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中木庭ダム

　あじさいまつり
中木庭ダム

　あじさいまつり

　６月２３日、２４日の２日間、中木庭ダムやまびこ広場周辺で、あじ

さいまつりが開催されました。家族連れなど、市内外からたくさんの人

が訪れ、園内一面に咲く青や白、紫のあじさいを楽しんでいました。

　熊本県から訪れた女性は、「あじさいまつりのことを知っていつか来

たかった。こんなにきれいなところがあるのかと思っていたので見るこ

とができて本当によかった」と笑顔でした。
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　７月９日、子育て支援センターで行われ

た『親子で足もみ触れ合いマッサージday』

に市内外からたくさんの親子が参加。体の

免疫力を高める効果もある足もみをしなが

らふれあいを楽しんでいました。

親子で足もみ
　　触れ合いマッサージ

写真
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文化・スポーツの結果

鹿島の夏といえば、やっさ、やっさ！の鹿島おどり。

今年は８月３日・４日の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！！

と　こ　ろ　鹿島市中心商店街スカイロード周辺

鹿島の夏といえば、やっさ、やっさ！の鹿島おどり。

今年は８月３日・４日の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！！

と　こ　ろ　鹿島市中心商店街スカイロード周辺

　鹿島おどり実行委員会事務局

　（鹿島市観光協会内）

　緯０９５４（６２）３９４２

　鹿島おどり実行委員会事務局

　（鹿島市観光協会内）

　緯０９５４（６２）３９４２

詳しくは

鹿島おどり鹿島おどり
 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）

文化・スポーツの結果文化・スポーツの結果

　生涯学習課スポーツ係　緯０９５４（６３）２１２５詳しくは

県大会以上で上位入賞者の情報がありましたらご連絡ください

皐第52回交通安全子供自転車佐賀県大会

　開　催　日　６月 23 日（佐賀市大和勤労者体育センター）

　　３位　浜小学校

　　　小柳　亮惺、筒井　希望、小池　空、松尾　環那、

　　　木根　慶吾、山下　海斗（６年）

　佐賀市で開催された交通安全子供自転車県大会に、

地区大会で優勝した浜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、浜小学校は各地区代表の１６

チーム中、見事３位に入賞し、個人の部では小池空さ

んが５位入賞を果たしました。

　個人の部で入賞した小池さんは「個人入賞はうれし

かったけど、みんなでがんばった団体で１位になりた

かったので悔しかった」と大会を振り返っていました。

皐全国剣詩舞コンクール九州地区大会

　開　催　日　７月 16 日（大分県　別府市公会堂）

　【『詩舞』少年の部】

　　２位　山﨑　華子（鹿島高２年）

　※９月に東京で開催される全国大会に九州代表として出場予定

皐家族の絵コンクール

　準特選　宮本　倫太郎（鹿島小１年）

皐第71回全国高校総体北九州予選大会

　開　催　日　６月 14 ～ 17 日（大分県　大分銀行ドーム）

　【400ｍ、400ｍハードル】　優勝　　今村　莉花

　【100ｍハードル】　3 位　　　　　（鹿島高３年）

皐佐賀県総合体育大会陸上競技

　開　催　日　６月１～４日（佐賀県総合運動場陸上競技場）

　【400ｍ、400ｍハードル、100ｍハードル】

　　優勝　今村　莉花（鹿島高３年）

皐第41回全日本空手道連盟剛柔会

　九州・沖縄地区空手道選手権記念大会

　開　催　日　６月 17 日（福岡県　福岡市九電記念体育館）

　【形　少年男子の部】　優勝　馬場　海星（龍谷高３年）

皐全九州高等学校ウェイトリフティング競技大会

　開　催　日　６月 16 ～ 17 日（大分県　国東市アストくにさき）

　【56kg 級】　２位　嶋江　大悟（有田工業高２年）

皐全九州高等学校レスリング競技大会

　開　催　日　６月 16 ～ 17 日（沖縄県立武道館）

　【92kg 級】　２位　芹川　力亜（鹿島実高２年）

皐第32回九州少年少女レスリング選手権大会

　開　催　日　４月 28 ～ 29 日（大分県　佐伯市総合体育館）

　【年長 19kg 級】　優勝　清水　大雅（ことじ保育園）

　【年長 22kg 級】　優勝　末次　健人（嬉野幼稚園）

　【小学１・２年 37kg 級】　優勝　末次　郁斗（鹿島小２年）

　【中学生 47kg 級】　２位　白川　剣斗（西部中２年）

　【小学３・４年 32kg 級】　３位　清水　稜太（能古見小４年）

　【小学５・６年 45kg 級】　３位　白川　大虎（能古見小６年）

　【団体】　優勝　鹿島レスリングクラブ

皐第６回瀬戸内レスリング選手権大会

　開　催　日　５月 13 日（山口県　スポーツ交流村）

　【小学５・６年 50kg 級】　２位　白川　大虎（能古見小６年）

　【年少・年中 17kg 級】　３位　松尾　綾乃（若草保育園）

　【小学５・６年 40kg 級】　３位　松尾　環那（浜小６年）
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C o n t e n t s

鹿島市民納涼花火大会鹿島市民納涼花火大会 　今年も開催される鹿島市民納涼花

火大会。有明海の海に壮大な火の光

を映し出します。

　今年は二尺玉が打ち上げられます。

夏の思い出に、ぜひお越しください。
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打ち上げ数　２,５００発

通行規制　打ち上げ場所・大会本部
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情報掲示板ワイド情報掲示板ワイド

 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。

お
知
ら
せ

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

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父または母が死亡、生死が明らかでない

　③父または母が一定程度以上重度の障がいがある

　④父または母が１年以上拘禁されている

　⑤父または母から１年以上遺棄されている

　⑥父または母が裁判所から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。

　福祉課社会福祉係

　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

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　　　　４２,５００円

　潤子ども２人以上の加算額（全額支給の場合）

　　２人目　　　　　　　　１０,０４０円

　　３人目以降１人につき　　６,０２０円

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 13 日（月）～ 14 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）

　福祉課社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

 『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。

お
知
ら
せ

受給中の人は更新をお忘れなく！！
ーひとり親家庭等医療費助成制度ー

助成対象者

　潤ひとり親家庭の父・母・子ども

　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父・母　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

更新手続き
　この手当を受給中の人は、毎年更新手続きが必要
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 13 日（月）～ 14 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（全員分）、
　　　　　受給者の通帳（変更のある人のみ）、
　　　　　養育費等申告書

　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。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。

お
知
ら
せ

障がいに関する手当のご案内

　福祉課障がい福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

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。

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。

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。

恭現況届の受付

　と　　き　８月 13 日（月）～ 27 日（月）

　と　こ　ろ　市役所１階福祉課

鹿島市健康体操ができました！鹿島市健康体操ができました！

　保険健康課地域包括支援センター

　緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは

　正午に流れている『鹿島市民の歌』にあわせて、介護予防や健康

づくりに役立てることを目的に、市独自の健康体操を制作しました。

　座っていても立ったままでも、高齢者から子どもまで、誰もが手

軽にできる体操です。

　解説付きのＤＶＤもあります。欲しい人はご連絡ください。

お
知
ら
せ

　地域包括支援センター

　緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは

地域包括支援センターからのお知らせ

恭ロコモ予防運動教室開催中♪

と　　き　毎週金曜日

　　　　　10 時～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　北鹿島小体育館

内　　容　ストレッチ、リズムダンス　など

対　　象　おおむね 40 歳以上

参　加　費　無料

持　参　品　タオル、動ける服装、

　　　　　体育館シューズ、飲み物、

　　　　　熱中症対策に必要なもの　など

恭かしまオレンジカフェ（認知症カフェ・介護者のつどい）

　認知症の人もそうでない人も、

介護をしている人もしていない

人も気軽に立ち寄って、ほっと

ひといき楽しくお茶でもしませ

んか。今回はフォトフレーム作

りも行います。

　ぜひ、お越しください。

と　　き　８月 22 日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル２階和室　　　　参　加　費　無料

持　参　品　自分の好きな写真またはイラスト（Ｌ判サイズ）
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 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。

お
知
ら
せ

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

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父または母が死亡、生死が明らかでない

　③父または母が一定程度以上重度の障がいがある

　④父または母が１年以上拘禁されている

　⑤父または母から１年以上遺棄されている

　⑥父または母が裁判所から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。

　福祉課社会福祉係

　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

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　　　　４２,５００円

　潤子ども２人以上の加算額（全額支給の場合）

　　２人目　　　　　　　　１０,０４０円

　　３人目以降１人につき　　６,０２０円

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 13 日（月）～ 14 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）

　福祉課社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

 『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。

お
知
ら
せ

受給中の人は更新をお忘れなく！！
ーひとり親家庭等医療費助成制度ー

助成対象者

　潤ひとり親家庭の父・母・子ども

　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父・母　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

更新手続き
　この手当を受給中の人は、毎年更新手続きが必要
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 13 日（月）～ 14 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（全員分）、
　　　　　受給者の通帳（変更のある人のみ）、
　　　　　養育費等申告書

　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。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。

お
知
ら
せ

障がいに関する手当のご案内

　福祉課障がい福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

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。

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。

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。

恭現況届の受付

　と　　き　８月 13 日（月）～ 27 日（月）

　と　こ　ろ　市役所１階福祉課

鹿島市健康体操ができました！鹿島市健康体操ができました！

　保険健康課地域包括支援センター

　緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは

　正午に流れている『鹿島市民の歌』にあわせて、介護予防や健康

づくりに役立てることを目的に、市独自の健康体操を制作しました。

　座っていても立ったままでも、高齢者から子どもまで、誰もが手

軽にできる体操です。

　解説付きのＤＶＤもあります。欲しい人はご連絡ください。

お
知
ら
せ

　地域包括支援センター

　緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは

地域包括支援センターからのお知らせ

恭ロコモ予防運動教室開催中♪

と　　き　毎週金曜日

　　　　　10 時～ 11 時 30 分

と　こ　ろ　北鹿島小体育館

内　　容　ストレッチ、リズムダンス　など

対　　象　おおむね 40 歳以上

参　加　費　無料

持　参　品　タオル、動ける服装、

　　　　　体育館シューズ、飲み物、

　　　　　熱中症対策に必要なもの　など

恭かしまオレンジカフェ（認知症カフェ・介護者のつどい）

　認知症の人もそうでない人も、

介護をしている人もしていない

人も気軽に立ち寄って、ほっと

ひといき楽しくお茶でもしませ

んか。今回はフォトフレーム作

りも行います。

　ぜひ、お越しください。

と　　き　８月 22 日（水）

　　　　　13 時 30 分～ 15 時

と　こ　ろ　エイブル２階和室　　　　参　加　費　無料

持　参　品　自分の好きな写真またはイラスト（Ｌ判サイズ）
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内　　容　（開場９時）

　潤式　典　９時 30 分～

　潤講　演　10 時 10 分～ 11 時 10 分

　　講師　髙松　昭三さん（鹿島市老人クラブ会長）

　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

　　・北原香菜子　・藤間松娘　ほか

と　　き　８月 29 日（水）

　　　　　９時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　市民会館大ホール

怯趣味の作品展
と　　き　８月 28 日（火）～ 29日（水）

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 27 日（月）

　　　　　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

　鹿島市老人クラブ連合会事務局

　緯０９５４（６２）３３９０

詳しくは※駐車場は大駐車場、

　中川グラウンドへ

鹿島市老人クラブ大会

お
知
ら
せ

保護した犬や猫の譲渡を行っています

センター開館時間　８時30分～17時15分

犬猫の見学時間　10時～12時　13時～16時

※土・日・祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く

　ただし、毎月第２土曜日および第４日曜日の10時～13時

　は開館（変更する場合あり）

　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

　佐賀県犬猫譲渡センター『いっしょけんね』では、保護・収容した犬や猫を新たな飼い主への譲渡を行っていま

す。センターでは、ふれあいを通じた正しい飼い方の啓発も行っていますので、気軽にお立ち寄りください。

施設案内　犬猫譲渡センター『いっしょけんね』

　　　　　武雄市武雄町富岡１２７２４－４

　　　　　緯０９５４（２３）０５３２

煙飼えなくなった犬や猫を引き取る施設ではありません。　煙飼い犬、飼い猫を連れての来所はご遠慮ください。

煙犬や猫の譲渡には一定の条件があります。　煙見学時間以外は掃除や餌やりのため、犬や猫とのふれあいはできません。

煙譲渡できる犬や猫がいない場合もありますので、事前に電話でご確認ください。

煙犬や猫の譲渡は、佐賀県動物管理センター　緯０９５２（５６）２２６１でも行っています。

お
知
ら
せ

スポーツライフ・鹿島　教室参加者募集

　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（金）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

怯硬式野球体験教室
と　き　９月２日（日）、９月８日～ 10 月 27 日（毎週土曜日）

　　　　16 時～ 18時　※10 月 20 日を除く

ところ　市民球場

対　象　中学３年生 30 人

怯子ども体操教室
と　き　11月７日～12月12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　

お
知
ら
せ

佐賀県在宅生活サポートセンター

無料住宅相談窓口を開設しました
　住まいについて、お困りのことはありませんか。県では、

佐賀県在宅生活サポートセンターに、建築士による無料住

宅相談窓口を開設しました。

　バリアフリー化など住宅に関することについて、窓口ま

たは電話で対応します。お気軽にお問い合わせください。

と　　き　毎週水・日曜日　９時～ 17 時

と　こ　ろ　佐賀県在宅生活サポートセンター

　　　　　『さがサポセンターいきいき館』内

　　　　　佐賀市神野東２丁目６番１号

佐賀県在宅生活サポートセンター（住宅相談窓口ダイヤル）　緯０９５２（３０）２０５５相談・問合せ先

　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』で確認することができます。

　また、不明な点があれば、国民年金保険料専用ダイヤルや武雄年金事務所にお問い合わせください。

お
知
ら
せ

国民年金保険料　後納制度のお知らせ

国民年金保険料専用ダイヤル　緯０５７０（０１１）０５０

ねんきんネット　http://www/nenkin.go.jp

後納制度は平成３０年９月までです
　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）０１２１詳しくは

　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。

お
知
ら
せ

敷地内で漏水があったとき

　水道課管理係　緯０９５４（６２）３７１８詳しくは

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。調査費・工事

費等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。

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

閣閣
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内　　容　（開場９時）

　潤式　典　９時 30 分～

　潤講　演　10 時 10 分～ 11 時 10 分

　　講師　髙松　昭三さん（鹿島市老人クラブ会長）

　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

　　・北原香菜子　・藤間松娘　ほか

と　　き　８月 29 日（水）

　　　　　９時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　市民会館大ホール

怯趣味の作品展
と　　き　８月 28 日（火）～ 29日（水）

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 27 日（月）

　　　　　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

　鹿島市老人クラブ連合会事務局

　緯０９５４（６２）３３９０

詳しくは※駐車場は大駐車場、

　中川グラウンドへ

鹿島市老人クラブ大会

お
知
ら
せ

保護した犬や猫の譲渡を行っています

センター開館時間　８時30分～17時15分

犬猫の見学時間　10時～12時　13時～16時

※土・日・祝日・年末年始（12月29日～１月３日）を除く

　ただし、毎月第２土曜日および第４日曜日の10時～13時

　は開館（変更する場合あり）

　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

　佐賀県犬猫譲渡センター『いっしょけんね』では、保護・収容した犬や猫を新たな飼い主への譲渡を行っていま

す。センターでは、ふれあいを通じた正しい飼い方の啓発も行っていますので、気軽にお立ち寄りください。

施設案内　犬猫譲渡センター『いっしょけんね』

　　　　　武雄市武雄町富岡１２７２４－４

　　　　　緯０９５４（２３）０５３２

煙飼えなくなった犬や猫を引き取る施設ではありません。　煙飼い犬、飼い猫を連れての来所はご遠慮ください。

煙犬や猫の譲渡には一定の条件があります。　煙見学時間以外は掃除や餌やりのため、犬や猫とのふれあいはできません。

煙譲渡できる犬や猫がいない場合もありますので、事前に電話でご確認ください。

煙犬や猫の譲渡は、佐賀県動物管理センター　緯０９５２（５６）２２６１でも行っています。

お
知
ら
せ

スポーツライフ・鹿島　教室参加者募集

　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（金）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

怯硬式野球体験教室
と　き　９月２日（日）、９月８日～ 10 月 27 日（毎週土曜日）

　　　　16 時～ 18時　※10 月 20 日を除く

ところ　市民球場

対　象　中学３年生 30 人

怯子ども体操教室
と　き　11月７日～12月12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　

お
知
ら
せ

佐賀県在宅生活サポートセンター

無料住宅相談窓口を開設しました
　住まいについて、お困りのことはありませんか。県では、

佐賀県在宅生活サポートセンターに、建築士による無料住

宅相談窓口を開設しました。

　バリアフリー化など住宅に関することについて、窓口ま

たは電話で対応します。お気軽にお問い合わせください。

と　　き　毎週水・日曜日　９時～ 17 時

と　こ　ろ　佐賀県在宅生活サポートセンター

　　　　　『さがサポセンターいきいき館』内

　　　　　佐賀市神野東２丁目６番１号

佐賀県在宅生活サポートセンター（住宅相談窓口ダイヤル）　緯０９５２（３０）２０５５相談・問合せ先

　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』で確認することができます。

　また、不明な点があれば、国民年金保険料専用ダイヤルや武雄年金事務所にお問い合わせください。

お
知
ら
せ

国民年金保険料　後納制度のお知らせ

国民年金保険料専用ダイヤル　緯０５７０（０１１）０５０

ねんきんネット　http://www/nenkin.go.jp

後納制度は平成３０年９月までです
　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）０１２１詳しくは

　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。

お
知
ら
せ

敷地内で漏水があったとき

　水道課管理係　緯０９５４（６２）３７１８詳しくは

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。調査費・工事

費等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。

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

閣閣
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お
知
ら
せ

ブロック塀を点検しましょう

□１．塀の高さは地盤から２.２m以下か

□２．塀の厚さは１０cm以上か（塀の高さ２m超２.２以下の場合１５cm）

□３．塀の長さ３.４m以下ごとに、塀の高さ１／５以上

　　　の突出した控え壁があるか（塀の高さ１.２m超の場合）

□４．コンクリートの基礎があるか

□５．塀に傾き、ひび割れはないか

□６．塀に鉄筋は入っているか　閣　専門家に相談しましょう

　　　隅塀の中に直径９mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下
　　　　で配筋され、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦
　　　　筋にそれぞれかぎ掛けされているか

　　　隅基礎の根入れ深さは30cm以上か（塀の高さが１.２m超の場合）

　都市建設課住宅係

　緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは　ブロック塀について、ひとつでも不適合があれば改善が必要です。

　分からないことなどがあれば、専門家に相談しましょう。

組積造（れんが造、石造、鉄筋のないブロック造）の塀の場合
□１．塀の高さは地盤から１.２m以下か　　□２．塀の厚さは十分か

□３．塀の長さ４m以下ごとに、塀の厚さの１.５倍以上突出した控え壁があるか

□４．基礎があるか　　□５．塀に傾き、ひび割れはないか

□６．基礎の根入れ深さは２０cm以上か（専門家に相談しましょう）

ブロック塀の点検
チェックポイント
ブロック塀の点検
チェックポイント

　市内でごみの不法投棄や焼却が相次いで発生しており、
それが原因で火災などの被害が拡大しています。
　廃棄物処理法でごみを燃やして処分すること、不法にご
みを投棄することは禁止されており、これに違反すれば、
1,000万円以下の罰金か懲役刑が課せられます。
　ごみは決まった方法で処分し、環境保全に努めましょう。

　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

ごみの不法投棄は犯罪です！ごみの不法投棄は犯罪です！

不法に投棄されたごみ

お
知
ら
せ

夏季朝型勤務『ゆう活』の取り組みについて

　総務課職員係　緯０９５４（６３）２１１３詳しくは

　『ゆう活』とは日照時間が長い夏に、朝早い時間に仕事を始め、早めに仕事を終えることで、まだ明るい夕方の

時間を有効に活用し、生活を豊かにしようという取組みです。今夏に、鹿島市役所の一部の部署および職員がこの

ゆう活を試行的に取り組みます。なお、実施期間中の開庁時間（８時30分から17時15分）や休憩時間（12時から

13時）を変更するものではありませんので、市民の皆さんのご理解をお願いします。

実施期間　８月 31 日（金）まで

実施方法　通常の勤務時間は８時 30 分から 17時 15 分までですが、勤務開始および勤務終了を 60 分または

　　　　　30 分前倒して設定します。（例：60 分前倒しの場合　勤務開始７時 30 分　勤務終了 16 時 15 分）

実施予定職員　庁舎２階・３階にある総務部、産業部、建設環境部、教育委員会の職員の一部　31人

　人権・同和対策課

　緯０９５４（６３）２１２６

詳しくは

　『同和問題啓発強調月間』は、同和問題の解決に向けて、県民一人ひとりの理解と協力を得るために、佐賀県で

は１９９１年（平成３年）、８月に設定されました。同和問題への理解を深める機会として『同和問題講演会』を

開催します。一緒に考えてみませんか。

と　　き　８月 23 日（木）
　　　　　開場 13 時　開演 13 時 30 分

と　こ　ろ　市民会館大ホール

テ　ー　マ　笑って考えよう身近な人権

講　　師　切磋亭　琢磨さん
　　　　　（落語を織り交ぜた講演会講師）

※駐車場：市役所前・中川グラウンド（臨時）

『人権落語』を通じて、日常にある身

近な人権に気づいてもらおうと、精力

的に活動中の社会人落語家。教師生活

30年目にして早期退職し、教壇から

高座へ鞍替え。教員時代に培った人権

問題への鋭い視点、妻の看病、一人親

としての子育て・主夫業体験も交えな

がら落語付の講演が好評。

切磋亭　琢磨さん　プロフィール
せっさてい　　　たくま

講
　演
　会

ー８月は同和問題啓発強調月間ですー

鹿島市同和問題講演会を開催します
入場
無料

お
知
ら
せ

ー空き家の管理にお困りの人、有効利用したい人へー

空き家バンク登録のご案内

　都市建設課住宅係

　緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは

　この制度は、空き家を所有する人と空き家の利用を

希望する人（Ｕ・Ｉ・Ｊターン者など）に『鹿島市空

き家バンク』に登録していただき、市がその情報を提

供する制度です。交渉、契約については当事者間で

行っていただきます。

　空き家の管理に困っている人、有効活用したい人は、

ぜひご相談ください。

Ｕ・Ｉ・Ｊターン希望者など

お
知
ら
せ

精神・発達障がい者しごとサポーター養成講座

　精神疾患（発達障がいを含む）の

種類、精神・発達障がいの特性、と

もに働く上でのポイント（コミュニ

ケーション方法）などについての基

礎知識や一緒に働くために必要な配

慮などを短時間で学ぶことができる

講座です。

８月７日（火）

８月 30 日（木）

10 月 16 日（火）

10 月 19 日（金）

14時～15時30分

10時30分～12時

14時～15時30分

14時～15時30分

ハローワーク鳥栖２階会議室

佐賀県総合体育館研修室

ハローワーク唐津２階会議室

メートプラザ佐賀２階大会議室

と　　き・と　こ　ろ　　【定員：各 50 人】　※定員になり次第締め切ります

　佐賀県労働局職業安定部　緯０９５２（３２）７２１７詳しくは※事前の申し込みが必要です
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お
知
ら
せ
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□１．塀の高さは地盤から２.２m以下か

□２．塀の厚さは１０cm以上か（塀の高さ２m超２.２以下の場合１５cm）

□３．塀の長さ３.４m以下ごとに、塀の高さ１／５以上

　　　の突出した控え壁があるか（塀の高さ１.２m超の場合）

□４．コンクリートの基礎があるか

□５．塀に傾き、ひび割れはないか

□６．塀に鉄筋は入っているか　閣　専門家に相談しましょう

　　　隅塀の中に直径９mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下
　　　　で配筋され、縦筋は壁頂部および基礎の横筋に、横筋は縦
　　　　筋にそれぞれかぎ掛けされているか

　　　隅基礎の根入れ深さは30cm以上か（塀の高さが１.２m超の場合）

　都市建設課住宅係

　緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは　ブロック塀について、ひとつでも不適合があれば改善が必要です。

　分からないことなどがあれば、専門家に相談しましょう。

組積造（れんが造、石造、鉄筋のないブロック造）の塀の場合
□１．塀の高さは地盤から１.２m以下か　　□２．塀の厚さは十分か

□３．塀の長さ４m以下ごとに、塀の厚さの１.５倍以上突出した控え壁があるか

□４．基礎があるか　　□５．塀に傾き、ひび割れはないか

□６．基礎の根入れ深さは２０cm以上か（専門家に相談しましょう）

ブロック塀の点検
チェックポイント
ブロック塀の点検
チェックポイント

　市内でごみの不法投棄や焼却が相次いで発生しており、
それが原因で火災などの被害が拡大しています。
　廃棄物処理法でごみを燃やして処分すること、不法にご
みを投棄することは禁止されており、これに違反すれば、
1,000万円以下の罰金か懲役刑が課せられます。
　ごみは決まった方法で処分し、環境保全に努めましょう。

　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

ごみの不法投棄は犯罪です！ごみの不法投棄は犯罪です！

不法に投棄されたごみ

お
知
ら
せ

夏季朝型勤務『ゆう活』の取り組みについて

　総務課職員係　緯０９５４（６３）２１１３詳しくは

　『ゆう活』とは日照時間が長い夏に、朝早い時間に仕事を始め、早めに仕事を終えることで、まだ明るい夕方の

時間を有効に活用し、生活を豊かにしようという取組みです。今夏に、鹿島市役所の一部の部署および職員がこの

ゆう活を試行的に取り組みます。なお、実施期間中の開庁時間（８時30分から17時15分）や休憩時間（12時から

13時）を変更するものではありませんので、市民の皆さんのご理解をお願いします。

実施期間　８月 31 日（金）まで

実施方法　通常の勤務時間は８時 30 分から 17時 15 分までですが、勤務開始および勤務終了を 60 分または

　　　　　30 分前倒して設定します。（例：60 分前倒しの場合　勤務開始７時 30 分　勤務終了 16 時 15 分）

実施予定職員　庁舎２階・３階にある総務部、産業部、建設環境部、教育委員会の職員の一部　31人

　人権・同和対策課

　緯０９５４（６３）２１２６

詳しくは

　『同和問題啓発強調月間』は、同和問題の解決に向けて、県民一人ひとりの理解と協力を得るために、佐賀県で

は１９９１年（平成３年）、８月に設定されました。同和問題への理解を深める機会として『同和問題講演会』を

開催します。一緒に考えてみませんか。

と　　き　８月 23 日（木）
　　　　　開場 13 時　開演 13 時 30 分

と　こ　ろ　市民会館大ホール

テ　ー　マ　笑って考えよう身近な人権

講　　師　切磋亭　琢磨さん
　　　　　（落語を織り交ぜた講演会講師）

※駐車場：市役所前・中川グラウンド（臨時）

『人権落語』を通じて、日常にある身

近な人権に気づいてもらおうと、精力

的に活動中の社会人落語家。教師生活

30年目にして早期退職し、教壇から

高座へ鞍替え。教員時代に培った人権

問題への鋭い視点、妻の看病、一人親

としての子育て・主夫業体験も交えな

がら落語付の講演が好評。

切磋亭　琢磨さん　プロフィール
せっさてい　　　たくま

講
　演
　会

ー８月は同和問題啓発強調月間ですー

鹿島市同和問題講演会を開催します
入場
無料

お
知
ら
せ

ー空き家の管理にお困りの人、有効利用したい人へー

空き家バンク登録のご案内

　都市建設課住宅係

　緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは

　この制度は、空き家を所有する人と空き家の利用を

希望する人（Ｕ・Ｉ・Ｊターン者など）に『鹿島市空

き家バンク』に登録していただき、市がその情報を提

供する制度です。交渉、契約については当事者間で

行っていただきます。

　空き家の管理に困っている人、有効活用したい人は、

ぜひご相談ください。

Ｕ・Ｉ・Ｊターン希望者など

お
知
ら
せ

精神・発達障がい者しごとサポーター養成講座

　精神疾患（発達障がいを含む）の

種類、精神・発達障がいの特性、と

もに働く上でのポイント（コミュニ

ケーション方法）などについての基

礎知識や一緒に働くために必要な配

慮などを短時間で学ぶことができる

講座です。

８月７日（火）

８月 30 日（木）

10 月 16 日（火）

10 月 19 日（金）

14時～15時30分

10時30分～12時

14時～15時30分

14時～15時30分

ハローワーク鳥栖２階会議室

佐賀県総合体育館研修室

ハローワーク唐津２階会議室

メートプラザ佐賀２階大会議室

と　　き・と　こ　ろ　　【定員：各 50 人】　※定員になり次第締め切ります

　佐賀県労働局職業安定部　緯０９５２（３２）７２１７詳しくは※事前の申し込みが必要です
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みんなのあんしん介護保険

　杵藤地区介護保険事務所給付係　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

介護保険利用者負担割合に
　　　３割負担が加わります
介護保険利用者負担割合に
　　　３割負担が加わります

恭負担割合証をサービス事業者に提示する必要があります
  要介護または要支援の認定を受けた人全員に、利用者負担割合証（１割、２割または３割）を記載した『介護保

険負担割合証』を送付します。介護保険サービスを利用する際は、必ずサービス事業者に提示してください。

　※すでに認定を受けている人については、７月中旬頃に個別に郵送する予定です。

　※所得更正や世帯構成の変更により負担割合が変更となった場合は、負担割合証を差し替えます。

（注）合計所得金額とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額

本人の合計所得金額
２２０万円以上

６５歳以上
の人

本人の合計所得金額
１６０万円未満 １割負担

本人の合計所得金額
１６０万円以上
２２０万円未満

下記以外の場合 ２割負担

同一世帯の６５歳以上の人
の年金収入＋
その他の合計所得金額

単　身：２８０万円未満
２人以上：２人以上の合計金額
　　　　　が３４６万円未満（注）

下記以外の場合 ３割負担

同一世帯の６５歳以上の人
の年金収入＋
その他の合計所得金額

単　身：３４０万円未満
２人以上：２人以上の合計金額
　　　　　が４６３万円未満（注）

恭８月から介護保険利用者負担割合に３割負担が加わります
　利用者負担が３割となるのは、合計所得金額が年額２２０万円以上の人です。

　ただし、世帯内の６５歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額の合計金額が単身で３４０万円未満、２人

以上で４６３万円未満の人は２割または１割負担となります。

　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（金）

毅介護保険負担限度額認定申請書　　毅同意書（本人・配偶者の押印が必要）

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）
申請に必要な書類

負担限度額認定の更新申請について

　杵藤地区介護保険事務所から、介護保険利用者負担割合についてお知らせします。

防衛医科大学校
医学科学生

高卒（見込含む）
21 歳未満

18歳以上～27歳未満

募集種目

防衛大学校学生

看護学科学生（自衛官コース）

一般曹候補生

受験資格 受付期間

10 月 27 日（土）・28 日（日）

９月から始まります。詳細はお問い合わせください。

10 月 20 日（土）

09 月 22 日（土）

　　９月５日（水）

　　　～９月 28 日（金）

～ 9 月７日（金）

一次試験

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。

　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

試験区分 一　次　試　験 受　検　資　格 採用予定 職務内容

教養試験
【大卒程度】

一般事務Ａ
潤昭和63年４月２日から平成９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

若干名
一般行政の業務に
従事

教養・専門試験
【大卒程度】

土　木　Ｂ
潤昭和63年４月２日から平成９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 若干名

（Ｂ・Ｃ合わせて）教養・専門試験
【高卒程度】

土　木　Ｃ
潤平成９年４月２日から平成13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

土木技術、一般行
政の業務に従事

潤昭和53年４月２日から平成９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31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31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

建　築　Ｄ
教養・専門試験
【大卒程度】

若干名
建築技術、一般行
政の業務に従事

潤昭和63年４月２日から平成９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31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

保　健　師　Ｅ
教養・専門試験
【大卒程度】

若干名
保健師、一般行政
の業務に従事

潤昭和53年４月２日から平成９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

社　会　人
経　験　者

アピールシート、
職務履歴書による
書類選考

若干名

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）

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（水）～８月 20 日（月）
　　　　　８時 30 分～ 17 時 15 分（土・日・祝日除く）

第一次試験
　と　　き　９月 16 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 20 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

鹿島市職員を募集します

　エイブル事務局では、パート職員（総務・経理担当）１人を募集します。

試　験　日　８月 19 日（日）　　　応募期限　８月 16 日（木）

雇用期間　９月１日～平成 31 年 12 月末（予定）

恭エイブル事務局職員募集 詳しくは『エイブルの木』９月号またはホームページをご覧ください。

詳しくは　　　　　エイブル事務局

　緯０９５４（６３）２１３８

　（http://kashima-able.com/）

採 用 情 報



１ １１０ Ｈ30（2018）.8.1　広報かしま 広報かしま　Ｈ30（2018）.8.1

みんなのあんしん介護保険

　杵藤地区介護保険事務所給付係　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

介護保険利用者負担割合に
　　　３割負担が加わります
介護保険利用者負担割合に
　　　３割負担が加わります

恭負担割合証をサービス事業者に提示する必要があります
  要介護または要支援の認定を受けた人全員に、利用者負担割合証（１割、２割または３割）を記載した『介護保

険負担割合証』を送付します。介護保険サービスを利用する際は、必ずサービス事業者に提示してください。

　※すでに認定を受けている人については、７月中旬頃に個別に郵送する予定です。

　※所得更正や世帯構成の変更により負担割合が変更となった場合は、負担割合証を差し替えます。

（注）合計所得金額とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等の控除をする前の所得金額

本人の合計所得金額
２２０万円以上

６５歳以上
の人

本人の合計所得金額
１６０万円未満 １割負担

本人の合計所得金額
１６０万円以上
２２０万円未満

下記以外の場合 ２割負担

同一世帯の６５歳以上の人
の年金収入＋
その他の合計所得金額

単　身：２８０万円未満
２人以上：２人以上の合計金額
　　　　　が３４６万円未満（注）

下記以外の場合 ３割負担

同一世帯の６５歳以上の人
の年金収入＋
その他の合計所得金額

単　身：３４０万円未満
２人以上：２人以上の合計金額
　　　　　が４６３万円未満（注）

恭８月から介護保険利用者負担割合に３割負担が加わります
　利用者負担が３割となるのは、合計所得金額が年額２２０万円以上の人です。

　ただし、世帯内の６５歳以上の人の年金収入とその他の合計所得金額の合計金額が単身で３４０万円未満、２人

以上で４６３万円未満の人は２割または１割負担となります。

　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（金）

毅介護保険負担限度額認定申請書　　毅同意書（本人・配偶者の押印が必要）

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）
申請に必要な書類

負担限度額認定の更新申請について

　杵藤地区介護保険事務所から、介護保険利用者負担割合についてお知らせします。

防衛医科大学校
医学科学生

高卒（見込含む）
21 歳未満

18歳以上～27歳未満

募集種目

防衛大学校学生

看護学科学生（自衛官コース）

一般曹候補生

受験資格 受付期間

10 月 27 日（土）・28 日（日）

９月から始まります。詳細はお問い合わせください。

10 月 20 日（土）

09 月 22 日（土）

　　９月５日（水）

　　　～９月 28 日（金）

～ 9 月７日（金）

一次試験

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。

　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

試験区分 一　次　試　験 受　検　資　格 採用予定 職務内容

教養試験
【大卒程度】

一般事務Ａ
潤昭和63年４月２日から平成９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

若干名
一般行政の業務に
従事

教養・専門試験
【大卒程度】

土　木　Ｂ
潤昭和63年４月２日から平成９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 若干名

（Ｂ・Ｃ合わせて）教養・専門試験
【高卒程度】

土　木　Ｃ
潤平成９年４月２日から平成13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

土木技術、一般行
政の業務に従事

潤昭和53年４月２日から平成９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31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31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

建　築　Ｄ
教養・専門試験
【大卒程度】

若干名
建築技術、一般行
政の業務に従事

潤昭和63年４月２日から平成９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31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

保　健　師　Ｅ
教養・専門試験
【大卒程度】

若干名
保健師、一般行政
の業務に従事

潤昭和53年４月２日から平成９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

社　会　人
経　験　者

アピールシート、
職務履歴書による
書類選考

若干名

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）

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（水）～８月 20 日（月）
　　　　　８時 30 分～ 17 時 15 分（土・日・祝日除く）

第一次試験
　と　　き　９月 16 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 20 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

鹿島市職員を募集します

　エイブル事務局では、パート職員（総務・経理担当）１人を募集します。

試　験　日　８月 19 日（日）　　　応募期限　８月 16 日（木）

雇用期間　９月１日～平成 31 年 12 月末（予定）

恭エイブル事務局職員募集 詳しくは『エイブルの木』９月号またはホームページをご覧ください。

詳しくは　　　　　エイブル事務局

　緯０９５４（６３）２１３８

　（http://kashima-able.com/）

採 用 情 報
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８月
August

カレンダーカレンダー

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

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

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

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

日 在宅当番医 所在地
田中医院　　　　　緯０９５４（４３）２１１１
村山小児科　　　　緯０９５４（６３）１１５８
太田医院　　　　　緯０９５４（４３）１１４８
織田病院　　　　　緯０９５４（６３）３２７５

14日
7日

21日
28日

嬉野市
鹿島市
嬉野市
鹿島市

※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

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

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

市役所
保健センター

4・18・25 日（土）、
5・12・19・26 日（日）、
11 日（祝）

12 日（日）

7・14・21・28 日（火）、
11 日（祝）、12 日（日）

6・13・20・27 日（月）

6・13・20・27 日（月）

市民交流プラザ
（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

市民図書館

7・14・21・28 日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

6・13・20・27 日（月）、
12 日（日）

産業活性化施設
（海道しるべ）

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

4 日（土）
5 日（日）

11 日（祝）
12 日（日）
13 日（月）
14 日（火）
15 日（水）
18 日（土）
19 日（日）
25 日（土）
26 日（日）

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
鹿島設備工業所　　　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

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

怯妊娠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・妊娠中の人
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

怯ファミリーサポートセンター
　子育てを助けて欲しい人とお手
伝いをしたい人が、お互いの信頼
と了解のもと助け合う会員制の子
育てネットワークです。まずは会
員登録をお願いします。

ファミリーサポートセンター
緯０９５４（６３）０８７４

詳しくは

子育て支援センター

緯０９５４（６３）０８７４
http://www.facebook.com/wawawapot

詳しくは

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

怯子どもの健診

４か月児健診
（平成30年4月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成29年1月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成27年1月生まれ）

29 日（水）

23 日（木）

9 日（木）

13時10分～13時30分

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

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）　

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）

備考受付時間開催日行事名

場所：保健センター（エイブル１階）

怯子育て・相談・教室 場所：保健センター（エイブル１階）

母子健康手帳交付 1・8・15・22・29 日（水） 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

備考受付時間開催日行事名

２か月児相談 30 日（木） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談
対　象　平成 30 年 6 月生まれ

赤ちゃん相談 22 日（水） 13時30分～14時30分
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

離乳食教室（前期） 7 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・試食等
対　象　5・6 か月児の保護者

幼児食教室 28 日（火） 10時～10時30分
内　容　調理実習・試食等
対　象　1 歳 6 か月～就学前の児と保護者　※要予約

成人健康相談 1 日（水） ９時30分～10時30分
内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

２回目フッ化物塗布 23 日（木） 13時45分～14時
内　容　歯科診察、フッ化物塗布 ※必ず歯磨きをしてきてください
内　容　平成 28 年 8 月生まれ（希望者のみ）

建おくすりノートを持っていきましょう

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

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

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

日 在宅当番医 当番薬局
中村医院　緯（６３）９２３４5 日（日） おおぞら薬局
西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０11 日（祝） 前山薬局
犬塚病院　緯（６３）２５３８12 日（日） アルバ薬局
納富病院　緯（６３）１１１７19 日（日） アルナ薬局鹿島店
別府整形外科　緯（６３）３０６３26 日（日） 溝上薬局西牟田店

平成３０年６月３０日現在

鹿島市
－

－ 9 人能古見

－浜

－－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

29,484

13,844

3,512

3,058

2,831

3,433

2,806

13,872

15,612

10,770

5,414

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

27 人 11 世帯

－ 16 人 6 世帯

1,163 世帯 3 世帯

1,024 世帯

1,207 世帯

1,028 世帯

934 世帯

6 人

7 人

18 人

3 人

9 人

18 人

4 世帯

1 世帯

－ 4 世帯

1 世帯

－

－

－ －

怯ひろばの集い

５日（日）

『パパとあそぼう！体あそび day♪』
※バスタオルを持参してください

20 日（月）

『切って、はって
　　　　ポストカードに大変身 day♪』

（共通）

時　間　11 時～ 11 時 45 分（予定）

場　所　子育て支援センター

対　象　５か月～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

小児時間外診療・在宅当番医小児時間外診療・在宅当番医

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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８月
August

カレンダーカレンダー

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

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

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

火曜日（小児救急在宅医）（１９時～２１時）

日 在宅当番医 所在地
田中医院　　　　　緯０９５４（４３）２１１１
村山小児科　　　　緯０９５４（６３）１１５８
太田医院　　　　　緯０９５４（４３）１１４８
織田病院　　　　　緯０９５４（６３）３２７５

14日
7日

21日
28日

嬉野市
鹿島市
嬉野市
鹿島市

※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

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

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

市役所
保健センター

4・18・25 日（土）、
5・12・19・26 日（日）、
11 日（祝）

12 日（日）

7・14・21・28 日（火）、
11 日（祝）、12 日（日）

6・13・20・27 日（月）

6・13・20・27 日（月）

市民交流プラザ
（かたらい）

子育て支援センター
（わ・わ・わ ぽっと）

生涯学習センター
（エイブル）

市民図書館

7・14・21・28 日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

6・13・20・27 日（月）、
12 日（日）

産業活性化施設
（海道しるべ）

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

4 日（土）
5 日（日）

11 日（祝）
12 日（日）
13 日（月）
14 日（火）
15 日（水）
18 日（土）
19 日（日）
25 日（土）
26 日（日）

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
鹿島設備工業所　　　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

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

怯妊娠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・妊娠中の人
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

怯ファミリーサポートセンター
　子育てを助けて欲しい人とお手
伝いをしたい人が、お互いの信頼
と了解のもと助け合う会員制の子
育てネットワークです。まずは会
員登録をお願いします。

ファミリーサポートセンター
緯０９５４（６３）０８７４

詳しくは

子育て支援センター

緯０９５４（６３）０８７４
http://www.facebook.com/wawawapot

詳しくは

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

怯子どもの健診

４か月児健診
（平成30年4月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成29年1月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成27年1月生まれ）

29 日（水）

23 日（木）

9 日（木）

13時10分～13時30分

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

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）　

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）

備考受付時間開催日行事名

場所：保健センター（エイブル１階）

怯子育て・相談・教室 場所：保健センター（エイブル１階）

母子健康手帳交付 1・8・15・22・29 日（水） 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

備考受付時間開催日行事名

２か月児相談 30 日（木） 13時30分～13時50分
内　容　体重測定、個別相談
対　象　平成 30 年 6 月生まれ

赤ちゃん相談 22 日（水） 13時30分～14時30分
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

離乳食教室（前期） 7 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・試食等
対　象　5・6 か月児の保護者

幼児食教室 28 日（火） 10時～10時30分
内　容　調理実習・試食等
対　象　1 歳 6 か月～就学前の児と保護者　※要予約

成人健康相談 1 日（水） ９時30分～10時30分
内　容　血圧測定、身体測定、検尿、健康相談
対　象　成人

２回目フッ化物塗布 23 日（木） 13時45分～14時
内　容　歯科診察、フッ化物塗布 ※必ず歯磨きをしてきてください
内　容　平成 28 年 8 月生まれ（希望者のみ）

建おくすりノートを持っていきましょう

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

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

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

日 在宅当番医 当番薬局
中村医院　緯（６３）９２３４5 日（日） おおぞら薬局
西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０11 日（祝） 前山薬局
犬塚病院　緯（６３）２５３８12 日（日） アルバ薬局
納富病院　緯（６３）１１１７19 日（日） アルナ薬局鹿島店
別府整形外科　緯（６３）３０６３26 日（日） 溝上薬局西牟田店

平成３０年６月３０日現在

鹿島市
－

－ 9 人能古見

－浜

－－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

29,484

13,844

3,512

3,058

2,831

3,433

2,806

13,872

15,612

10,770

5,414

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

27 人 11 世帯

－ 16 人 6 世帯

1,163 世帯 3 世帯

1,024 世帯

1,207 世帯

1,028 世帯

934 世帯

6 人

7 人

18 人

3 人

9 人

18 人

4 世帯

1 世帯

－ 4 世帯

1 世帯

－

－

－ －

怯ひろばの集い

５日（日）

『パパとあそぼう！体あそび day♪』
※バスタオルを持参してください

20 日（月）

『切って、はって
　　　　ポストカードに大変身 day♪』

（共通）

時　間　11 時～ 11 時 45 分（予定）

場　所　子育て支援センター

対　象　５か月～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

小児時間外診療・在宅当番医小児時間外診療・在宅当番医

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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善 行 紹 介

６月２１日、九州電力株式会社

武雄営業所様（所長　西村茂

様）より、市におけるオール電

化の推進と社会教育の振興を目

的にＩＨクッキングヒーターを

ご寄附いただきました。

生涯学習センター『エイブル』

で行われた寄附贈呈式の後、え

いぶる講座「知って得する夏の

節電！＆簡単！男飯」が開催さ

れ、参加者はＩＨクッキング

ヒーターの使い心地を実感され

ていました。

鹿島市子ども会連絡協議会　インリーダー研修会

　６月１６日～１７日、諫早青少年自然の家でイン

リーダー研修会が開催されました。

　参加者は、市内小学校の５・６年生の地区児童会

長、副児童会長９５人と鹿島市子ども会連絡協議会

役員・保護者３６人の１３１人です。リーダー研修

やオリエンテーリング、野外炊飯などさまざまな体

験をしました。

　この体験では協力することの大切さを学んだ児童

も多かったようです。各地区のリーダーとして今後

の活躍が楽しみです。

　たくさんの保護者の皆さんのご協力ありがとうご

ざいました。

鹿島市フェアを開催します

九州佐賀国際空港
『ＳＡＧＡ空港一番館』
　夏休みの行楽シーズン、お盆の帰省に合

わせ、佐賀県の空の玄関口、佐賀空港内に

ある店舗で鹿島市のお土産や特産品を一堂

に集めたフェアを開催します。

と　　き　８月９日（木）～ 26 日（日）

電　　話　緯０９５２（４６）２０８０

『九州郷土料理わらび』
　博多駅から徒歩６分。九州の郷土料理専

門の居酒屋で鹿島の地酒や農水産物、特産

品を使ったメニューが提供されます。また、

特産品のミニ販売コーナーも設置されます。

と　　き　８月１日（水）～ 31 日（金）

電　　話　緯０９２（４８１）１２６５
　　　　　産業支援課

　緯０９５４（６３）３４１１

詳しくは

　昨年、佐賀空港と福岡市で開催

した『鹿島市フェア』を、好評に

つき今年も開催します。この機会

にぜひお越しください。

鹿島ドリームシップ出航！

　７月１４日、鹿島市民会館で『第３４回

鹿島ドリームシップ開講式』が行われまし

た。式では、江島教育長から『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

表して藤家和香さん（明倫小６年）が「こ

のドリームシップという出会いを通じて多

くのことを学び、大きく成長できるように

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２３日～２６日の日程で沖縄県３泊４日

の研修に臨みます。

今月のキーフレーズ

“hang in there”

この表現は、「（逆境にあっても）頑張る」という意味で使われます。

No.152

スティーブン先生

四Filipino Words四
（フィリピンの言葉）

　イサ　　　　　　　　　　　　　ダラワ　　　　　　　　　　　　　タッロ

Isa：１　　　dalawa：２　　　tarlo：３

学 校 だ よ り

鹿島高校（新設）

No.255

～開校記念式典～

　佐賀県立鹿島高等学校
　　　　　　開校記念式典

日時　平成 30 年５月 19日（土）

場所　佐賀県立鹿島高等学校

　　　赤門学舎体育館

　今年4月に新設された鹿島高等学

校の開校記念式典を１年生の参列の

もと多くのご来賓の方々をお招きし

て開催しました。

　式辞の中で、井手口校長先生は、

『鹿島高等学校と鹿島実業高等学校

がこの地で果たしてきた大きな役割

と、それぞれの長い歴史の中で築き

上げてきた伝統を継承、融合、発展

させて、新たな学校文化を創造し、

地域に愛され、信頼される学校づく

りに、私たち職員一同、生徒ととも

に邁進していく覚悟です。」と述べ

られました。校歌は７０年前の両校

が分離する前のものが採用され、校

章は人間国宝の鈴田滋人さんにデザ

インしていただきました。

　鈴田さんは、旭ヶ岡の学び舎に集

う学生たちの可能性に満ちた姿に呼

応するかの様に毎春咲き誇る桜の花

をモチーフとし、それを生み出す自

然のすごさと鹿島高校と鹿島実業高

校の歴史を踏まえ、

その思いを少しでも

形にできればと公園

の桜をスケッチして

デザインを考案され

ました。

TopicsTopics まちの話題

Alyssa:

Jeremy:

I’m so stressed. I have a lot to study, 
but I won’t be ready for next week’s 
exam.
Don’t worry too much! Just keep 
studying and hang in there!

（アリッサ）

（ジェレミー）

私ストレスたまってる。たくさん勉強

があるの。でも来週のテストの準備で

きないの。

あまり心配し過ぎないでね！ちゃんと

勉強続けて諦めないで頑張ってね。

Jason:

Christine:

Running a 10K is so hard. I don’t think 
I can finish!
We’re almost at the finish line! Just 
hang in there!

（ジェイソン）

（クリスティーヌ）

１０ｋｍ走るってかなり大変だよ！た

どり着けないと思うよ。

私たち、もうすぐゴールだよ！くじけ

ないで頑張ろう！
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善 行 紹 介

６月２１日、九州電力株式会社

武雄営業所様（所長　西村茂

様）より、市におけるオール電

化の推進と社会教育の振興を目

的にＩＨクッキングヒーターを

ご寄附いただきました。

生涯学習センター『エイブル』

で行われた寄附贈呈式の後、え

いぶる講座「知って得する夏の

節電！＆簡単！男飯」が開催さ

れ、参加者はＩＨクッキング

ヒーターの使い心地を実感され

ていました。

鹿島市子ども会連絡協議会　インリーダー研修会

　６月１６日～１７日、諫早青少年自然の家でイン

リーダー研修会が開催されました。

　参加者は、市内小学校の５・６年生の地区児童会

長、副児童会長９５人と鹿島市子ども会連絡協議会

役員・保護者３６人の１３１人です。リーダー研修

やオリエンテーリング、野外炊飯などさまざまな体

験をしました。

　この体験では協力することの大切さを学んだ児童

も多かったようです。各地区のリーダーとして今後

の活躍が楽しみです。

　たくさんの保護者の皆さんのご協力ありがとうご

ざいました。

鹿島市フェアを開催します

九州佐賀国際空港
『ＳＡＧＡ空港一番館』
　夏休みの行楽シーズン、お盆の帰省に合

わせ、佐賀県の空の玄関口、佐賀空港内に

ある店舗で鹿島市のお土産や特産品を一堂

に集めたフェアを開催します。

と　　き　８月９日（木）～ 26 日（日）

電　　話　緯０９５２（４６）２０８０

『九州郷土料理わらび』
　博多駅から徒歩６分。九州の郷土料理専

門の居酒屋で鹿島の地酒や農水産物、特産

品を使ったメニューが提供されます。また、

特産品のミニ販売コーナーも設置されます。

と　　き　８月１日（水）～ 31 日（金）

電　　話　緯０９２（４８１）１２６５
　　　　　産業支援課

　緯０９５４（６３）３４１１

詳しくは

　昨年、佐賀空港と福岡市で開催

した『鹿島市フェア』を、好評に

つき今年も開催します。この機会

にぜひお越しください。

鹿島ドリームシップ出航！

　７月１４日、鹿島市民会館で『第３４回

鹿島ドリームシップ開講式』が行われまし

た。式では、江島教育長から『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

表して藤家和香さん（明倫小６年）が「こ

のドリームシップという出会いを通じて多

くのことを学び、大きく成長できるように

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２３日～２６日の日程で沖縄県３泊４日

の研修に臨みます。

今月のキーフレーズ

“hang in there”

この表現は、「（逆境にあっても）頑張る」という意味で使われます。

No.152

スティーブン先生

四Filipino Words四
（フィリピンの言葉）

　イサ　　　　　　　　　　　　　ダラワ　　　　　　　　　　　　　タッロ

Isa：１　　　dalawa：２　　　tarlo：３

学 校 だ よ り

鹿島高校（新設）

No.255

～開校記念式典～

　佐賀県立鹿島高等学校
　　　　　　開校記念式典

日時　平成 30 年５月 19日（土）

場所　佐賀県立鹿島高等学校

　　　赤門学舎体育館

　今年4月に新設された鹿島高等学

校の開校記念式典を１年生の参列の

もと多くのご来賓の方々をお招きし

て開催しました。

　式辞の中で、井手口校長先生は、

『鹿島高等学校と鹿島実業高等学校

がこの地で果たしてきた大きな役割

と、それぞれの長い歴史の中で築き

上げてきた伝統を継承、融合、発展

させて、新たな学校文化を創造し、

地域に愛され、信頼される学校づく

りに、私たち職員一同、生徒ととも

に邁進していく覚悟です。」と述べ

られました。校歌は７０年前の両校

が分離する前のものが採用され、校

章は人間国宝の鈴田滋人さんにデザ

インしていただきました。

　鈴田さんは、旭ヶ岡の学び舎に集

う学生たちの可能性に満ちた姿に呼

応するかの様に毎春咲き誇る桜の花

をモチーフとし、それを生み出す自

然のすごさと鹿島高校と鹿島実業高

校の歴史を踏まえ、

その思いを少しでも

形にできればと公園

の桜をスケッチして

デザインを考案され

ました。

TopicsTopics まちの話題

Alyssa:

Jeremy:

I’m so stressed. I have a lot to study, 
but I won’t be ready for next week’s 
exam.
Don’t worry too much! Just keep 
studying and hang in there!

（アリッサ）

（ジェレミー）

私ストレスたまってる。たくさん勉強

があるの。でも来週のテストの準備で

きないの。

あまり心配し過ぎないでね！ちゃんと

勉強続けて諦めないで頑張ってね。

Jason:

Christine:

Running a 10K is so hard. I don’t think 
I can finish!
We’re almost at the finish line! Just 
hang in there!

（ジェイソン）

（クリスティーヌ）

１０ｋｍ走るってかなり大変だよ！た

どり着けないと思うよ。

私たち、もうすぐゴールだよ！くじけ

ないで頑張ろう！
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このごみどの袋・人権の輪 エイブルからのお知らせなど

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
http://kashima-able.com/

詳しくは

　床の間コーナーでは７月から９月にか

けて、田澤義鋪と田島勝爾に関する展示

を行っています。

　二人は、明治維新後に鹿島に生まれ、

地域を育てました。田澤義鋪は『青年団

の父』、田島勝爾は『みかんの先生』と

呼ばれ、その功績と温かい人柄で現在も

慕われています。人々への教育に尽力し

た二人の精神に触れてみてください。

に行ってみよう

況付録プレゼントクイズ（中高生対象）
　クイズの正解者の中から抽選で雑誌の付録をプレゼント！
　中高生のみ対象で夏休みに行います。
と　き　８月１日（水）～ 29 日（水）
ところ　図書館内　　狂プレゼント受取期間　９月１日（土）～26日（水）

況わくわく☆理科教室
　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！
と　き　８月 19 日（日）13時 30 分～ 15 時 30 分
ところ　エイブル２階調理室および和室
対　象　小学１年生～６年生（先着 20 人）
申込み　電話または図書館カウンターで受付中

況わ・わ・わぽっとでおはなし会
　５月から子育て支援センターで、出張おはなし会をしています。
　その場で図書館カードの登録や本の貸し出しが
できます。また、借りた本は子育て支援センター
の『返却ＢＯＸ』に返却できます。
と　き　毎月第３水曜日・最終日曜日　11 時～
対　象　５か月～就学前児と保護者

市　民
図書館

※当選者は図書館内に
　掲示します

床の間
コーナー

鹿島市明治維新１５０年記念事業

地域を育てた鹿島人
～田澤義鋪と田島勝爾～

協力：田澤記念館　下村湖人生家

講　座　名 定員 講　師 開講期間 ところ 受講料

20 人
飯田　由美子さん

（ライフオーガナイザー遺）

９月８日（土）
10時～ 11時 30 分

エイブル２階
和室

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

20 人
肥前さが幕末維新博

事務局
９月 12 日（水）
10時～ 11 時 30 分

エイブル２階
音楽スタジオ

会員　0,500 円
一般　1,000 円

　作：弓削田健介、演出：栗原誠治、出演：ティーンズミュージカルＳＡＧＡ

による図書館を舞台にしたミュージカル。

と　　き　８月 26 日（日）14時～　※開場 13時 30 分

と　こ　ろ　エイブルホール　全席自由　発売中

料　　金　大人：（一般）1,500 円　（会員）1,000 円

　　　　　高校生以下：（一般）500 円　（会員）無料

ミュージカル『図書館で会いましょう』第４回
えいぶる事業

図書館からのお知らせ

展　示　期　間　

『田澤義鋪と田澤精神』

８月 12 日（日）まで

『田島勝爾と田島精神』

８月 14 日（火）～９月 30日（日）

と　　き　９月１日（土）・２日（日）

と　こ　ろ　エイブルホール　全席自由　発売中

料　　金　大人（一般）1,000 円

　　　　　大人（会員）1,500 円

　　　　　高校生以下　500 円

『なつかしの映画上映会』黒澤明傑作集第５回
えいぶる事業

前売当日共
４本分料金

当日各500円増し

9：40 ～ 12：03 天国と地獄
12：15 ～ 13：43 羅生門
14：30 ～ 16：20 わが青春に悔いなし
16：30 ～ 18：08 酔いどれ天使

９月１日（土）
9：40 ～ 11：30 わが青春に悔いなし

11：40 ～ 13：18 酔いどれ天使
14：00 ～ 16：23 天国と地獄
16：40 ～ 18：08 羅生門

９月２日（日）

公開講座　片付けセミナー
～自分仕様の快適キッチン編～

公開講座　郷土の誇りを未来へ！
～世界遺産『三重津海軍所跡』
　　　　　と幕末維新期の佐賀～

無　料

よしはるたざわ かつじたじま

天国と地獄

市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

No.143

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　一度に大量のごみを出すと、ごみステーションのスペースがなくなり、他の人が利用できなくなり
ます。大量のごみが出た場合は以下の方法を参考にしてください。

一度に大量のごみが出たときは一度に大量のごみが出たときは

８月は同和問題啓発強調月間です
～同和問題について考えてみましょう～

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

　佐賀県は、昭和４０年８月１１

日、同和対策審議会が『同和地区

に関する社会的及び経済的諸問題

を解決するための基本的方策』に

ついて当時の佐藤内閣総理大臣に

答申を提出したことにちなんで毎

年８月を『同和問題啓発強調月

間』に定めています。鹿島市も同

和問題解決のための啓発事業を集

中的に行っています。

　同和問題は、本人の人柄や能力

とは関係なく、生まれた場所や

育った場所、住んでいる場所を理

由として、就職や結婚などで不当

な差別を受けるという日本固有の

人権問題です。国や地方自治体は、

同和問題の解決のためさまざまな

取組を行ってきました。同和問題

の不当な差別意識は、解消の方向

に向かっているものの、いまだ根

深く残っているといわざるを得な

い状況です。

　近年、情報化が進んだことによ

り、インターネットを利用した差

別情報の掲載や第三者からの不正

な方法による戸籍の取得などの問

題が新たに発生しています。この

ような社会情勢の変化を考慮して、

平成２８年１２月『部落差別の解

消の推進に関する法律』（部落差

別解消推進法）が施行されました。

この法律は、全ての国民に基本的

人権を保障する日本国憲法の理念

を模範として、「部落差別は許さ

れないものである」との認識のも

と、部落差別を解消することを目

的にしています。差別をなくすた

めに、差別のことを正しく知るこ

と、差別に気づくこと、差別をな

くすために自ら行動することが大

切なことだと思います。

　差別のない明るい社会をつくる

ことを目指して、８月の同和問題

啓発強調月間を機会に、同和問題

について考えてみましょう。

平成２９年度小中学校『人権標語』特選・準特選の作品を紹介します

やめようよ　見てみぬふりは　もうしない　　　尾形　みやび（明倫小３年）
幸せが　世界に広がれ　どこまでも　　　　　　江頭　遥菜（浜小４年）

人権標語
紹　介

※学年は平成 29年度

覚数回に分けて出す

覚直接、さが西部クリーンセンターへ持っていく
　さが西部クリーンセンター
　伊万里市松浦町山形５０９２番４　緯０９５５（２６）２３５３

　※10㎏につき80円の処分料がかかります。

　※燃えるごみと燃えないごみの分別は必要です。ただし、

　　指定のごみ袋に入れる必要はありません。

覚市の許可業者へ引き取りを依頼する
　馬場商会　緯０９５４（６２）１１３７

　野口商会　緯０９５４（６３）１２５８
　※引き取りは有料です。ただし、指定のごみ袋に入れる

　　必要はありません。 寓ステーションに出された大量のごみ

興できるだけ資源化にご協力ください！興



１７１６ Ｈ30（2018）.8.1　広報かしま 広報かしま　Ｈ30（2018）.8.1

このごみどの袋・人権の輪 エイブルからのお知らせなど

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
http://kashima-able.com/

詳しくは

　床の間コーナーでは７月から９月にか

けて、田澤義鋪と田島勝爾に関する展示

を行っています。

　二人は、明治維新後に鹿島に生まれ、

地域を育てました。田澤義鋪は『青年団

の父』、田島勝爾は『みかんの先生』と

呼ばれ、その功績と温かい人柄で現在も

慕われています。人々への教育に尽力し

た二人の精神に触れてみてください。

に行ってみよう

況付録プレゼントクイズ（中高生対象）
　クイズの正解者の中から抽選で雑誌の付録をプレゼント！
　中高生のみ対象で夏休みに行います。
と　き　８月１日（水）～ 29 日（水）
ところ　図書館内　　狂プレゼント受取期間　９月１日（土）～26日（水）

況わくわく☆理科教室
　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！
と　き　８月 19 日（日）13時 30 分～ 15 時 30 分
ところ　エイブル２階調理室および和室
対　象　小学１年生～６年生（先着 20 人）
申込み　電話または図書館カウンターで受付中

況わ・わ・わぽっとでおはなし会
　５月から子育て支援センターで、出張おはなし会をしています。
　その場で図書館カードの登録や本の貸し出しが
できます。また、借りた本は子育て支援センター
の『返却ＢＯＸ』に返却できます。
と　き　毎月第３水曜日・最終日曜日　11 時～
対　象　５か月～就学前児と保護者

市　民
図書館

※当選者は図書館内に
　掲示します

床の間
コーナー

鹿島市明治維新１５０年記念事業

地域を育てた鹿島人
～田澤義鋪と田島勝爾～

協力：田澤記念館　下村湖人生家

講　座　名 定員 講　師 開講期間 ところ 受講料

20 人
飯田　由美子さん

（ライフオーガナイザー遺）

９月８日（土）
10時～ 11時 30 分

エイブル２階
和室

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

20 人
肥前さが幕末維新博

事務局
９月 12 日（水）
10時～ 11 時 30 分

エイブル２階
音楽スタジオ

会員　0,500 円
一般　1,000 円

　作：弓削田健介、演出：栗原誠治、出演：ティーンズミュージカルＳＡＧＡ

による図書館を舞台にしたミュージカル。

と　　き　８月 26 日（日）14時～　※開場 13時 30 分

と　こ　ろ　エイブルホール　全席自由　発売中

料　　金　大人：（一般）1,500 円　（会員）1,000 円

　　　　　高校生以下：（一般）500 円　（会員）無料

ミュージカル『図書館で会いましょう』第４回
えいぶる事業

図書館からのお知らせ

展　示　期　間　

『田澤義鋪と田澤精神』

８月 12 日（日）まで

『田島勝爾と田島精神』

８月 14 日（火）～９月 30日（日）

と　　き　９月１日（土）・２日（日）

と　こ　ろ　エイブルホール　全席自由　発売中

料　　金　大人（一般）1,000 円

　　　　　大人（会員）1,500 円

　　　　　高校生以下　500 円

『なつかしの映画上映会』黒澤明傑作集第５回
えいぶる事業

前売当日共
４本分料金

当日各500円増し

9：40 ～ 12：03 天国と地獄
12：15 ～ 13：43 羅生門
14：30 ～ 16：20 わが青春に悔いなし
16：30 ～ 18：08 酔いどれ天使

９月１日（土）
9：40 ～ 11：30 わが青春に悔いなし

11：40 ～ 13：18 酔いどれ天使
14：00 ～ 16：23 天国と地獄
16：40 ～ 18：08 羅生門

９月２日（日）

公開講座　片付けセミナー
～自分仕様の快適キッチン編～

公開講座　郷土の誇りを未来へ！
～世界遺産『三重津海軍所跡』
　　　　　と幕末維新期の佐賀～

無　料

よしはるたざわ かつじたじま

天国と地獄

市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

No.143

　環境下水道課環境係

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　一度に大量のごみを出すと、ごみステーションのスペースがなくなり、他の人が利用できなくなり
ます。大量のごみが出た場合は以下の方法を参考にしてください。

一度に大量のごみが出たときは一度に大量のごみが出たときは

８月は同和問題啓発強調月間です
～同和問題について考えてみましょう～

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

　佐賀県は、昭和４０年８月１１

日、同和対策審議会が『同和地区

に関する社会的及び経済的諸問題

を解決するための基本的方策』に

ついて当時の佐藤内閣総理大臣に

答申を提出したことにちなんで毎

年８月を『同和問題啓発強調月

間』に定めています。鹿島市も同

和問題解決のための啓発事業を集

中的に行っています。

　同和問題は、本人の人柄や能力

とは関係なく、生まれた場所や

育った場所、住んでいる場所を理

由として、就職や結婚などで不当

な差別を受けるという日本固有の

人権問題です。国や地方自治体は、

同和問題の解決のためさまざまな

取組を行ってきました。同和問題

の不当な差別意識は、解消の方向

に向かっているものの、いまだ根

深く残っているといわざるを得な

い状況です。

　近年、情報化が進んだことによ

り、インターネットを利用した差

別情報の掲載や第三者からの不正

な方法による戸籍の取得などの問

題が新たに発生しています。この

ような社会情勢の変化を考慮して、

平成２８年１２月『部落差別の解

消の推進に関する法律』（部落差

別解消推進法）が施行されました。

この法律は、全ての国民に基本的

人権を保障する日本国憲法の理念

を模範として、「部落差別は許さ

れないものである」との認識のも

と、部落差別を解消することを目

的にしています。差別をなくすた

めに、差別のことを正しく知るこ

と、差別に気づくこと、差別をな

くすために自ら行動することが大

切なことだと思います。

　差別のない明るい社会をつくる

ことを目指して、８月の同和問題

啓発強調月間を機会に、同和問題

について考えてみましょう。

平成２９年度小中学校『人権標語』特選・準特選の作品を紹介します

やめようよ　見てみぬふりは　もうしない　　　尾形　みやび（明倫小３年）
幸せが　世界に広がれ　どこまでも　　　　　　江頭　遥菜（浜小４年）

人権標語
紹　介

※学年は平成 29年度

覚数回に分けて出す

覚直接、さが西部クリーンセンターへ持っていく
　さが西部クリーンセンター
　伊万里市松浦町山形５０９２番４　緯０９５５（２６）２３５３

　※10㎏につき80円の処分料がかかります。

　※燃えるごみと燃えないごみの分別は必要です。ただし、

　　指定のごみ袋に入れる必要はありません。

覚市の許可業者へ引き取りを依頼する
　馬場商会　緯０９５４（６２）１１３７

　野口商会　緯０９５４（６３）１２５８
　※引き取りは有料です。ただし、指定のごみ袋に入れる

　　必要はありません。 寓ステーションに出された大量のごみ

興できるだけ資源化にご協力ください！興
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　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

熱中症に注意しましょう
　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。

食改さんの料理教室

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では、料理教室を開

催しています。

　どなたでも参加できますので、希望する人は

保健センターまでお申し込みください。

と　　き　８月 21 日（火）10時～ 14 時

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

参　加　費　300円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾

申込期限　８月 14 日（火）

お知らせ

けんしん
肝炎ウイルス検査・ピロリ菌検査を受けましょう

　肝炎ウイルス検査、ピロリ菌検査を保健センターで行います。

ぜひ、受診してください。※事前に申し込みをお願いします

と　　き　８月 19 日（日）受付９時～ 10時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）　

肝炎ウイルス検査
対　象　者　30歳以上で、これまでに検査を受けたことがない人

内　　容　血液検査・問診

料　　金　Ｂ型＋Ｃ型　700円

　　　　　Ｂ型のみ　　300円

　　　　　Ｃ型のみ　　400円

そ　の　他　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

保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

ピロリ菌検査
対　象　者　30歳～39歳になる人

（昭和54年４月２日～平成元年４月１日生）

内　　容　血液検査・問診

料　　金　300円

定　　員　200人

そ　の　他　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

子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう

　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

けんしん

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。

月　日 対　象　区

11 月９日
（金）午前

行成・末光・中浅浦

11 月 12 日
（月）午前

若殿分・新方・湯ノ峰・庄金・南舟津・
中町・本町

11 月 13 日
（火）午後

筒口・中村・森・土井丸・井手・母ケ浦

11 月 29 日
（木）午前

高津原（１）

11 月 30 日
（金）午後

高津原（２）

12 月３日
（月）午後

野畠・北舟津・三部・新籠・常広・音成

12 月５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７日
（金）夜間

夜間検診希望者は、保健センターに申し込みが
必要です

８月 17 日
（金）午後

東町・上浅浦・大野・大殿分・大村方・七開・
古城・組方・飯田

月　日 対　象　区

８月 20 日
（月）午後

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 21 日
（火）午前

横田・井手分・東三河内・西三河内・中川内・
鮒越・上古枝・龍宿浦

８月 24 日
（金）午前

納富分・下古枝

８月 27 日
（月）午後

小舟津・川内・白鳥尾・中木庭・山浦開拓・
番在開拓・平仁田開拓

８月 28 日
（火）午後

城内・大手・中牟田・山浦・浜新町

９月 20 日
（木）午前

９月 21 日
（金）午前

執行分・大木庭・南川・江福

10 月 14 日
（日）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

西牟田・新町・犬王袋・早ノ瀬

　保健センター（エイブル１階）

　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

予防接種
二種混合予防接種を
　　　　　受けましょう

　　　　　　二種混合予防接種はジフテリアと破傷風の

　　　　　混合ワクチンです。

ジフテリア　ジフテリア菌が鼻や咽頭（のど）に侵入し
　　　　　　て感染し、風邪症状や重症化すると心筋炎、
　　　　　　神経麻痺などを起こします。

破　傷　風　破傷風菌は土壌の中に広く分布しており、
　　　　　　傷口などから菌が侵入して感染します。

　どちらも予防接種により予防することができます。

　乳幼児期に三種混合予防接種を受けた方も、この予防

接種でさらに免疫力をつけることができますので、夏休

みを利用して忘れずに接種しましょう。

対　象　者　11歳～13歳未満　　接種回数　１回

料　　金　無料（対象者以外は全額自己負担）

持　参　品　母子健康手帳、予防接種予診票

二種混合予防接種

　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。

ジェネリック医薬品に関する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～

　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

怯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）

怯通知の記載内容

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。

怯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。

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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　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

熱中症に注意しましょう
　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。

食改さんの料理教室

　毎月１９日は『食育の日』です。

　市食生活改善推進協議会では、料理教室を開

催しています。

　どなたでも参加できますので、希望する人は

保健センターまでお申し込みください。

と　　き　８月 21 日（火）10時～ 14 時

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

参　加　費　300円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾

申込期限　８月 14 日（火）

お知らせ

けんしん
肝炎ウイルス検査・ピロリ菌検査を受けましょう

　肝炎ウイルス検査、ピロリ菌検査を保健センターで行います。

ぜひ、受診してください。※事前に申し込みをお願いします

と　　き　８月 19 日（日）受付９時～ 10時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）　

肝炎ウイルス検査
対　象　者　30歳以上で、これまでに検査を受けたことがない人

内　　容　血液検査・問診

料　　金　Ｂ型＋Ｃ型　700円

　　　　　Ｂ型のみ　　300円

　　　　　Ｃ型のみ　　400円

そ　の　他　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

保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

ピロリ菌検査
対　象　者　30歳～39歳になる人

（昭和54年４月２日～平成元年４月１日生）

内　　容　血液検査・問診

料　　金　300円

定　　員　200人

そ　の　他　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

子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう

　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

けんしん

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。

月　日 対　象　区

11 月９日
（金）午前

行成・末光・中浅浦

11 月 12 日
（月）午前

若殿分・新方・湯ノ峰・庄金・南舟津・
中町・本町

11 月 13 日
（火）午後

筒口・中村・森・土井丸・井手・母ケ浦

11 月 29 日
（木）午前

高津原（１）

11 月 30 日
（金）午後

高津原（２）

12 月３日
（月）午後

野畠・北舟津・三部・新籠・常広・音成

12 月５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７日
（金）夜間

夜間検診希望者は、保健センターに申し込みが
必要です

８月 17 日
（金）午後

東町・上浅浦・大野・大殿分・大村方・七開・
古城・組方・飯田

月　日 対　象　区

８月 20 日
（月）午後

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 21 日
（火）午前

横田・井手分・東三河内・西三河内・中川内・
鮒越・上古枝・龍宿浦

８月 24 日
（金）午前

納富分・下古枝

８月 27 日
（月）午後

小舟津・川内・白鳥尾・中木庭・山浦開拓・
番在開拓・平仁田開拓

８月 28 日
（火）午後

城内・大手・中牟田・山浦・浜新町

９月 20 日
（木）午前

９月 21 日
（金）午前

執行分・大木庭・南川・江福

10 月 14 日
（日）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

西牟田・新町・犬王袋・早ノ瀬

　保健センター（エイブル１階）

　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

予防接種
二種混合予防接種を
　　　　　受けましょう

　　　　　　二種混合予防接種はジフテリアと破傷風の

　　　　　混合ワクチンです。

ジフテリア　ジフテリア菌が鼻や咽頭（のど）に侵入し
　　　　　　て感染し、風邪症状や重症化すると心筋炎、
　　　　　　神経麻痺などを起こします。

破　傷　風　破傷風菌は土壌の中に広く分布しており、
　　　　　　傷口などから菌が侵入して感染します。

　どちらも予防接種により予防することができます。

　乳幼児期に三種混合予防接種を受けた方も、この予防

接種でさらに免疫力をつけることができますので、夏休

みを利用して忘れずに接種しましょう。

対　象　者　11歳～13歳未満　　接種回数　１回

料　　金　無料（対象者以外は全額自己負担）

持　参　品　母子健康手帳、予防接種予診票

二種混合予防接種

　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。

ジェネリック医薬品に関する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～

　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

怯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）

怯通知の記載内容

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。

怯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。

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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お知らせ

　市内の中学３年生が１日市議会議

員となり、中学生が考える市の課題

や未来について、自らの考えを子ど

も議会で発表します。

　子ども議会は議場で傍聴できます

ので、お誘い合わせの上、ご来場く

ださい。また、ケーブルテレビでは

当日生中継、当日19時と26日９時

に再放送が予定されています。

と　　き　８月 24 日（金）14 時～ 16 時 15 分

と　こ　ろ　議場傍聴席（市役所５階）

詳しくは　議会事務局

　　　　　緯０９５４（６３）２１０４

　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31年３月29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）

対象工事の要件　

①市内の既存または新築の住宅である、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

②太陽電池の最大出力が10kW未満

③補助対象経費が１kW当り65万円以下

④設置工事は県内業者が行うこと

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）

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

　休業中はし尿の汲み取りができま

せん。各社担当地区の住民の人は、

休業前に早めの汲み取り依頼の連絡

をお願いします。

休業期間　８月13日（月）～15日（水）

連　絡　先　　

　煙藤津清掃社　緯（６３）４０６４

　煙有明清掃社　緯（６２）４３２４

　煙鹿島清掃社　緯（６３）３９９４

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

　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

詳しくは　市民課市民年金係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７

　　　　　武雄年金事務所

　　　　　緯０９５４（２３）０１２１

恭夏の作業もおまかせください

　『農作業』『草払い、草取り』『家事』

『庭木剪定』『賞状書き』など。

恭家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉
のチップ（EM 入り）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 16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

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 16日（木）９時 30分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

※説明会は個別でも随時行っています

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　緯０９５４（６３）０９７０

平成３０年６月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

※（　　）内は前年比　　栢守ろう交通ルール　高めよう交通マナー

怯あなたは『歩行者優先』を守っていますか？・・・横断歩道を横断しようとす

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。

詳しくは　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

2,934 件（－394）
151 件（－016）
83 件（－001）

3,870 人（－502）
199 人（－006）
110 人（＋008）

13 人（－03）
0人（－02）
0人（－00）

10,098 件（＋492）
566 件（＋048）
292 件（＋018）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数
子ども議会を
傍聴しませんか

　

　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。

　興８月６日（月）　８時 15 分

　　【広島市原爆投下の日】

　興８月９日（木）　11 時２分

　　【長崎市原爆投下の日】

　興８月 15 日（水）　12時

　　【終戦記念日】

詳しくは　総務課総務係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１１

　入学を検討されている人（65歳

未満）などを対象にオープンキャン

パスが開催されます。

と　　き　８月 26 日（日）

定　　員　50 人程度（保護者同伴可）

内　　容　各専攻実習体験、

　　　　　卒業生との交流会　など

参　加　費　無料

申込期限　８月 16 日（木）

※高校生は在籍する高校、既卒者・社会人

　は直接、農業大学校へ申し込みください

申込・問合せ先

　佐賀県農業大学校

　緯０９５２（４５）２１４４　　　

　姉０９５２（３４）７００４

　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２日（日）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

詳しくは　私立大学通信教育協会

　　　　　緯０３（３８１８）３８７０

　農業・漁業の担い手として親元で
就業する人を対象に助成金を支給し

ます。まず、ご相談ください。

対　　象　平成30年４月１日以降に就業

　　　　　した18歳以上50歳未満の人

助　成　額　最大 150 万円

期　　間　３年間

詳しくは　農林水産課

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

　妊娠、出産、育児などを理由に離

職した人の再就職をサポートする

『子育て世代の就活フェスタ』を開

催します。

と　き・ところ

９月 20 日（木）　サンメッセ鳥栖（鳥栖市）

９月 28 日（金）　ガーデンテラス佐賀（佐賀市）

対　　象　未就業中の子育て世代の人

内　　容　企業紹介、ワークショップなど

参　加　費　無料（申込不要）

※託児を希望する場合は事前にご連絡ください

詳しくは　佐賀電算センター

　　　　　緯０９５２（３４）１５３５

講習会・教室

　鹿島・嬉野の酒蔵を巡り、ガイド

研修を行う養成講座を開催します。

研修のほかに甘酒作り体験も予定。

参加を希望する人は、事務局までご

連絡ください。

と　き・ところ　※全９回（予定）

　第１回　９月 15 日（土）

　　　　市民会館および市内１酒蔵

　第２回　９月 29 日（土）

　　　　市内２酒蔵

定　　員　先着 15 人

参　加　費　無料

申込期限　８月 31 日（金）

※定員になり次第締め切ります

申込・問合せ先

　鹿島酒蔵ツーリズム酒蔵ガイドの会

　（鹿島市観光案内所内）

　緯０９５４（６２）３９４２

　水環境の保全や大切さを知り、市

民一人ひとりができること“かしま

ウォータースタイル”を見つける

きっかけづくりの場として開催しま

す。ぜひ、ご参加ください。

と　　き　９月 29 日（土）

と　こ　ろ　市民会館

講　演　会　①　13 時～

　『環境に配慮した暮らし方』

　講師　林　真実さん

　（消費生活アドバイザー・環境カウンセラー）

講　演　会　②　14 時 10 分～

　『水と人、水と麹、人と麹』

　講師　山元　文晴さん

　（鹿児島県錦灘酒造専務取締役、外科専門医）

※会場では、水を味わう試食コーナーや

　ミニ実験コーナー、下水道マンホール

　カード配布なども行っています。

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

　落ち着きがない、こだわりが強い、

空気を読めないなど、子どもの発達

障害についての知識や支援を学ぶ会

を開催します。

と　　き　８月 21 日（火）

　　　　　14 時～ 16時

と　こ　ろ　市民会館ホール

講　　師　竹田　契一さん

　　　　　（大阪医科大学ＬＤセンター顧問）

参　加　費　無料

詳しくは　教育総務課

　　　　　緯０９５４（６３）２１０３

“たったひとつの命だから”この言

葉のあとに、あなたはどんな言葉を

つなげますか。

と　　き　８月 19 日（日）14 時～ 15 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階多目的室

対　　象　小学生以上

講　　師　ワンライフプロジェクト佐賀

参　加　費　無料（申込不要）

※託児を希望する場合は８月 10 日までにご連絡ください

詳しくは　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

佐賀県農業大学校
オープンキャンパス

胸市税集合徴収分
胸介護保険料
胸後期高齢者医療保険料の
第２期の口座振替日は

８月３１日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

親元就業者を支援します

お盆期間中の
し尿汲み取り休業について

子育て世代の
就活フェスタ開催

大学通信教育合同入学
説明会のご案内

太陽光発電設置補助金
のお知らせ 鹿島酒蔵ツーリズムガイド

養成講座参加者募集

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

平成３０年６月分の市長交際費を公表します

会　費 ６月12日
６月19日

3,000円
5,000円

鹿島地区交通安全協会定期総会
鹿島市学校給食納入組合通常総会

34,600円（平成 30 年度累計　81,920 円）合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

６月26日
６月23日

5,000円
21,600円

鹿島商工会議所通常議員総会
供花１件弔　慰

祝　儀

ぜひ、ご活用ください
シルバー人材センター

戦没者追悼のため
サイレンを鳴らします

国民年金保険料
免除申請について

　児童手当の現況届は
　　　　　　お済みですか？
　児童手当を受給している人は、
毎年、現況届の提出が必要です。
　手続きをされていない人は、早
急に福祉課までお越しください。

詳しくは　福祉課社会福祉係
　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

環境講演会
～水とかしま～

発達障害について学ぶ
研修会を開催します

朗読会
『たったひとつの命だから』

情報掲示板 愚 お知らせ・講習会・教室情報掲示板 愚 お知らせ
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お知らせ

　市内の中学３年生が１日市議会議

員となり、中学生が考える市の課題

や未来について、自らの考えを子ど

も議会で発表します。

　子ども議会は議場で傍聴できます

ので、お誘い合わせの上、ご来場く

ださい。また、ケーブルテレビでは

当日生中継、当日19時と26日９時

に再放送が予定されています。

と　　き　８月 24 日（金）14 時～ 16 時 15 分

と　こ　ろ　議場傍聴席（市役所５階）

詳しくは　議会事務局

　　　　　緯０９５４（６３）２１０４

　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31年３月29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）

対象工事の要件　

①市内の既存または新築の住宅である、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

②太陽電池の最大出力が10kW未満

③補助対象経費が１kW当り65万円以下

④設置工事は県内業者が行うこと

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）

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

　休業中はし尿の汲み取りができま

せん。各社担当地区の住民の人は、

休業前に早めの汲み取り依頼の連絡

をお願いします。

休業期間　８月13日（月）～15日（水）

連　絡　先　　

　煙藤津清掃社　緯（６３）４０６４

　煙有明清掃社　緯（６２）４３２４

　煙鹿島清掃社　緯（６３）３９９４

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

　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

詳しくは　市民課市民年金係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１７

　　　　　武雄年金事務所

　　　　　緯０９５４（２３）０１２１

恭夏の作業もおまかせください

　『農作業』『草払い、草取り』『家事』

『庭木剪定』『賞状書き』など。

恭家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉
のチップ（EM 入り）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 16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

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 16日（木）９時 30分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

※説明会は個別でも随時行っています

問い合わせ・ご注文　

　シルバー人材センター

　緯０９５４（６３）０９７０

平成３０年６月末現在の
鹿島市の交通事故発生状況

※（　　）内は前年比　　栢守ろう交通ルール　高めよう交通マナー

怯あなたは『歩行者優先』を守っていますか？・・・横断歩道を横断しようとす

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。

詳しくは　鹿島警察署交通課　緯０９５４（６３）１１１１

鹿島警察署管内
佐 賀 県 内

鹿 島 市 内

2,934 件（－394）
151 件（－016）
83 件（－001）

3,870 人（－502）
199 人（－006）
110 人（＋008）

13 人（－03）
0人（－02）
0人（－00）

10,098 件（＋492）
566 件（＋048）
292 件（＋018）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数
子ども議会を
傍聴しませんか

　

　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。

　興８月６日（月）　８時 15 分

　　【広島市原爆投下の日】

　興８月９日（木）　11 時２分

　　【長崎市原爆投下の日】

　興８月 15 日（水）　12時

　　【終戦記念日】

詳しくは　総務課総務係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１１

　入学を検討されている人（65歳

未満）などを対象にオープンキャン

パスが開催されます。

と　　き　８月 26 日（日）

定　　員　50 人程度（保護者同伴可）

内　　容　各専攻実習体験、

　　　　　卒業生との交流会　など

参　加　費　無料

申込期限　８月 16 日（木）

※高校生は在籍する高校、既卒者・社会人

　は直接、農業大学校へ申し込みください

申込・問合せ先

　佐賀県農業大学校

　緯０９５２（４５）２１４４　　　

　姉０９５２（３４）７００４

　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２日（日）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

詳しくは　私立大学通信教育協会

　　　　　緯０３（３８１８）３８７０

　農業・漁業の担い手として親元で
就業する人を対象に助成金を支給し

ます。まず、ご相談ください。

対　　象　平成30年４月１日以降に就業

　　　　　した18歳以上50歳未満の人

助　成　額　最大 150 万円

期　　間　３年間

詳しくは　農林水産課

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

　妊娠、出産、育児などを理由に離

職した人の再就職をサポートする

『子育て世代の就活フェスタ』を開

催します。

と　き・ところ

９月 20 日（木）　サンメッセ鳥栖（鳥栖市）

９月 28 日（金）　ガーデンテラス佐賀（佐賀市）

対　　象　未就業中の子育て世代の人

内　　容　企業紹介、ワークショップなど

参　加　費　無料（申込不要）

※託児を希望する場合は事前にご連絡ください

詳しくは　佐賀電算センター

　　　　　緯０９５２（３４）１５３５

講習会・教室

　鹿島・嬉野の酒蔵を巡り、ガイド

研修を行う養成講座を開催します。

研修のほかに甘酒作り体験も予定。

参加を希望する人は、事務局までご

連絡ください。

と　き・ところ　※全９回（予定）

　第１回　９月 15 日（土）

　　　　市民会館および市内１酒蔵

　第２回　９月 29 日（土）

　　　　市内２酒蔵

定　　員　先着 15 人

参　加　費　無料

申込期限　８月 31 日（金）

※定員になり次第締め切ります

申込・問合せ先

　鹿島酒蔵ツーリズム酒蔵ガイドの会

　（鹿島市観光案内所内）

　緯０９５４（６２）３９４２

　水環境の保全や大切さを知り、市

民一人ひとりができること“かしま

ウォータースタイル”を見つける

きっかけづくりの場として開催しま

す。ぜひ、ご参加ください。

と　　き　９月 29 日（土）

と　こ　ろ　市民会館

講　演　会　①　13 時～

　『環境に配慮した暮らし方』

　講師　林　真実さん

　（消費生活アドバイザー・環境カウンセラー）

講　演　会　②　14 時 10 分～

　『水と人、水と麹、人と麹』

　講師　山元　文晴さん

　（鹿児島県錦灘酒造専務取締役、外科専門医）

※会場では、水を味わう試食コーナーや

　ミニ実験コーナー、下水道マンホール

　カード配布なども行っています。

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

　落ち着きがない、こだわりが強い、

空気を読めないなど、子どもの発達

障害についての知識や支援を学ぶ会

を開催します。

と　　き　８月 21 日（火）

　　　　　14 時～ 16時

と　こ　ろ　市民会館ホール

講　　師　竹田　契一さん

　　　　　（大阪医科大学ＬＤセンター顧問）

参　加　費　無料

詳しくは　教育総務課

　　　　　緯０９５４（６３）２１０３

“たったひとつの命だから”この言

葉のあとに、あなたはどんな言葉を

つなげますか。

と　　き　８月 19 日（日）14 時～ 15 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階多目的室

対　　象　小学生以上

講　　師　ワンライフプロジェクト佐賀

参　加　費　無料（申込不要）

※託児を希望する場合は８月 10 日までにご連絡ください

詳しくは　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

佐賀県農業大学校
オープンキャンパス

胸市税集合徴収分
胸介護保険料
胸後期高齢者医療保険料の
第２期の口座振替日は

８月３１日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

親元就業者を支援します

お盆期間中の
し尿汲み取り休業について

子育て世代の
就活フェスタ開催

大学通信教育合同入学
説明会のご案内

太陽光発電設置補助金
のお知らせ 鹿島酒蔵ツーリズムガイド

養成講座参加者募集

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

平成３０年６月分の市長交際費を公表します

会　費 ６月12日
６月19日

3,000円
5,000円

鹿島地区交通安全協会定期総会
鹿島市学校給食納入組合通常総会

34,600円（平成 30 年度累計　81,920 円）合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

６月26日
６月23日

5,000円
21,600円

鹿島商工会議所通常議員総会
供花１件弔　慰

祝　儀

ぜひ、ご活用ください
シルバー人材センター

戦没者追悼のため
サイレンを鳴らします

国民年金保険料
免除申請について

　児童手当の現況届は
　　　　　　お済みですか？
　児童手当を受給している人は、
毎年、現況届の提出が必要です。
　手続きをされていない人は、早
急に福祉課までお越しください。

詳しくは　福祉課社会福祉係
　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

環境講演会
～水とかしま～

発達障害について学ぶ
研修会を開催します

朗読会
『たったひとつの命だから』

情報掲示板 愚 お知らせ・講習会・教室情報掲示板 愚 お知らせ
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　就労に役立つパソコン研修です。

と　　き　９月 18 日～ 11 月 16 日

（平日のみ）　①09 時 15 分～ 12 時 15 分

　　　　　②13 時 15 分～ 16 時 15 分

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・父子家庭）の親

定　　員　各コース 10 人

受　講　料　無料

申込期限　８月 20 日（月）必着

※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）

　募集要項は福祉課にもあります

詳しくは　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

　９月から迎りつ子先生の料理教室

がスタートします。人数に限りがあ

りますので、申し込みはお早めに。

男性もぜひどうぞ！

と　　き　月１回第３金曜日

　　　　　18 時 30 分～ 21 時

※開催日は変更する場合もあります

と　こ　ろ　田澤記念館調理室

募集人数　若干名

参　加　費　2,000 円（材料代含む）

詳しくは　田澤記念館

　　　　　緯０９５４（６３）１６２２

と　　き　８月５日（日）※雨天決行

　　　　　受付８時 30 分～

と　こ　ろ　松本材木店（コメリ末光店前）

内　　容　簡単な背もたれイス、

　　　　　小物ラックなどの作製

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

申込・問合せ先

　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

　産業活性化施設　海道しるべでは、

夏場でも安定して収穫できるワケギ

（ネギ）の栽培講習会を開催します。

と　　き　８月 24 日（金）10 時～ 12 時

と　こ　ろ　のごみふれあい楽習館

対　　象　農業に従事されている人

定　　員　20 人

参　加　費　無料

持　参　品　汚れてもよい服装、筆記用具

申込締切　８月 23 日（木）

そ　の　他　ワケギの種球を当日配布します

詳しくは　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）

　全７回の学習会を開催します。

と　　き　８月１日・29 日（水）

　　　　　19 時 30 分～

噛１ 日『同和問題に関する

　　　　　偏見や差別をなくそう』

噛29日『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

詳しくは　人権・同和対策課

　　　　　緯０９５４（６３）２１２６

試　験

　『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（木）

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（木）

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 20 日（月）

※受験案内は環境下水道課で配布してい

　ます。また、受験資格や申込手続などの

　詳細は、受験案内をご覧ください

詳しくは　佐賀県下水道協会

　　　　　緯０９５２（３３）１３３０

募　集

　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（土）から配布

受付期間　９月５日（水）～ 12 日（水）

　　　　　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 19 日（水）

抽選会場　武雄総合庁舎別館

詳しくは　川原建設㈱武雄管理室

　　　　　緯０９５４（２６）０５２２

対　象　者　求職者

訓練期間　10 月４日（木）～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 29 日（水）

※施設見学や模擬体験もできます

詳しくは　ポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

　米麦大豆、野菜、果樹、花き、畜

産などが学べます。また、生産から

加工や販売など６次産業化にも対応

しています。

応募資格　高卒または平成 31 年

　　　　　３月高卒見込みの人

受付期間

推薦　９月３日（月）～ 18 日（火）

一般　（１次）11 月 12 日（月）～ 28 日（水）

　　　（２次）平成 31 年１月 15 日（火）～２月６日（水）

　　　　※定員に達しない場合は２次募集があります

入学試験

推薦　10 月５日（金）

一般　（１次）12 月 14 日（金）

　　　（２次）平成 31 年２月 22 日（金）

詳しくは　佐賀県農業大学校

　　　　　緯０９５２（４５）２１４４

相　談

と　　き　８月３日（金）10時～17時

と　こ　ろ　県内各司法書士事務所（要予約）

相談内容　登記、相続、成年後見など

怯電話無料相談も行っています

《専用ダイヤル》　緯０９５２（２９）０６３５

　毎週月・金曜日 18 時～ 20 時

詳しくは　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 19 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

申込・問合せ先（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

狂無料法律相談（市民優先）

　９日（木）市役所５階

　受付 13 時～ 14 時（先着６人）13 時 30 分開始

　※行政相談と同時開催

　30 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

　総務課 緯（６３）２１１１

狂法律・行政合同相談　市役所５階

　９日（木）13 時開始（15 時 30 分まで）

　※無料法律相談と同時開催

　総務課 緯（６３）２１１１

狂消費生活相談　市民会館１階サロン

　毎週月・金曜日

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

狂厚生年金・国民年金相談

　市民会館１階サロン

　７日・21 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

　要予約　市民課緯（６３）２１１７

狂人権相談　市民交流プラザかたらい３階会議室

　２日（木）10 時～ 15 時

狂土地・建物に関する無料相談所

市民会館１階サロン

　28 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

狂住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　４日（土）10 時～ 12 時

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

　８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

　28 日（火）10 時～ 16 時　要予約

　NPO 法人それいゆ緯０９０（６２９６）７５５０

狂就農に関する相談　農林水産課

　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

　17 日（金）９時～ 16 時（時間外可）

　要予約　税務課緯（６３）２１１８

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

イベント

　今回で３回目を迎える土曜夜市。

子どもから大人まで楽しめる屋台、

音楽ライブや大道芸、竹灯篭点灯式

など、たくさんのイベントが行われ

ます。ぜひお越しください。

と　　き　８月 11 日（祝）17 時～ 21 時

　　　　　※荒天時は 12 日（日）順延

と　こ　ろ　肥前浜宿酒蔵通り

駐　車　場　浜小学校運動場（500 円）

詳しくは　肥前浜宿土曜夜市実行委員会　木下

　　　　　緯０９０（８９１７）００４０

と　　き　８月22日（水）～26日（日）

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階

展　　示

　写　真　県展、県写真協会展、例会

　　　　　作品中心に 50 点程度

　四郎窯　国際陶芸展入選（シルク

　　　　　ロード）の壷、茶器類

観　覧　料　無料

詳しくは　むつごろうフォートス　岩永

　　　　　緯０９０（９４８５）７２５２

　佐賀県盲学校では、視覚障害教育

の啓発活動を目的に、さまざまな体

験ができるイベントを開催します。

と　　き　８月３日（金）

　　　　　９時 30 分～ 12 時 30 分

と　こ　ろ　佐賀県立盲学校

内　　容　見えにくさ体験、歩行体験、

　　　　　支援グッズ展示　など

詳しくは　佐賀県立盲学校

　　　　　緯０９５２（２３）４６７２

テーマ　ひろげよう地域の絆

　　　　～希望とともに未来をひらく～

　イベントや屋台を用意しています。

と　　き　８月 25 日（土）16 時 30 分～

と　こ　ろ　グループホームさくら荘前駐車場

　　　　　※雨天時は当院リハビリセンター

詳しくは　志田病院夏祭り実行委員会

　　　　　緯０９５４（６３）１２３６

　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

い催しがたくさんあります。

と　　き　９月６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

詳しくは　鹿島療育園

　　　　　緯０９５４（６２）２７８０

狂祐徳夏まつり

　１日（水）11 時～祐徳稲荷神社周辺

狂鹿島おどり

　３日（金）・４日（土）［２ページ参照］

狂市消防団夏季訓練

　19 日（日）７時 30 分～祐徳グラウンド

狂鹿島市民納涼花火大会

　25日（土）20時～　［２ページ参照］

狂お不動尊祭り　※雨天中止

　26 日（日）13 時～ 20 時　相生通り

狂ミュージカル『図書館で会いましょう』

　26 日（日）14 時～エイブルホール

　　　　　　　　　［17 ページ参照］

弁護士による
無料法律相談会

その他の相談

その他のイベント

ワケギ（ネギ）栽培講習会ひとり親のための
パソコン研修

『親子でワクワクものづくり』
木工教室参加者募集

人権学習会を開催します

司法書士による
無料法律相談会

むつごろうフォートス写真展

肥前浜宿土曜夜市
を開催します 鹿島療育園　秋まつり

農業大学校学生募集

県営住宅入居予備者を
募集します

平成30年10月生
職業訓練受講生募集

１８

募集訓練科 定員

電 気 設 備 施 行 科

田澤記念館料理教室

排水設備工事責任技術者
資格試験

きてみてんさい in もうがっこう
～見えない ・見えにくい世界～

志田病院　夏祭り

情報掲示板 愚 相談・イベント情報掲示板 愚 講習会・教室・試験・募集
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　就労に役立つパソコン研修です。

と　　き　９月 18 日～ 11 月 16 日

（平日のみ）　①09 時 15 分～ 12 時 15 分

　　　　　②13 時 15 分～ 16 時 15 分

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・父子家庭）の親

定　　員　各コース 10 人

受　講　料　無料

申込期限　８月 20 日（月）必着

※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）

　募集要項は福祉課にもあります

詳しくは　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

　９月から迎りつ子先生の料理教室

がスタートします。人数に限りがあ

りますので、申し込みはお早めに。

男性もぜひどうぞ！

と　　き　月１回第３金曜日

　　　　　18 時 30 分～ 21 時

※開催日は変更する場合もあります

と　こ　ろ　田澤記念館調理室

募集人数　若干名

参　加　費　2,000 円（材料代含む）

詳しくは　田澤記念館

　　　　　緯０９５４（６３）１６２２

と　　き　８月５日（日）※雨天決行

　　　　　受付８時 30 分～

と　こ　ろ　松本材木店（コメリ末光店前）

内　　容　簡単な背もたれイス、

　　　　　小物ラックなどの作製

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

申込・問合せ先

　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

　産業活性化施設　海道しるべでは、

夏場でも安定して収穫できるワケギ

（ネギ）の栽培講習会を開催します。

と　　き　８月 24 日（金）10 時～ 12 時

と　こ　ろ　のごみふれあい楽習館

対　　象　農業に従事されている人

定　　員　20 人

参　加　費　無料

持　参　品　汚れてもよい服装、筆記用具

申込締切　８月 23 日（木）

そ　の　他　ワケギの種球を当日配布します

詳しくは　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）

　全７回の学習会を開催します。

と　　き　８月１日・29 日（水）

　　　　　19 時 30 分～

噛１ 日『同和問題に関する

　　　　　偏見や差別をなくそう』

噛29日『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

詳しくは　人権・同和対策課

　　　　　緯０９５４（６３）２１２６

試　験

　『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（木）

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（木）

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 20 日（月）

※受験案内は環境下水道課で配布してい

　ます。また、受験資格や申込手続などの

　詳細は、受験案内をご覧ください

詳しくは　佐賀県下水道協会

　　　　　緯０９５２（３３）１３３０

募　集

　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（土）から配布

受付期間　９月５日（水）～ 12 日（水）

　　　　　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 19 日（水）

抽選会場　武雄総合庁舎別館

詳しくは　川原建設㈱武雄管理室

　　　　　緯０９５４（２６）０５２２

対　象　者　求職者

訓練期間　10 月４日（木）～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 29 日（水）

※施設見学や模擬体験もできます

詳しくは　ポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

　米麦大豆、野菜、果樹、花き、畜

産などが学べます。また、生産から

加工や販売など６次産業化にも対応

しています。

応募資格　高卒または平成 31 年

　　　　　３月高卒見込みの人

受付期間

推薦　９月３日（月）～ 18 日（火）

一般　（１次）11 月 12 日（月）～ 28 日（水）

　　　（２次）平成 31 年１月 15 日（火）～２月６日（水）

　　　　※定員に達しない場合は２次募集があります

入学試験

推薦　10 月５日（金）

一般　（１次）12 月 14 日（金）

　　　（２次）平成 31 年２月 22 日（金）

詳しくは　佐賀県農業大学校

　　　　　緯０９５２（４５）２１４４

相　談

と　　き　８月３日（金）10時～17時

と　こ　ろ　県内各司法書士事務所（要予約）

相談内容　登記、相続、成年後見など

怯電話無料相談も行っています

《専用ダイヤル》　緯０９５２（２９）０６３５

　毎週月・金曜日 18 時～ 20 時

詳しくは　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 19 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

申込・問合せ先（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

狂無料法律相談（市民優先）

　９日（木）市役所５階

　受付 13 時～ 14 時（先着６人）13 時 30 分開始

　※行政相談と同時開催

　30 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

　総務課 緯（６３）２１１１

狂法律・行政合同相談　市役所５階

　９日（木）13 時開始（15 時 30 分まで）

　※無料法律相談と同時開催

　総務課 緯（６３）２１１１

狂消費生活相談　市民会館１階サロン

　毎週月・金曜日

　９時 30 分～ 12 時、13 時～ 16 時

狂厚生年金・国民年金相談

　市民会館１階サロン

　７日・21 日（火）10 時～ 12 時、13 時～ 15 時

　要予約　市民課緯（６３）２１１７

狂人権相談　市民交流プラザかたらい３階会議室

　２日（木）10 時～ 15 時

狂土地・建物に関する無料相談所

市民会館１階サロン

　28 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

狂住宅設計無料相談会　旧池田家（南舟津）

　４日（土）10 時～ 12 時

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

　８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

　28 日（火）10 時～ 16 時　要予約

　NPO 法人それいゆ緯０９０（６２９６）７５５０

狂就農に関する相談　農林水産課

　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

　17 日（金）９時～ 16 時（時間外可）

　要予約　税務課緯（６３）２１１８

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

イベント

　今回で３回目を迎える土曜夜市。

子どもから大人まで楽しめる屋台、

音楽ライブや大道芸、竹灯篭点灯式

など、たくさんのイベントが行われ

ます。ぜひお越しください。

と　　き　８月 11 日（祝）17 時～ 21 時

　　　　　※荒天時は 12 日（日）順延

と　こ　ろ　肥前浜宿酒蔵通り

駐　車　場　浜小学校運動場（500 円）

詳しくは　肥前浜宿土曜夜市実行委員会　木下

　　　　　緯０９０（８９１７）００４０

と　　き　８月22日（水）～26日（日）

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい４階

展　　示

　写　真　県展、県写真協会展、例会

　　　　　作品中心に 50 点程度

　四郎窯　国際陶芸展入選（シルク

　　　　　ロード）の壷、茶器類

観　覧　料　無料

詳しくは　むつごろうフォートス　岩永

　　　　　緯０９０（９４８５）７２５２

　佐賀県盲学校では、視覚障害教育

の啓発活動を目的に、さまざまな体

験ができるイベントを開催します。

と　　き　８月３日（金）

　　　　　９時 30 分～ 12 時 30 分

と　こ　ろ　佐賀県立盲学校

内　　容　見えにくさ体験、歩行体験、

　　　　　支援グッズ展示　など

詳しくは　佐賀県立盲学校

　　　　　緯０９５２（２３）４６７２

テーマ　ひろげよう地域の絆

　　　　～希望とともに未来をひらく～

　イベントや屋台を用意しています。

と　　き　８月 25 日（土）16 時 30 分～

と　こ　ろ　グループホームさくら荘前駐車場

　　　　　※雨天時は当院リハビリセンター

詳しくは　志田病院夏祭り実行委員会

　　　　　緯０９５４（６３）１２３６

　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

い催しがたくさんあります。

と　　き　９月６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

詳しくは　鹿島療育園

　　　　　緯０９５４（６２）２７８０

狂祐徳夏まつり

　１日（水）11 時～祐徳稲荷神社周辺

狂鹿島おどり

　３日（金）・４日（土）［２ページ参照］

狂市消防団夏季訓練

　19 日（日）７時 30 分～祐徳グラウンド

狂鹿島市民納涼花火大会

　25日（土）20時～　［２ページ参照］

狂お不動尊祭り　※雨天中止

　26 日（日）13 時～ 20 時　相生通り

狂ミュージカル『図書館で会いましょう』

　26 日（日）14 時～エイブルホール

　　　　　　　　　［17 ページ参照］

弁護士による
無料法律相談会

その他の相談

その他のイベント

ワケギ（ネギ）栽培講習会ひとり親のための
パソコン研修

『親子でワクワクものづくり』
木工教室参加者募集

人権学習会を開催します

司法書士による
無料法律相談会

むつごろうフォートス写真展

肥前浜宿土曜夜市
を開催します 鹿島療育園　秋まつり

農業大学校学生募集

県営住宅入居予備者を
募集します

平成30年10月生
職業訓練受講生募集

１８

募集訓練科 定員

電 気 設 備 施 行 科

田澤記念館料理教室

排水設備工事責任技術者
資格試験

きてみてんさい in もうがっこう
～見えない ・見えにくい世界～

志田病院　夏祭り

情報掲示板 愚 相談・イベント情報掲示板 愚 講習会・教室・試験・募集
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中木庭ダム

　あじさいまつり
中木庭ダム

　あじさいまつり

　６月２３日、２４日の２日間、中木庭ダムやまびこ広場周辺で、あじ

さいまつりが開催されました。家族連れなど、市内外からたくさんの人

が訪れ、園内一面に咲く青や白、紫のあじさいを楽しんでいました。

　熊本県から訪れた女性は、「あじさいまつりのことを知っていつか来

たかった。こんなにきれいなところがあるのかと思っていたので見るこ

とができて本当によかった」と笑顔でした。
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　７月９日、子育て支援センターで行われ

た『親子で足もみ触れ合いマッサージday』

に市内外からたくさんの親子が参加。体の

免疫力を高める効果もある足もみをしなが

らふれあいを楽しんでいました。

親子で足もみ
　　触れ合いマッサージ

写真


