相談所によ

る巡回相談が実施されます。心理判

定員が療育手帳の再判定や福祉サー

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（火）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

 

　司法書士、社会福祉士による無料

相談会（高齢者と障がい者の相談会）

を開催します。

と　　き　９月１６日（土）１０時～１５時

と　こ　ろ　アバンセ（佐賀市）

相談内容　胸成年後見胸相続胸遺言

※要予約（当日参加可）

 　佐賀県司法書士会

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

 

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　８月２０日（日）１３時～１６時

と　こ　ろ　佐賀県労働会館３階（佐賀市）

相談内容　労働、借金、相続など

 　（電話での相談可）

　佐賀県労働者福祉協議会

　ライフサポートセンターさが

　緯０１２０（９３１）５３６

 

狂住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　５日（土）１０時～１２時

相相 談談
知的障害者更生相談所

巡回相談

詳しくは

成年後見に関する
無料相談会

詳しくは

弁護士による
無料法律相談会

申込・問合せ先

その他の相談

狂人権相談

　市民交流プラザかたらい３階会議室

　３日（木）１０時～１５時

狂消費生活相談　市民会館１階サロン

　毎週月・金曜日　※２５日を除く

　９時３０分～１２時、１３時～１６時

狂無料法律相談（市民優先）

　１０日（木）市役所５階第７会議室

　受付１３時～１４時（先着６人）１３時３０分開始

　※行政相談と同日開催

　３１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

狂法律・行政合同相談

　１０日（木）市役所５階第７会議室

　１３時開始（１５時３０分まで）

　※無料法律相談と同日開催

狂厚生年金・国民年金相談　

　市民会館１階サロン

　１・１５日（火）１０時～１２時、１３時～１５時

　要予約　市民課緯（６３）２１１７

狂こころの健康相談（臨床心理士対応）

　市民会館２階第５会議室

　２３日（水）９時３０分～１２時

　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

　２２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

　２２日（火）１３時３０分～１６時

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

　１４日（月）９時～１６時（時間外可）

　要予約　税務課緯（６３）２１１８

情報掲示板　愚　イベント・募集・相談

　　ニセ電話詐欺にご注意を！！
　全国で『ニセ電話詐欺』が横行しています。鹿島市も例外ではありま

せん。電話で『お金』の話は『詐欺』です。

　鹿島警察署では、ニセ電話が多い年金支給日に関係団体と未然防止広

報を行っています。詐欺被害に遭わないように、十分ご注意ください。

　　　　
　 　鹿島警察署生活安全課　緯０９５４（６３）１１１１詳しくは 寓寓未然防止広報の様未然防止広報の様子子

不審な電話は、まず警察に相談！
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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

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話まちの話題題

６月１８日、中木庭ダムやまびこ広場周辺で、あじさ　６月１８日、中木庭ダムやまびこ広場周辺で、あじさいい

まつりが開催されました。家族連れなど、市内外からまつりが開催されました。家族連れなど、市内外からたた

くさんの人が訪れ、園内一面に咲く青や白、紫のあじさくさんの人が訪れ、園内一面に咲く青や白、紫のあじさいい

を楽しんでいましたを楽しんでいました。。

中木庭ダムあじさいまつ中木庭ダムあじさいまつりり


