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　県内で最も多くの民俗芸能が今でも継承されている鹿島

市ならではのイベント『かしま伝承芸能フェスティバル』

が今年も開催されます。鹿島市内に伝わる民俗芸能の各団

体をはじめ、今年は、長崎龍踊り（長崎県）に出演してい

ただきます。

　祐徳稲荷神社の荘厳な境内をメイン会場、門前商店街を

道行き会場として行われ、それぞれの会場で各地域の伝承

芸能が堪能できます。ご家族、ご友人と一緒に伝承芸能

フェスティバルにぜひお越しください。

　また当日は、フォトコンテストも開催されますのでお気

に入りの一枚を写して、ぜひ応募してください。

と　　き　９月９日（日）

　　　　　13 時～ 17時

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社

　　　　　および祐徳門前商店街

　　　　　　※雨天時祐徳稲荷神社参集殿

　鹿島市観光協会　緯０９５４（６２）３９４２

　市商工観光課　　緯０９５４（６３）３４１２
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フォトコンテスト

も開催！フォトコンテスト

も開催！

　毎年恒例の『鹿島おどり』が８月３日・４日に

開催されました。今年も市内外から多くのおどり

隊と観客が集まり『やっさ！やっさ！』の掛け声

とともに、鹿島のまちを熱く盛り上げました。

第５５回　鹿島おどり
写真
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　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、環境講演会『水と鹿島』を開催します。ぜひ、ご参加ください。

と　　き　９月 29 日（土）12 時～　　と　こ　ろ　市民会館

　講演会１　『環境に配慮した暮らし方』　13 時～

　　　　　　講師　林　真実さん

　　　　　　（省エネルギーセンター消費生活アドバイザー・環境カウンセラー）

　講演会２　『水と人、水と麹、人と麹』　14 時 20 分～　

　　　　　　講師　山元　文晴さん

　　　　　　（鹿児島県源麹研究所員、錦灘酒造専務取締役、外科専門医）

　フリートーク　15 時 50 分～　　利き水当選者発表　16 時 10 分～ 寓林真実さん 寓山元文晴さん

ワークショップ！ワークショップ！
マンホール缶バッジ作り、

水のミニ実験など

地元の水を使ったゼリーの

サラダとスイーツとおにぎり

水を味わう試食！水を味わう試食！四その他の
　　イベント

　環境下水道課

　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは
環 境

講 演 会
と鹿島と鹿島水水 W a t e r  a n d  k a s h i m a

　と　　き　９月８日（土）～ 10 日（月）
　　　　　　９月 29 日（土）～ 10 月１日（月）

　と　こ　ろ　県立図書館南広場
　　　　　　　こころざしのもり（佐賀市）

　内　　容　焔下水由来の肥料の無料配布
　　　　　　焔微生物の観察
　　　　　　焔マンホールコースター配布　など

県内各市町の
カラーマンホール蓋
　　の展示もあるよ！

　佐賀県下水道課　緯０９５２（２５）７１８５詳しくは

じゅんかんフェアじゅんかんフェア水水 ～守ろう！さがん水～
　豊かな川や海の環境を守り、未来へ引き継いでいくためには、下水道や浄化槽などの役割が大切

です。下水道や浄化槽の役割を楽しくわかりやすく学べる体験型イベント『水じゅんかんフェア』

を９月10日の下水道の日、10月１日の浄化槽の日にあわせて開催します。

鹿島市

水水について考えるについて考える
私たちの暮らしと水

　　　　　　　　水環境の保全と大切さ

　　　　　　　　　　　　　　　森里川海が一体となった豊かな自然、鹿島私たちの暮らしと水

　　　　　　　　水環境の保全と大切さ

　　　　　　　　　　　　　　　森里川海が一体となった豊かな自然、鹿島 ９月１０日は『下水道の日』９月１０日は『下水道の日』
　現在、北鹿島・大字高津原・大字納富分・大字重ノ木の一部区域で下水道が使えるようになっています。鹿島市

の未来に豊かな自然を残すためにも、ぜひ下水道への接続をお願いします。

　なお、排水設備の工事については、市の指定工事店へお問い合わせください。下水道についてお尋ねになりたい

ことがありましたら、気軽にご相談ください。

怯下水道の役割

　海や川の汚染原因の７０％は家庭の台所での炊事や洗濯・入浴などの『生活排水』だといわれています。

　下水道は、トイレだけでなく、これらの『生活排水』も下水道管を通して集め、浄化センターできれいに

して海へ流しています。

怯下水道はくらしと環境を守ります

　覚生活環境が改善されます　悪臭やハエなどの発生を防ぎます。溝掃除も楽になります。

　覚水洗トイレが使えます　　掃除等のお手入れが簡単で、お年寄りや子どもも安心して使えます。

災害用マンホールトイレを設置します災害用マンホールトイレを設置します
　マンホールトイレとは、地震などの災害でトイレが流せなくなったときに備えて避難所に設置しておく災害用の

仮設トイレです。このトイレは、災害だけでなくイベントなどで利用することも考えています。今年度は鹿島小学

校に設置され、運動会にあわせてお披露目を行います。

と　　き　９月 30 日（日）９時～ 14 時　　　　と　こ　ろ　鹿島小学校体育館裏駐車場

※当日はマンホールトイレのアンケートにご協力ください

　環境下水道課下水道係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは恭その他のお知らせ

　３種類の利き水で“鹿島の水”を

当てた人の中から抽選で豪華賞品を

プレゼント！

利き水クイズ！利き水クイズ！
　有明海の干潟にいる生き物を自然と触れ合いながら一緒に調べてみま

せんか。有明海が大好きな人、親子で自然を満喫したい人など、どなた

でも大歓迎！調査の結果は貴重な情報として、鹿島の干潟を守るための

取り組みに役立てます。ぜひ、ご協力をお願いします！

と　　き・と　こ　ろ　９月 15 日（土）　※汚れてもいい服装でお越しください

煙７時30分～　岸から生き物を採取する干潟調査（道の駅鹿島前干潟）

煙８時30分～　うなぎ塚を使った生き物調査（道の駅鹿島南側海岸沿い）

煙10時30分～　採取した生き物の分類と解説（干潟展望館２階）

※電話で申し込みください調査は、どの時間からでも自由に参加できます

干潟の生き物市民調査干潟の生き物市民調査
干潟の生き物を調べる
調査員を募集します！

　ラムサール条約登録湿地『肥前鹿島干潟』周辺の海岸道路をたすきをつないで

走ってみませんか。

　申し込みは参加申込書に必要事項を記入して、郵送、ＦＡＸでお送りください。

　インターネットの場合は、ランネットのホームページより申し込みできます。

　《ランネットＵＲＬ　http://runnet.jp》

と　　き　11 月 11 日（日）10 時スタート（受付８時 30 分～）

と　こ　ろ　肥前鹿島干潟海岸道路　　参加資格　１人で２km を完走できる人

部　　門　焔 42.195km　焔 20km 　焔 10km　　申込期限　10 月 8 日（祝）

参　加　費　大人 2,000 円／人　　中学生以下 1,000 円／人

肥前鹿島干潟リレーマラソン大会肥前鹿島干潟リレーマラソン大会
仲間で、家族で、

学校のみんなでエントリー！

鹿島の干潟で学ぶ！走る！鹿島の干潟で学ぶ！走る！

建設環境部ラムサール条約推進室申込・問合せ先

緯０９５４（６３）３４１６　姉０９５４（６２）３７１７

（小雨決行、荒天中止）
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　現在、市内の公共交通は路線バスのほか、市内循環バス、高津原の

りあいタクシー、予約型のりあいタクシーがあります。これらは、児

童・生徒の通学や高齢者の通院、買い物など生活の足として利用され

ていますが、近年の人口減少や自家用車の普及などにより利用者が減

少し、運行赤字額が大きくなっているなど公共交通の経営環境は厳し

さを増しつつあります。

　多くの人の安全・安心な移動のためにも、公共交通の再生・活性化

は重要な課題であり、住民、事業者、行政が一体となって策定した鹿

島市地域公共交通網形成計画に基づいて、誰もがいつまでも公共交通

を利用できるように１０月から交通路線の見直しを予定しています。

　みんなで利用して地域公共交通を一緒に守っていきましょう。
　企画財政課企画係

　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

市内循環バスと高津原・予約型のりあいタクシー乗車無料！市内循環バスと高津原・予約型のりあいタクシー乗車無料！
みんな乗って乗って！ご利用ありがとう週間！みんな乗って乗って！ご利用ありがとう週間！

対象者は全路線全便で運賃無料！　何回乗っても無料！

胸市内循環バス　　　　　　１０月１日（月）～１０月６日（土）
胸高津原のりあいタクシー　１０月２日（火）・４日（木）・６日（土）
胸予約型のりあいタクシー　１０月１日（月）～１０月５日（金）

対　象　学生（小学・中学・高校生）、65歳以上の高齢者（昭和29年４月１日以前生まれの人）、運転免許自主返納者、

　　　　障がい者（身体障がい者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付を受けている人）および介護人（１人につき１人）

※学生証、被保険者証、運転経歴証明書、障がい者手帳などの提示を求められる場合がありますので必ず携行してください。

期間限定

全
区
間
フ
リ
ー
降
車

臼　かんらん

渦　旭ヶ岡保育園

8：30 9：15 10：00 10：45 13：00

8：31 9：16 10：01 10：46 13：01

嘘　吹上荘

唄　体育館前

8：33 9：18 10：03 10：48 13：03

8：35 9：20 10：05 10：50 13：05

欝　田澤記念館

蔚　西峰団地

8：37 9：22 10：07 10：52 13：07

8：41 9：26 10：11 10：56 13：11

鰻　旧公民館前

姥　中ノ谷

8：43 9：28 10：13 10：58 13：13

8：44 9：29 10：14 10：59 13：14

厩　犬塚病院

浦　ピオ・かたらい

8：46 9：31 10：16 11：01 13：16

8：48 9：33 10：18 11：03 13：18

瓜　織田病院

閏　別府整形外科

8：49 9：34 10：19 11：04 13：19

8：52 9：37 10：22 11：07 13：22

噂　モリナガ

云　高木眼科前

運　鹿島駅前

8：54 9：39 10：24 11：09 13：24

8：56 9：41 10：26 11：11 13：26

8：59 9：44 10：29 11：14 13：29

高津原線（往路） １便 ２便 ３便 ４便 ６便

全
区
間
フ
リ
ー
降
車

運　鹿島駅前

云　高木眼科前

11：30 13：45 14：30

11：33 13：48 14：33

噂　モリナガ

閏　別府整形外科

11：35 13：50 14：35

11：37 13：52 14：37

瓜　織田病院

浦　ピオ・かたらい

11：40 13：55 14：40

11：41 13：56 14：41

厩　犬塚病院

姥　中ノ谷

11：43 13：58 14：43

11：45 14：00 14：45

鰻　旧公民館前

蔚　西峰団地

11：46 14：01 14：46

11：48 14：03 14：48

欝　田澤記念館

唄　体育館前

11：52 14：07 14：52

11：54 14：09 14：54

嘘　吹上荘

渦　旭ヶ岡保育園

臼　かんらん

11：56 14：11 14：56

11：58 14：13 14：58

11：59 14：14 14：59

高津原線（復路） ５便 ７便 ８便

運　賃　大人 300 円／回　高校生以下 100 円／回　未就学児無料

運　行　毎週火曜日・木曜日・土曜日

運　休　祝日および８月 13 日～ 15日、12 月 31 日～１月３日
高津原のりあいタクシー時刻表

運　賃　100円／回（平成30年 10月～）　未就学児無料

運　休　毎週日曜日および祝日、12 月 31 日～１月３日
市内循環バス時刻表

市内循環バス・高津原のりあいタクシー時刻表市内循環バス・高津原のりあいタクシー時刻表

臼　鹿島バスセンター 7：55 9：10 14：35

渦　鹿島新町（織田病院前） 7：56 9：11 14：36

曳　高木眼科前 ↓ 9：12 14：37

映　御神松 ↓ 9：13 14：38

影　鹿島総合庁舎前 ↓ 9：16 14：41

嬰　西牟田（別府整形外科前） ↓ 9：17 14：42

嘘　公園入口（佐賀西信用前） 7：57 9：18 14：43

唄　幸通り 7：57 9：18 14：43

欝　道場前 7：58 9：19 14：44

蔚　鹿島小学校前 7：59 9：20 14：45

鰻　体育館前 8：00 9：21 14：46

姥　西部中学校前 8：01 9：22 14：47

瓜　農協前 8：04 9：25 14：50

閏　行成 8：08 9：29 14：54

噂　ララベル 8：11 9：32 14：57

云　ドラモリ・コメリ前 8：13 9：34 14：59

運　しめご橋 8：14 9：35 15：00

雲　鹿島農協入口 8：14 9：35 15：00

荏　小舟津 8：15 9：36 15：01

餌　泉通り 8：16 9：37 15：02

叡　鹿島市役所・エイブル前 8：17 9：38 15：03

営　鹿島・中川 8：18 9：39 15：04

嘘　公園入口（中川たねもの前） 8：19 9：40 15：05

嬰　西牟田（別府整形外科前） 8：20 9：41 15：06

影　鹿島総合庁舎前 8：21 9：42 15：07

映　御神松 8：24 9：45 15：10

曳　高木眼科前 8：25 9：46 15：11

渦　鹿島新町（織田病院前） 8：26 9：47 15：12

臼　鹿島バスセンター 8：27 9：48 15：13

西　回　り

厩　どんとこい前 8：02 9：23 14：48

浦　　宿 8：04 9：25 14：50

臼　鹿島バスセンター 10：10 13：35 15：35

渦　鹿島新町（織田病院前） 10：11 13：36 15：36

曳　高木眼科前 10：12 13：37 15：37

映　御神松 10：13 13：38 15：38

影　鹿島総合庁舎前 10：16 13：41 15：41

嬰　西牟田（別府整形外科前） 10：17 13：42 15：42

嘘　公園入口（佐賀西信用前） 10：18 13：43 15：43

営　鹿島・中川 10：19 13：44 15：44

叡　鹿島市役所・エイブル前 10：20 13：45 15：45

餌　泉通り 10：21 13：46 15：46

荏　小舟津 10：22 13：47 15：47

雲　鹿島農協入口 10：23 13：48 15：48

運　しめご橋 10：23 13：48 15：48

云　ドラモリ・コメリ前 10：24 13：49 15：49

噂　ララベル 10：26 13：51 15：51

閏　行成 10：29 13：54 15：54

厩　どんとこい前 10：35 14：00 16：00

姥　西部中学校前 10：36 14：01 16：01

鰻　体育館前 10：37 14：02 16：02

蔚　鹿島小学校前 10：38 14：03 16：03

欝　道場前 10：39 14：04 16：04

唄　幸通り 10：40 14：05 16：05

嘘　公園入口（中川たねもの前） 10：40 14：05 16：05

嬰　西牟田（別府整形外科前） 10：41 14：06 16：06

影　鹿島総合庁舎前 10：42 14：07 16：07

映　御神松 10：45 14：10 16：10

曳　高木眼科前 10：46 14：11 16：11

渦　鹿島新町（織田病院前） 10：47 14：12 16：12

臼　鹿島バスセンター 10：48 14：13 16：13

東　回　り

浦　　宿 10：32 13：57 15：57

瓜　農協前 10：32 13：57 15：57

１０月から循環バス・　　　

　　のりあいタクシーを

　　　　もっと使いやすく！

１０月から循環バス・　　　

　　のりあいタクシーを

　　　　もっと使いやすく！

だれでも１００円で利用できます（未就学児無料）

また、利用が多い西牟田地区を回る回数を増

やし運行経路と時刻を変更します。
※75歳以上の高齢者や運転免許自主返納者、障がい者

　などの運賃100円割引は廃止します。

市内循環バス市内循環バス

　詳しい変更内容はお尋ねいただくか、

市ホームページをご覧ください。

【北鹿島線】【能古見線】の曜日・便数を追加します！

月～金曜日（平日運行）　（８月 13日～ 15日、12 月 31 日～１月３日、祝日を除く）

予約型のりあいタクシー予約型のりあいタクシー

※予約型のりあいタクシーを利用する場合は、事前登録と電話予約が必要です。

全区間、どこでも降りることができる“フリー降車”を実施中です。
※９月までの平均乗車率が、目標（１人／便、月 100 人程度の利用）に達しない場合は、

　平成 31 年 10 月からの運行便数削減など、見直しを行う予定です。

高津原のりあいタクシー高津原のりあいタクシー

予約型、高津原のりあいタクシーともに、75歳以上の高齢者や運転
免許自主返納者、障がい者などの運賃100円割引を行っています。

※運賃支払時に、被保険者証、運転経歴証明書、障がい者手帳などを提示してください。

みんなで守ろう
地域公共交通

第１便（行） 第２便（行） 第３便（帰） 第４便（行） 第５便（帰）

７：30 便 ８：30 便 12：30 便 13：00 便 16：00 便
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　現在、市内の公共交通は路線バスのほか、市内循環バス、高津原の

りあいタクシー、予約型のりあいタクシーがあります。これらは、児

童・生徒の通学や高齢者の通院、買い物など生活の足として利用され

ていますが、近年の人口減少や自家用車の普及などにより利用者が減

少し、運行赤字額が大きくなっているなど公共交通の経営環境は厳し

さを増しつつあります。

　多くの人の安全・安心な移動のためにも、公共交通の再生・活性化

は重要な課題であり、住民、事業者、行政が一体となって策定した鹿

島市地域公共交通網形成計画に基づいて、誰もがいつまでも公共交通

を利用できるように１０月から交通路線の見直しを予定しています。

　みんなで利用して地域公共交通を一緒に守っていきましょう。
　企画財政課企画係

　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

市内循環バスと高津原・予約型のりあいタクシー乗車無料！市内循環バスと高津原・予約型のりあいタクシー乗車無料！
みんな乗って乗って！ご利用ありがとう週間！みんな乗って乗って！ご利用ありがとう週間！

対象者は全路線全便で運賃無料！　何回乗っても無料！

胸市内循環バス　　　　　　１０月１日（月）～１０月６日（土）
胸高津原のりあいタクシー　１０月２日（火）・４日（木）・６日（土）
胸予約型のりあいタクシー　１０月１日（月）～１０月５日（金）

対　象　学生（小学・中学・高校生）、65歳以上の高齢者（昭和29年４月１日以前生まれの人）、運転免許自主返納者、

　　　　障がい者（身体障がい者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付を受けている人）および介護人（１人につき１人）

※学生証、被保険者証、運転経歴証明書、障がい者手帳などの提示を求められる場合がありますので必ず携行してください。

期間限定

全
区
間
フ
リ
ー
降
車

臼　かんらん

渦　旭ヶ岡保育園

8：30 9：15 10：00 10：45 13：00

8：31 9：16 10：01 10：46 13：01

嘘　吹上荘

唄　体育館前

8：33 9：18 10：03 10：48 13：03

8：35 9：20 10：05 10：50 13：05

欝　田澤記念館

蔚　西峰団地

8：37 9：22 10：07 10：52 13：07

8：41 9：26 10：11 10：56 13：11

鰻　旧公民館前

姥　中ノ谷

8：43 9：28 10：13 10：58 13：13

8：44 9：29 10：14 10：59 13：14

厩　犬塚病院

浦　ピオ・かたらい

8：46 9：31 10：16 11：01 13：16

8：48 9：33 10：18 11：03 13：18

瓜　織田病院

閏　別府整形外科

8：49 9：34 10：19 11：04 13：19

8：52 9：37 10：22 11：07 13：22

噂　モリナガ

云　高木眼科前

運　鹿島駅前

8：54 9：39 10：24 11：09 13：24

8：56 9：41 10：26 11：11 13：26

8：59 9：44 10：29 11：14 13：29

高津原線（往路） １便 ２便 ３便 ４便 ６便

全
区
間
フ
リ
ー
降
車

運　鹿島駅前

云　高木眼科前

11：30 13：45 14：30

11：33 13：48 14：33

噂　モリナガ

閏　別府整形外科

11：35 13：50 14：35

11：37 13：52 14：37

瓜　織田病院

浦　ピオ・かたらい

11：40 13：55 14：40

11：41 13：56 14：41

厩　犬塚病院

姥　中ノ谷

11：43 13：58 14：43

11：45 14：00 14：45

鰻　旧公民館前

蔚　西峰団地

11：46 14：01 14：46

11：48 14：03 14：48

欝　田澤記念館

唄　体育館前

11：52 14：07 14：52

11：54 14：09 14：54

嘘　吹上荘

渦　旭ヶ岡保育園

臼　かんらん

11：56 14：11 14：56

11：58 14：13 14：58

11：59 14：14 14：59

高津原線（復路） ５便 ７便 ８便

運　賃　大人 300 円／回　高校生以下 100 円／回　未就学児無料

運　行　毎週火曜日・木曜日・土曜日

運　休　祝日および８月 13 日～ 15日、12 月 31 日～１月３日
高津原のりあいタクシー時刻表

運　賃　100円／回（平成30年 10月～）　未就学児無料

運　休　毎週日曜日および祝日、12 月 31 日～１月３日
市内循環バス時刻表

市内循環バス・高津原のりあいタクシー時刻表市内循環バス・高津原のりあいタクシー時刻表

臼　鹿島バスセンター 7：55 9：10 14：35

渦　鹿島新町（織田病院前） 7：56 9：11 14：36

曳　高木眼科前 ↓ 9：12 14：37

映　御神松 ↓ 9：13 14：38

影　鹿島総合庁舎前 ↓ 9：16 14：41

嬰　西牟田（別府整形外科前） ↓ 9：17 14：42

嘘　公園入口（佐賀西信用前） 7：57 9：18 14：43

唄　幸通り 7：57 9：18 14：43

欝　道場前 7：58 9：19 14：44

蔚　鹿島小学校前 7：59 9：20 14：45

鰻　体育館前 8：00 9：21 14：46

姥　西部中学校前 8：01 9：22 14：47

瓜　農協前 8：04 9：25 14：50

閏　行成 8：08 9：29 14：54

噂　ララベル 8：11 9：32 14：57

云　ドラモリ・コメリ前 8：13 9：34 14：59

運　しめご橋 8：14 9：35 15：00

雲　鹿島農協入口 8：14 9：35 15：00

荏　小舟津 8：15 9：36 15：01

餌　泉通り 8：16 9：37 15：02

叡　鹿島市役所・エイブル前 8：17 9：38 15：03

営　鹿島・中川 8：18 9：39 15：04

嘘　公園入口（中川たねもの前） 8：19 9：40 15：05

嬰　西牟田（別府整形外科前） 8：20 9：41 15：06

影　鹿島総合庁舎前 8：21 9：42 15：07

映　御神松 8：24 9：45 15：10

曳　高木眼科前 8：25 9：46 15：11

渦　鹿島新町（織田病院前） 8：26 9：47 15：12

臼　鹿島バスセンター 8：27 9：48 15：13

西　回　り

厩　どんとこい前 8：02 9：23 14：48

浦　　宿 8：04 9：25 14：50

臼　鹿島バスセンター 10：10 13：35 15：35

渦　鹿島新町（織田病院前） 10：11 13：36 15：36

曳　高木眼科前 10：12 13：37 15：37

映　御神松 10：13 13：38 15：38

影　鹿島総合庁舎前 10：16 13：41 15：41

嬰　西牟田（別府整形外科前） 10：17 13：42 15：42

嘘　公園入口（佐賀西信用前） 10：18 13：43 15：43

営　鹿島・中川 10：19 13：44 15：44

叡　鹿島市役所・エイブル前 10：20 13：45 15：45

餌　泉通り 10：21 13：46 15：46

荏　小舟津 10：22 13：47 15：47

雲　鹿島農協入口 10：23 13：48 15：48

運　しめご橋 10：23 13：48 15：48

云　ドラモリ・コメリ前 10：24 13：49 15：49

噂　ララベル 10：26 13：51 15：51

閏　行成 10：29 13：54 15：54

厩　どんとこい前 10：35 14：00 16：00

姥　西部中学校前 10：36 14：01 16：01

鰻　体育館前 10：37 14：02 16：02

蔚　鹿島小学校前 10：38 14：03 16：03

欝　道場前 10：39 14：04 16：04

唄　幸通り 10：40 14：05 16：05

嘘　公園入口（中川たねもの前） 10：40 14：05 16：05

嬰　西牟田（別府整形外科前） 10：41 14：06 16：06

影　鹿島総合庁舎前 10：42 14：07 16：07

映　御神松 10：45 14：10 16：10

曳　高木眼科前 10：46 14：11 16：11

渦　鹿島新町（織田病院前） 10：47 14：12 16：12

臼　鹿島バスセンター 10：48 14：13 16：13

東　回　り

浦　　宿 10：32 13：57 15：57

瓜　農協前 10：32 13：57 15：57

１０月から循環バス・　　　

　　のりあいタクシーを

　　　　もっと使いやすく！

１０月から循環バス・　　　

　　のりあいタクシーを

　　　　もっと使いやすく！

だれでも１００円で利用できます（未就学児無料）

また、利用が多い西牟田地区を回る回数を増

やし運行経路と時刻を変更します。
※75歳以上の高齢者や運転免許自主返納者、障がい者

　などの運賃100円割引は廃止します。

市内循環バス市内循環バス

　詳しい変更内容はお尋ねいただくか、

市ホームページをご覧ください。

【北鹿島線】【能古見線】の曜日・便数を追加します！

月～金曜日（平日運行）　（８月 13日～ 15日、12 月 31 日～１月３日、祝日を除く）

予約型のりあいタクシー予約型のりあいタクシー

※予約型のりあいタクシーを利用する場合は、事前登録と電話予約が必要です。

全区間、どこでも降りることができる“フリー降車”を実施中です。
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市内循環バス・高津原のりあいタクシーの路線・のりば
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市内循環バスのりば ※祐徳バス（株）の路線バス停留所を併用

乗車回数券
３,０００円（１００円券４０枚）１,０００円お得！
１,０００円（１００円券１２枚） ２００円お得！

　市内循環バス、のりあいタクシーの回数券を販売しています。ぜひ、ご利用ください。

市内循環バス

購入場所　祐徳バス中川営業所　　緯（６２）４５９５

　　　　　市役所３階企画財政課　緯（６３）２１０１

のりあいタクシー（高津原・予約型共通）

購入場所　再耕庵タクシー本社　　緯（６２）２１７１

　　　　　市役所３階企画財政課　緯（６３）２１０１

　　　　　高津原公民館かんらん　緯（６２）３６１１乗車回数券は、循環バスの車内でも販売しています

乗継割引券 １回あたり１００円お得になる乗継割引！
乗り継ぐたびに１日何回でも利用可能！

割引が適用となる場合

　高津原のりあいタクシー　顎　《乗継》　掛　市内循環バス

　予約型のりあいタクシー　顎　《乗継》　掛　市内循環バス

発行する日　のりあいタクシーの運行日

そ　の　他

　覚当日限り有効で１回１枚のみ利用できます

　覚利用される場合は、乗り継ぎ前の降車時に運転手に

　　申し出て『乗継割引券』を発行してもらい、乗り継

　　ぎ先の支払い時に『乗継割引券』と割引分の100円

　　を差し引いた運賃で支払ってください例）　のりあいタクシー　顎　《乗継》　掛　市内循環バス

の
り
あ
い
タ
ク
シ
ー

運転手に循環バスへ乗り継ぐことを
伝えて『乗継割引券』を受け取る

市
内
循
環
バ
ス

『乗継割引券』を利用して、１００円
を差し引いた運賃を支払う

乗り継ぎ乗り継ぎ

お得な『乗車回数券』と『乗継割引券』をご利用くださいお得な『乗車回数券』と『乗継割引券』をご利用ください
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市内循環バスと高津原のりあいタクシーの利用状況市内循環バスと高津原のりあいタクシーの利用状況

※市内循環バスは月300人、高津原のりあいタクシーは月100人程度の利用がないと運行を継続することが難しくなります。

　皆さんのご利用をよろしくお願いします。（高津原のりあいタクシーの利用は、７月時点で月平均 97.5 人です。）
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介護予防への支援

生きがいデイサービス

レクリエーション、健康チェック、

入浴、昼食などで楽しい１日を過ご

せます。

陶芸教室

陶芸を通じて仲間づくりを目指します。

老人クラブ活動

生きがいと健康づくりによる元気な

高齢者づくりに取り組んでいます。

シルバー人材センターでの活動

さまざまな経験を生かして働くこと

により生きがいを高めます。

元気な人へ
生きがいづくり、
介護予防への支援

食生活改善事業（会食）

ひとり暮らしの高齢者が公民館など

に集まり一緒に食事を作って食べ、

食生活を改善します。

グループリビング

近くに身寄りがなく、自立した高齢

者が共同で助け合うことで、自立し

た生きがいのある生活をおくります。

軽度生活援助

ひとり暮らしの高齢者、または高齢

者のみの世帯で、生活面で援助の必

要な人に、調理・洗濯・掃除などを

お手伝いします。

グループリビングショートステイ

ひとりで家にいるのが不安な人や家

族が不在のとき、グループリビング

の空き部屋に短期間の宿泊ができま

す。

配食サービス

ひとり暮らしの高齢者、または高齢者のみの世帯で調理のできない人、健康

管理の必要な人に栄養のバランスのとれた食事をお届けします。

支援が必要な人へ
生活へのお手伝い

紙オムツ支給

在宅で常時失禁状態にある高齢者の

人に対し、所得に応じて紙オムツま

たはその給付券を支給しています。

介護が必要な人へ
　　　　お手伝い

愛の一声ネットワーク

ひとり暮らしの高齢者の人を中心に

ネットワークをつくり、声掛けなど

による見守りを行います。

緊急通報設置

ひとり暮らしの人に緊急通報装置を

取り付け、近隣の人による見守りを

行います。

その他の
　　サービス

怯高齢者福祉サービスの紹介

※サービスによっては、事前に市から訪問調査を行います。その結果、利用できるかどうかの判定が必要になります。

　また、介護保険サービスと併せて利用できるサービスもありますので、ご相談ください。

 『立つ』『歩く』などの動きをコントロールする骨、関節、筋肉などの運動器の動きが低下することを

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）、略して『ロコモ』と言います。放っておくと日常生活に

支障をきたしてしまうこともあります。これを機会に運動しませんか。

と　　き　毎週金曜日 10 時～ 11 時 30 分（祝日を除く）

と　こ　ろ　９月　北鹿島体育館

　　　　　　　　※９月７日のみ林業体育館

　　　　　10 ～ 12 月　臥竜ヶ岡体育館

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　体育館シューズ、飲み物、動ける服装など

地域包括支援センター　緯０９５４（６３）２１６０申込・問合せ先

健康づくり教室参加者募集！　～ロコトレでロコモ予防～

みんなで祝いましょう

敬老の日
　多年にわたり家族や地域社会に尽くしていただいた
お年寄りを敬愛し、長寿を祝う日として『敬老の日』
が定められています。
　この日を契機として、皆さん一人ひとりがさまざま
な高齢者の問題を身近なこととして理解しましょう。
　そして、だれもが生きがいを持ち健康で安心して生
活できる豊かな長寿社会を目指しましょう。

怯敬老行事
　この日を中心に各地区で敬老行事が行われますの

で、積極的にご参加ください。詳しくは、案内状を

ご覧ください。

鹿　島　区ごとに開催

能古見　区ごとに開催

古　枝　祐徳稲荷神社参集殿　９/17　10時～

　浜　　臥竜ヶ岡体育館　　　９/17　10時～

北鹿島　北鹿島体育館　　　　９/17　10時～

七　浦　七浦海浜スポーツ公園体育館　９/17　10時～

敬老行事の場所と日程

怯関連事業
高齢者の健康と長寿を祝って次の事業を行います。

潤敬老祝金と敬老祝品の贈呈

　［国］
　　今年度で１００歳になる人に祝状と祝品

　を贈ります。

　［鹿島市］
　　今年度で８８歳になる人と１００歳以上

　の人に祝金を贈ります。

　※市内に１年以上かつ９月１日に住所を有する人

　　が対象です。

鹿島市高齢者憲章 平成 18 年 3 月制定

　私たち市民は、高齢者が家庭や社会で尊重され、生きがいとゆとりのある健康長寿と福祉のまちづくり

をめざし、この憲章を定めます。

　一、高齢者を尊敬し、みんなでささえあうまちをつくりましょう。

　一、高齢者が、生涯を通じて学び、生きがいのある暮らしができるまちをつくりましょう。

　一、高齢者すべてが、心身ともに健やかに、自立した生活ができるまちをつくりましょう。

　一、高齢者のゆたかな知識と経験を生かし、社会の一員として活躍できるまちをつくりましょう。

　一、高齢者が安心して暮らせるよう、保健・医療・福祉の充実したまちをつくりましょう。

　保険健康課長寿社会係　緯０９５４（６３）２１２０

　地域包括支援センター　緯０９５４（６３）２１６０

高齢者福祉に関する相談・問合せ先
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　年金相談にお越しの際は、年金手帳など本人であることを確認できるものを持参してください。なお、代理の人

が来られる場合は、委任状および代理人であることが確認できるもの（免許証など）が必要です。

お
知
ら
せ

年金相談の予約制のお知らせ
ー武雄年金事務所による年金相談です　ぜひご利用くださいー

予約申込電話番号（受付時間８時 30 分～ 17時 15 分）

　緯０９５４（２３）０１２１（武雄年金事務所およびお客様相談室）

　緯０５７０（０５）４８９０（予約受付専用電話）

　音声案内が聞こえます。はじめの質問に①番を押し、次の質問に②番を押す。

　※土・日・祝日、年末年始（12 月 29 日～１月３日）を除く

相談時間帯

　月～金曜日（祝日を除く）
　　８時 30 分～ 16時

　第２土曜日
　　９時 30 分～ 16時

　週の平日の初日
　　17 時 15 分～ 19 時　市民課市民年金係　緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

　飲み残した薬（残薬）をそのままにしておくと古い薬の飲み間

違いの原因になります。また、勝手な判断で飲んでしまうと思わ

ぬ副作用が起きることがあります。かかりつけ薬剤師・薬局に相

談して、必要なお薬か処分するかを判断してもらいましょう。

　薬は正しく飲むことで本来の治療効果が期待できます。また、

残薬を減らすことで医療費の削減にもつながります。

お
知
ら
せ

お薬の飲み残しはありませんか？

　　　　　

　佐賀県後期高齢者医療広域連合　緯０９５２（６４）８４７６

　佐賀県薬剤師会　　　　　　　　緯０９５２（２３）８９３１

詳しくは

おくすり整理
　そうだんバッグ

　薬局では『おくすり整

理そうだんバッグ』を無

料でもらえます。

　飲み残したお薬は、か

かりつけ薬剤師・薬局に

持って行きましょう。

　１０月１日を基準とした『住宅・土地統計調査』を行います。

　調査の対象となったお宅には、県から任命を受けた統計調査員が、

９月中旬から１０月中旬にかけて調査票の配布と回収に伺います。

　調査は、インターネットまたは紙の調査票での回答ができますので、

ご協力をお願いします。なお、この調査の内容を他に漏らしたり、統

計調査の目的以外に使用したりすることは法律で固く禁じられていま

すので、安心してご協力ください。

お
知
ら
せ

住宅・土地統計調査にご協力ください

　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

恭住宅・土地統計調査とは？

『統計法』に基づいた調査で、住生活に関する最も基本的で重要

な統計調査です。５年毎に行われており、全国で約３７０万世帯

が対象となっています。

恭調査のあとはどうするの？

　調査結果は、私たちの暮らしと住まいに関する計画や施策の基

礎資料として幅広く利用されます。また、調査結果は総務省統計

局のホームページに掲載します。

　鹿島市（青少年育成市民会議）では犯罪防止や子どもの見守り活

動を目的に、市が所有する公用車を青色回転灯装着車両として登録

し、講習を受けた職員が毎週木曜日に市内６地区を週替わりで２地

区ずつパトロールを行っています。ほかにも古枝公民館の青色防犯

パトロール、鹿島小学校防犯ボランティア、明倫小学校見守り隊、

北鹿島小地域見守り隊など、地域の皆さんのご協力により安全な登

下校のサポートをしていただいています。

お
知
ら
せ

青色防犯パトロール・防犯ボランティア活動実施中

　教育総務課　緯０９５４（６３）２１０３詳しくは

鹿島小学校防犯ボランティアを募集しています。詳しくはお問
い合わせください。　鹿島小学校　緯０９５４（６３）５２５５

　９月２１日（金）から３０日（日）

までの１０日間、全国一斉の『秋の交

通安全県民運動』が実施されます。

皆さんも一人ひとりが交通ルールを守

り、交通事故防止に努めましょう。

お
知
ら
せ

秋の交通安全県民運動
～守ろう交通ルール　高めよう交通マナー～

　総務課防災係

　緯０９５４（６３）２１１２

詳しくは

全国重点推進事項

　潤子どもと高齢者の安全な通行の確保と高齢運転者の交通事故防止

　潤夕暮れどきと夜間の歩行中・自転車乗用中の交通事故防止

　潤すべての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

　潤飲酒運転の根絶

佐賀県重点推進事項　追突事故の防止

　市民の交流と健康増進のためのグラウンド・ゴルフ大会を開催します。

お
知
ら
せ

グラウンド・ゴルフ大会を開催します

と　　き　10 月８日（祝）８時 30分～ 14 時

　　　　　※雨天延期 10 月９日（火）

と　こ　ろ　蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場

内　　容　団体戦（５～７人１組）　９ホール×２回

　スポーツライフ・鹿島事務局（鹿島市体育協会内）　緯０９５４（６２）３３７９詳しくは

定　　員　先着 36 チーム

　　　　　※定員になり次第締め切ります

参　加　費　会　員：300 円　　一　般：700 円

　　　　　※保険料、諸経費含む

お
知
ら
せ

犬猫の避妊・去勢手術補助金のお知らせ

　犬・猫の無秩序な繁殖の抑制、動物愛護意識の向上を目的に、避妊・去勢手術の一部補助を行います。

補助対象　市民が飼育し、獣医が手術することが適

　　　　　当と認める生後３カ月以上の犬・猫

　　　　　年間　犬１匹　猫３匹／１世帯

　　　　　※犬は登録と登録申請日から１年以内に

　　　　　　狂犬病予防接種を受けていること

対象期間　平成30年４月１日から平成31年３月31日

　　　　　までに手術を受けた犬・猫

補助金額　避妊手術　犬 5,000 円　猫 4,000 円

　　　　　去勢手術　犬 3,000 円　猫 2,000 円

申請に必要なもの

　煙手術の領収書　煙申請者名義の通帳

　煙印鑑　煙市税の滞納がない証明書

※予算がなくなり次第終了します
環境下水道課環境係

緯０９５４（６３）３４１６

申請・問合せ先

青色回転灯
装着車両
青色回転灯
装着車両
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情報掲示板ワイド情報掲示板ワイド

　平成３１年４月１日から『働き方改革関連法』により働き方が変わります。

お
知
ら
せ

ー事業主の皆さんへー

来年から『働き方』が変わります

覚時間外労働の上限規制が導入されます（中小企業は、平成32年４月１日施行）

覚１人１年あたり５日間の年次有給休暇の取得が義務づけられます

覚労働時間の状況を客観的に記録することが企業に義務づけられます

　噛時間外労働の上限規制や年次有給休暇などに関すること
　　武雄労働基準監督署　　　　　緯０９５４（２２）２１６５

　噛正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消に関すること
　　佐賀労働局雇用環境・均等室　緯０９５２（３２）７１６７

　噛労働時間管理のノウハウや賃金制度の見直し等労務管理に関すること
　　佐賀県働き方改革推進支援センター　緯０１２０（６１０）４６４

詳しくは

※左記以外にも、正規雇用労働者と非正規

　雇用労働者の間の不合理な待遇差禁止な

　どの改正事項があります

　定住促進住宅市営古枝住宅に入居希望する人を募集します。詳細はお問い合わせください。

募

　集
市営古枝住宅の入居希望者を募集します

所　在　地　古枝甲９５６－２、古枝甲９５６－１７

住宅概要　焔５階建エレベーター無し、間取りは全て３ＤＫ

　　　　　焔駐車場あり　焔敷金は家賃の２カ月分

　　　　　焔家賃 28,000 円～ 33,000 円（棟・階数により変動）

　　　　　※市外からの転入者に対する優遇措置あり

対　象　者　10月～平成31年３月までに入居を希望する人

　都市建設課住宅係　緯０９５４（６３）３４１５詳しくは

申込書配布　９月３日（月）～　※土・日を除く

　都市建設課で『入居申し込みのご案内』を

配布します。また、市ホームページからもダ

ウンロードできます。

募集戸数　未定（空き部屋の状況による）

受付期間　９月 10 日（月）～ 14日（金）

抽　選　会　９月 21 日（金）

　抽選結果により順次空き部屋を案内します

募

　集 鹿島市放課後児童クラブ支援員を募集します

内　　容　市内全校区の小学校各クラブで学童保育

応募資格　働く保護者を応援する元気で明るい人

試験日時　後日連絡します

　福祉課社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

募集締切　９月 18 日（火）　※郵送可、必着

提出方法　市のホームページからダウンロードまたは

　　　　　福祉課に備え付けの専用履歴書に必要事項

　　　　　を記入し、提出してください。

放課後児童クラブ

支援員

契約日

～平成 31 年３月 31日

募集区分 雇用期間

〒８４９－１３１１
鹿島市大字高津原
　　３５２４番地３
　ハローワーク鹿島

【平　日】14時～ 18時 10 分
　　　　14 時～ 19時

【土曜日】７時 30分～ 18時 10 分
　　　　の５時間 30 分または８時間

【長期休暇】７時 30分～ 18時 30 分
　　　　７時 30 分～ 19時
　　　　の６～８時間程度

勤務時間 提出先

時給 865 円

※放課後児童支
援員認定資格所
持者は 951 円

賃金

　地域コミュニティ活動の活性化と宝くじの普及宣伝を目的とした『宝くじ助成金』を活用して、平成３０

年度に古枝地区自主防災組織では、地域の防災活動のため、防災用ヘルメットと防災備品を保管するための

倉庫を整備しました。

　企画財政課企画係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

　木造住宅の耐震診断補助制度を平成31年３月末までの期間限定で拡充しています。

お
知
ら
せ

住まいの耐震診断を支援します

対　　象　昭和56年５月31日以前に着工された木造住宅

　　　　　※借家や店舗等との併用住宅は対象外

内　　容　現況図面がある場合

　　　　　　耐震診断費用６万円のうち５万円を補助

　　　　　現況図面がない場合

　　　　　　耐震診断費用９万円のうち７万５千円を補助
　都市建設課住宅係
　緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは

そ　の　他　

　耐震診断を行う前に事前の相談が必要です。

　また、該当しない住宅でも耐震の診断や改修費

用の補助がありますので、まずはご相談ください。

　市では月に１回、臨床心理士によるこころの健康相談を行っています。どなたでも利用できます。（要予約）

　また、自殺対策事業（ゲートキーパー研修会）を行っています。希望される団体がありましたら、担当者までご

相談ください。

お
知
ら
せ

あなたにもできる自殺予防のための行動
ー９月１０日（月）から１６日（日）までは『自殺予防週間』ですー

噛佐賀いのちの電話　　　　　緯０９５２（３４）４３４３　※24 時間年中無休

噛自殺予防いのちの電話　　　緯０１２０（７８３）５５６　※毎月 10 日８時～翌日８時

噛佐賀県自殺予防夜間相談　　緯０１２０（４００）３３７　※毎日１時～７時

大切な人・身近な人の心の声を聞く４つのポイント大切な人・身近な人の心の声を聞く４つのポイント

早めに専門家に相談するよう促す
悩みや問題はさまざまです。相談を受けた側も、一人

では抱え込まず、プライバシーに配慮した上で、医療

機関・公的機関等の専門家への相談につなげましょう。

家族や仲間の変化に気づき、声をかける
不眠・身体の不調・欠勤・酒量の増加など悩みを抱え

ている人が発するサインに気づき、「眠れてます

か？」など、自分にできる声かけをしてみましょう。

本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける
話をじっくり聞き、その気持ちを肯定的に受け止める

と、その人は気持ちが落ち着いて、本来の自分を取り

戻すことができるのです。この「傾聴」は、悩みを聞

くうえで常に心がけたいことです。

温かく寄り添いながら、じっくりと見守る
話を聞いた→専門家を紹介した→万事解決、というこ

とはまずありません。一見元気になったように見えて

も、悩みは繰り返すものです。寄り添いながら、長期

間見守る必要があります。

まずは相談を！心の悩み・不安の電話相談まずは相談を！心の悩み・不安の電話相談

　福祉課障がい福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

※ゲートキーパー　悩んでいる人に気づいて声をかけ、話を聴き、必要な支援につなげ見守る身近な人
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建おくすりノートを持っていきましょう

く ら し
の９月

September

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
福田医院　　　　　緯０９５４（４３）０５５０
樋口医院　　　　　緯０９５４（４３）１６５２
谷口医院　　　　　緯０９５４（６６）３５６８
うれしのふくだクリニック　緯０９５４（４２）１２１１

11日
4日

18日
25日

嬉野市
嬉野市
嬉野市
嬉野市

※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

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

1 日（土）
2 日（日）
8 日（土）
9 日（日）

15 日（土）
16 日（日）
17 日（祝）
22 日（土）
23 日（祝）
24 日（振休）
29 日（土）
30 日（日）

池田設備左官工務店　緯（６２）１７３２
宮園電工　　　　　　緯（６３）３１５１
峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
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
大隈設備工業　　　　緯（６２）１３０２
マツモト　　　　　　緯（６３）１８４１

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

怯子どもの健診

４か月児健診
（平成30年5月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成29年2月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成27年2月生まれ）

26 日（水）

27 日（木）

6 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 5・19・26 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 20 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 7 月生まれ

赤ちゃん相談 19 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） 4 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

離乳食教室（後期） 18 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・個別相談
対　象　8 ～ 10 か月児の保護者

成人健康相談 5 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 27 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 9 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14ページをご覧ください

日 在宅当番医 当番薬局
織田病院　緯（６３）３２７５2 日（日） 溝上薬局スカイロード店
薬師寺医院　緯（６３）５２８１9 日（日） アルナ薬局浜町店
納富病院　緯（６３）１１１７16 日（日） アルナ薬局鹿島店
志田病院　緯（６３）１２３６17 日（祝） 溝上薬局北鹿島店
中村医院　緯（６３）９２３４23 日（祝） 西牟田薬局
森田医院　緯（６３）３９５６24 日（振休） 祐信堂薬局
犬塚病院　緯（６３）２５３８30 日（日） アルバ薬局

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

怯ひろばの集い

10 日（月）

　『秋ですね！！

　　　　体であそぼう day♪』

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

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

平成３０年７月３１日現在

鹿島市
－

－ 3 人能古見

－浜

－－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

29,448

13,825

3,509

3,056

2,829

3,426

2,803

13,853

15,595

10,765

5,411

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

36 人 5 世帯

－ 19 人 3 世帯

1,164 世帯 1 世帯

1,022 世帯

1,205 世帯

1,028 世帯

935 世帯

2 人

2 人

7 人

3 人

19 人

17 人

2 世帯

0 世帯

－ 2 世帯

1 世帯

－

－

－ －

－

市役所
保健センター

1・8・15・22・29 日（土）、
2・9・16・30 日（日）、
17・23 日（祝）、24 日（振休）

休館日はありません

4・11・18・25 日（火）、
17・23 日（祝）、24 日（振休）

3・10 日（月）、18・25 日（火）

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

4・11・18・25 日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

3・10 日（月）、18 日（火）、
24 日（振休）

産業活性化施設
（海道しるべ）

3・10 日（月）、18・25 日（火）、
27 日（木）

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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建おくすりノートを持っていきましょう

く ら し
の９月

September

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
福田医院　　　　　緯０９５４（４３）０５５０
樋口医院　　　　　緯０９５４（４３）１６５２
谷口医院　　　　　緯０９５４（６６）３５６８
うれしのふくだクリニック　緯０９５４（４２）１２１１

11日
4日

18日
25日

嬉野市
嬉野市
嬉野市
嬉野市

※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

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

1 日（土）
2 日（日）
8 日（土）
9 日（日）

15 日（土）
16 日（日）
17 日（祝）
22 日（土）
23 日（祝）
24 日（振休）
29 日（土）
30 日（日）

池田設備左官工務店　緯（６２）１７３２
宮園電工　　　　　　緯（６３）３１５１
峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
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
大隈設備工業　　　　緯（６２）１３０２
マツモト　　　　　　緯（６３）１８４１

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

怯子どもの健診

４か月児健診
（平成30年5月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成29年2月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成27年2月生まれ）

26 日（水）

27 日（木）

6 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 5・19・26 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 20 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 7 月生まれ

赤ちゃん相談 19 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） 4 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

離乳食教室（後期） 18 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・個別相談
対　象　8 ～ 10 か月児の保護者

成人健康相談 5 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 27 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 9 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14ページをご覧ください

日 在宅当番医 当番薬局
織田病院　緯（６３）３２７５2 日（日） 溝上薬局スカイロード店
薬師寺医院　緯（６３）５２８１9 日（日） アルナ薬局浜町店
納富病院　緯（６３）１１１７16 日（日） アルナ薬局鹿島店
志田病院　緯（６３）１２３６17 日（祝） 溝上薬局北鹿島店
中村医院　緯（６３）９２３４23 日（祝） 西牟田薬局
森田医院　緯（６３）３９５６24 日（振休） 祐信堂薬局
犬塚病院　緯（６３）２５３８30 日（日） アルバ薬局

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

怯ひろばの集い

10 日（月）

　『秋ですね！！

　　　　体であそぼう day♪』

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

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

平成３０年７月３１日現在

鹿島市
－

－ 3 人能古見

－浜

－－北鹿島

－

－男

－女

人　口 世　帯　数 対　前　月　比

29,448

13,825

3,509

3,056

2,829

3,426

2,803

13,853

15,595

10,765

5,411

人 世帯

人

人

人

人

人

人

人

人

世帯鹿　島

古　枝

七　浦

36 人 5 世帯

－ 19 人 3 世帯

1,164 世帯 1 世帯

1,022 世帯

1,205 世帯

1,028 世帯

935 世帯

2 人

2 人

7 人

3 人

19 人

17 人

2 世帯

0 世帯

－ 2 世帯

1 世帯

－

－

－ －

－

市役所
保健センター

1・8・15・22・29 日（土）、
2・9・16・30 日（日）、
17・23 日（祝）、24 日（振休）

休館日はありません

4・11・18・25 日（火）、
17・23 日（祝）、24 日（振休）

3・10 日（月）、18・25 日（火）

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

4・11・18・25 日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

3・10 日（月）、18 日（火）、
24 日（振休）

産業活性化施設
（海道しるべ）

3・10 日（月）、18・25 日（火）、
27 日（木）

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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エイブルからのお知らせなど

　有明海のことを楽しく学べるエコツアーを開催します。今回は、女性向けの『満月ヨガ』とお父さんと子ども向

け『親子で楽しむ棚じぶ漁＆クッキング＋筋トレ祭り』です。有明海の魅力を感じてみませんか。

と　　き　10 月８日（祝）７時～ 13 時

　・市役所集合　７時～　　・棚じぶ漁　７時 20 分～

　・クッキング　９時～　　・昼食　11 時～

　・筋トレ　12 時～　※子どもたちは工作をして遊びます

と　こ　ろ　道の駅鹿島・エイブル

定　　員　親子 15 組　　参　加　費　500 円

昼食は獲れた魚でクッキング！

親子で楽しむ棚じぶ漁＆クッキング＋筋トレ祭り親子で楽しむ棚じぶ漁＆クッキング＋筋トレ祭り

　鹿島市ラムサール条約推進協議会（ラムサール条約推進室）　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

と　　き　９月 23 日（祝）18 時～ 20 時

　・ヨガ　18 時～　　・軽食　19時～　

と　こ　ろ　海道しるべ

定　　員　10 人程度　　参　加　費　500 円

有明海に昇る満月の月光を浴びながら…

満 月 ヨ ガ満 月 ヨ ガ

ヨガ、筋トレは、専門の講師が対応します。

また、各定員になり次第締め切ります。

～有明海を感じるエコツアー～

『満月ヨガ』と『棚じぶ漁＆クッキング＋筋トレ祭り』

イベントのお知らせイベントのお知らせ

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

に行ってみよう

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

恭おほしんたろうさん講演会＆ワークショップ
　図書館１００周年を記念して、お天気キャスターなどで活躍中の
おほさんに“夢をつかむ！”ためのヒントを語っていただきます。
　と　き　10 月 21 日（日）13 時 30 分～　　対　象　中学生～一般
　ところ　エイブル３階研修室

興特別整理期間のため休館します興
　蔵書の総点検、施設の整備などを行います。ご迷惑をおかけしま
すが、ご理解とご協力をお願いします。
　期　　間　10 月１日（月）～５日（金）
　本の返却　本のポストをご利用ください。（エイブル正面玄関右側）
　※CD・DVD・ビデオ・雑誌・紙芝居・大型絵本は、破損の恐れが
　　ありますので、本のポストへ入れず、10 月６日（土）以降に直接カ
　　ウンターへお返しください。
　蔵書検索・ウェブ予約
　　図書館ホームページからの蔵書検索や予約は可能です。ただし、
　予約確保の連絡は、10 月６日（土）以降となります。

市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

　９月の床の間コーナーでは、明治維新
後に鹿島に生まれ、みかん栽培を普及さ

せた田島勝爾に関する展示を行います。
　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。今回はその人柄を物語る勝爾の
したためた書（掛軸・扁額）を展示しま
す。贈る相手のことを考え、選び抜いた
言葉が気持ちを込めて書かれています。
　この機会に、ぜひ田島精神が凝縮され
た勝爾の書をご覧ください。

四ギャラリートーク開催四
　と　き　９月９日（日）10 時～
　ところ　エイブル３階研修室
　演　題　田島勝爾の生涯と田島精神
　講　師　高橋研一（市民図書館学芸員）

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～

かつじたじま

ところ 受講料

エイブル２階
音楽スタジオ

無　料

エイブル２階
調理実習室

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

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

　Baby　boo（ベイビー・ブー）は、男性５人組の若手アカペラコーラスグ

ループ。一度は聴いたことがある曲の数々を圧倒的な歌唱力と美しいハーモ

ニーで魅了します。

と　　き　11 月 17 日（土）

　　　　　18 時 30 分～（開場 18 時）

と　こ　ろ　エイブルホール　全席自由

　　　　　９月 29 日（土）発売

料　　金　大　　　人：2,000 円

　　　　　高校生以下：1,000 円

　　　　　噛会員各 500 円引き

　　　　　噛当日各 500 円増し

Baby boo コンサート第６回
えいぶる事業

17日のステージに一緒に立つ、コーラスメンバーを募集します。
エイブル２階事務局にある申込用紙に必要事項を記入し、直接事務局まで
お申込みください。申込用紙はホームページからもダウンロードできます。
　参加無料です。詳しくはエイブルまでお問い合わせください。　

B a b y b o o と一緒に歌ってみませんかB a b y b o o と一緒に歌ってみませんか

エイブル３階
研修室Ｂ

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円娯

エイブル２階
調理実習室

定員

20 人

20 人

20 人

20 人

開講期間

９月 12 日（水）
10 時～ 11 時 30 分

９月 30 日（日）
11 時～ 14 時

10 月４日（木）
10 時～ 11 時 30 分

10 月 27 日（土）
10 時～ 12 時

講　座　名

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～

世界の料理教室
～タイの料理と文化を学ぼう～

片付けセミナー
～自分仕様の快適キッチン編～
　　　　　　　　　（木曜コース）

講　師

肥前さが幕末維新博
事務局

カイムック・ピーラパットさん
（サワディー佐賀）

飯田　由美子さん

（ライフオーガナイザー遺）

福田　雅子さん
会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

公

　開

　講

　座

秋色のお茶を楽しむ！
～烏龍茶をいろいろなアレンジで～

※詳しくは１０月号でお知らせします

（男女問わず）

（２曲予定）（２曲予定）

　鹿島消防署救急係

　緯０９５４（６３）１１１９

詳しくは

『救急の日』『救急医療週間』は、救急医療や救急業務に対して、地域住民の皆さんの理解と正しい認識を深めて

もらうことを目的に、全国一斉に普及活動が行われます。期間中は、鹿島消防署管内でも普及活動を行います。

みんなで守ろう！鹿島の救急医療！
ー９月９日（日）は『救急の日』　９日（日）～１５日（土）は『救急医療週間』ー

小児救急医療電話相談　緯＃８０００
　休日・夜間の急な子どもの病気にどう対処したらよいか、

小児科医師・看護師へ電話相談することができます。

杵藤地区医療情報案内　緯０９５４（２２）４２０７
「救急車を呼んだ方がいいか分からない」「休日・夜間

に病院を受診したい」というときに利用してください。

と　　き　９月９日（日）９時～ 13 時

と　こ　ろ　鹿島消防署駐車場

対　　象　男性　17歳から69歳まで

女性　18歳から69歳まで

　　　　　※65歳以上の人は、60歳から64歳までに

　　　　　　献血の経験がある人に限ります。

献血活動のご案内献血活動のご案内
と　　き　９月２日（日）９時 30 分～ 12 時

と　こ　ろ　道の駅太良　展望広場、駐車場

内　　容　チラシ配布、消防車両の展示、

　　　　　心肺蘇生法（ＡＥＤ操作）の展示など

広報活動のご案内広報活動のご案内

鹿島市のご当地キャラクター

　“かし丸”くんや太良町の

　“つきみん”と“ガネッタ”

　　　　　　も来場します！

四熱 中 症 を 予 防 し ま し ょ う四四熱 中 症 を 予 防 し ま し ょ う四

煙屋内でもエアコンなどを適切に使用し、暑い日の屋外での仕事や草む　

しりは注意しましょう。

煙衣類は軽く、吸湿性や通気性のよい素材が最適です。

煙十分な水分と塩分、必要に応じてスポーツ飲料などを補給しましょう。

煙日ごろから規則正しい生活を送り、暑さに備えた体づくりをしましょう。

煙高齢者や子どもは熱中症のリスクが高いため、特に注意しましょう。
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エイブルからのお知らせなど

　有明海のことを楽しく学べるエコツアーを開催します。今回は、女性向けの『満月ヨガ』とお父さんと子ども向

け『親子で楽しむ棚じぶ漁＆クッキング＋筋トレ祭り』です。有明海の魅力を感じてみませんか。
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　・筋トレ　12 時～　※子どもたちは工作をして遊びます
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親子で楽しむ棚じぶ漁＆クッキング＋筋トレ祭り親子で楽しむ棚じぶ漁＆クッキング＋筋トレ祭り

　鹿島市ラムサール条約推進協議会（ラムサール条約推進室）　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

と　　き　９月 23 日（祝）18 時～ 20 時

　・ヨガ　18 時～　　・軽食　19時～　

と　こ　ろ　海道しるべ

定　　員　10 人程度　　参　加　費　500 円

有明海に昇る満月の月光を浴びながら…

満 月 ヨ ガ満 月 ヨ ガ

ヨガ、筋トレは、専門の講師が対応します。

また、各定員になり次第締め切ります。

～有明海を感じるエコツアー～

『満月ヨガ』と『棚じぶ漁＆クッキング＋筋トレ祭り』

イベントのお知らせイベントのお知らせ

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

に行ってみよう

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

恭おほしんたろうさん講演会＆ワークショップ
　図書館１００周年を記念して、お天気キャスターなどで活躍中の
おほさんに“夢をつかむ！”ためのヒントを語っていただきます。
　と　き　10 月 21 日（日）13 時 30 分～　　対　象　中学生～一般
　ところ　エイブル３階研修室

興特別整理期間のため休館します興
　蔵書の総点検、施設の整備などを行います。ご迷惑をおかけしま
すが、ご理解とご協力をお願いします。
　期　　間　10 月１日（月）～５日（金）
　本の返却　本のポストをご利用ください。（エイブル正面玄関右側）
　※CD・DVD・ビデオ・雑誌・紙芝居・大型絵本は、破損の恐れが
　　ありますので、本のポストへ入れず、10 月６日（土）以降に直接カ
　　ウンターへお返しください。
　蔵書検索・ウェブ予約
　　図書館ホームページからの蔵書検索や予約は可能です。ただし、
　予約確保の連絡は、10 月６日（土）以降となります。

市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

　９月の床の間コーナーでは、明治維新
後に鹿島に生まれ、みかん栽培を普及さ

せた田島勝爾に関する展示を行います。
　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。今回はその人柄を物語る勝爾の
したためた書（掛軸・扁額）を展示しま
す。贈る相手のことを考え、選び抜いた
言葉が気持ちを込めて書かれています。
　この機会に、ぜひ田島精神が凝縮され
た勝爾の書をご覧ください。

四ギャラリートーク開催四
　と　き　９月９日（日）10 時～
　ところ　エイブル３階研修室
　演　題　田島勝爾の生涯と田島精神
　講　師　高橋研一（市民図書館学芸員）

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～

かつじたじま

ところ 受講料

エイブル２階
音楽スタジオ

無　料

エイブル２階
調理実習室

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

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

　Baby　boo（ベイビー・ブー）は、男性５人組の若手アカペラコーラスグ

ループ。一度は聴いたことがある曲の数々を圧倒的な歌唱力と美しいハーモ

ニーで魅了します。

と　　き　11 月 17 日（土）

　　　　　18 時 30 分～（開場 18 時）

と　こ　ろ　エイブルホール　全席自由

　　　　　９月 29 日（土）発売

料　　金　大　　　人：2,000 円

　　　　　高校生以下：1,000 円

　　　　　噛会員各 500 円引き

　　　　　噛当日各 500 円増し

Baby boo コンサート第６回
えいぶる事業

17日のステージに一緒に立つ、コーラスメンバーを募集します。
エイブル２階事務局にある申込用紙に必要事項を記入し、直接事務局まで
お申込みください。申込用紙はホームページからもダウンロードできます。
　参加無料です。詳しくはエイブルまでお問い合わせください。　

B a b y b o o と一緒に歌ってみませんかB a b y b o o と一緒に歌ってみませんか

エイブル３階
研修室Ｂ

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円娯

エイブル２階
調理実習室

定員

20 人

20 人

20 人

20 人

開講期間

９月 12 日（水）
10 時～ 11 時 30 分

９月 30 日（日）
11 時～ 14 時

10 月４日（木）
10 時～ 11 時 30 分

10 月 27 日（土）
10 時～ 12 時

講　座　名

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～

世界の料理教室
～タイの料理と文化を学ぼう～

片付けセミナー
～自分仕様の快適キッチン編～
　　　　　　　　　（木曜コース）

講　師

肥前さが幕末維新博
事務局

カイムック・ピーラパットさん
（サワディー佐賀）

飯田　由美子さん

（ライフオーガナイザー遺）

福田　雅子さん
会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

公

　開

　講

　座

秋色のお茶を楽しむ！
～烏龍茶をいろいろなアレンジで～

※詳しくは１０月号でお知らせします

（男女問わず）

（２曲予定）（２曲予定）

　鹿島消防署救急係

　緯０９５４（６３）１１１９

詳しくは

『救急の日』『救急医療週間』は、救急医療や救急業務に対して、地域住民の皆さんの理解と正しい認識を深めて

もらうことを目的に、全国一斉に普及活動が行われます。期間中は、鹿島消防署管内でも普及活動を行います。

みんなで守ろう！鹿島の救急医療！
ー９月９日（日）は『救急の日』　９日（日）～１５日（土）は『救急医療週間』ー

小児救急医療電話相談　緯＃８０００
　休日・夜間の急な子どもの病気にどう対処したらよいか、

小児科医師・看護師へ電話相談することができます。

杵藤地区医療情報案内　緯０９５４（２２）４２０７
「救急車を呼んだ方がいいか分からない」「休日・夜間

に病院を受診したい」というときに利用してください。

と　　き　９月９日（日）９時～ 13 時

と　こ　ろ　鹿島消防署駐車場

対　　象　男性　17歳から69歳まで

女性　18歳から69歳まで

　　　　　※65歳以上の人は、60歳から64歳までに

　　　　　　献血の経験がある人に限ります。

献血活動のご案内献血活動のご案内
と　　き　９月２日（日）９時 30 分～ 12 時

と　こ　ろ　道の駅太良　展望広場、駐車場

内　　容　チラシ配布、消防車両の展示、

　　　　　心肺蘇生法（ＡＥＤ操作）の展示など

広報活動のご案内広報活動のご案内

鹿島市のご当地キャラクター

　“かし丸”くんや太良町の

　“つきみん”と“ガネッタ”

　　　　　　も来場します！

四熱 中 症 を 予 防 し ま し ょ う四四熱 中 症 を 予 防 し ま し ょ う四

煙屋内でもエアコンなどを適切に使用し、暑い日の屋外での仕事や草む　

しりは注意しましょう。

煙衣類は軽く、吸湿性や通気性のよい素材が最適です。

煙十分な水分と塩分、必要に応じてスポーツ飲料などを補給しましょう。

煙日ごろから規則正しい生活を送り、暑さに備えた体づくりをしましょう。

煙高齢者や子どもは熱中症のリスクが高いため、特に注意しましょう。
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エイブルからのお知らせなど

　有明海のことを楽しく学べるエコツアーを開催します。今回は、女性向けの『満月ヨガ』とお父さんと子ども向

け『親子で楽しむ棚じぶ漁＆クッキング＋筋トレ祭り』です。有明海の魅力を感じてみませんか。

と　　き　10 月８日（祝）７時～ 13 時

　・市役所集合　７時～　　・棚じぶ漁　７時 20 分～

　・クッキング　９時～　　・昼食　11 時～

　・筋トレ　12 時～　※子どもたちは工作をして遊びます

と　こ　ろ　道の駅鹿島・エイブル

定　　員　親子 15 組　　参　加　費　500 円

昼食は獲れた魚でクッキング！

親子で楽しむ棚じぶ漁＆クッキング＋筋トレ祭り親子で楽しむ棚じぶ漁＆クッキング＋筋トレ祭り

　鹿島市ラムサール条約推進協議会（ラムサール条約推進室）　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

と　　き　９月 23 日（祝）18 時～ 20 時

　・ヨガ　18 時～　　・軽食　19時～　

と　こ　ろ　海道しるべ

定　　員　10 人程度　　参　加　費　500 円

有明海に昇る満月の月光を浴びながら…

満 月 ヨ ガ満 月 ヨ ガ

ヨガ、筋トレは、専門の講師が対応します。

また、各定員になり次第締め切ります。

～有明海を感じるエコツアー～

『満月ヨガ』と『棚じぶ漁＆クッキング＋筋トレ祭り』

イベントのお知らせイベントのお知らせ

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

に行ってみよう

市　民
図書館 図書館からのお知らせ

恭おほしんたろうさん講演会＆ワークショップ
　図書館１００周年を記念して、お天気キャスターなどで活躍中の
おほさんに“夢をつかむ！”ためのヒントを語っていただきます。
　と　き　10 月 21 日（日）13 時 30 分～　　対　象　中学生～一般
　ところ　エイブル３階研修室

興特別整理期間のため休館します興
　蔵書の総点検、施設の整備などを行います。ご迷惑をおかけしま
すが、ご理解とご協力をお願いします。
　期　　間　10 月１日（月）～５日（金）
　本の返却　本のポストをご利用ください。（エイブル正面玄関右側）
　※CD・DVD・ビデオ・雑誌・紙芝居・大型絵本は、破損の恐れが
　　ありますので、本のポストへ入れず、10 月６日（土）以降に直接カ
　　ウンターへお返しください。
　蔵書検索・ウェブ予約
　　図書館ホームページからの蔵書検索や予約は可能です。ただし、
　予約確保の連絡は、10 月６日（土）以降となります。

市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

　９月の床の間コーナーでは、明治維新
後に鹿島に生まれ、みかん栽培を普及さ

せた田島勝爾に関する展示を行います。
　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。今回はその人柄を物語る勝爾の
したためた書（掛軸・扁額）を展示しま
す。贈る相手のことを考え、選び抜いた
言葉が気持ちを込めて書かれています。
　この機会に、ぜひ田島精神が凝縮され
た勝爾の書をご覧ください。

四ギャラリートーク開催四
　と　き　９月９日（日）10 時～
　ところ　エイブル３階研修室
　演　題　田島勝爾の生涯と田島精神
　講　師　高橋研一（市民図書館学芸員）

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～

かつじたじま

ところ 受講料

エイブル２階
音楽スタジオ

無　料

エイブル２階
調理実習室

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

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

　Baby　boo（ベイビー・ブー）は、男性５人組の若手アカペラコーラスグ

ループ。一度は聴いたことがある曲の数々を圧倒的な歌唱力と美しいハーモ

ニーで魅了します。

と　　き　11 月 17 日（土）

　　　　　18 時 30 分～（開場 18 時）

と　こ　ろ　エイブルホール　全席自由

　　　　　９月 29 日（土）発売

料　　金　大　　　人：2,000 円

　　　　　高校生以下：1,000 円

　　　　　噛会員各 500 円引き

　　　　　噛当日各 500 円増し

Baby boo コンサート第６回
えいぶる事業

17日のステージに一緒に立つ、コーラスメンバーを募集します。
エイブル２階事務局にある申込用紙に必要事項を記入し、直接事務局まで
お申込みください。申込用紙はホームページからもダウンロードできます。
　参加無料です。詳しくはエイブルまでお問い合わせください。　

B a b y b o o と一緒に歌ってみませんかB a b y b o o と一緒に歌ってみませんか

エイブル３階
研修室Ｂ

会　員　1,500 円
一　般　1,000 円娯

エイブル２階
調理実習室

定員

20 人

20 人

20 人

20 人

開講期間

９月 12 日（水）
10 時～ 11 時 30 分

９月 30 日（日）
11 時～ 14 時

10 月４日（木）
10 時～ 11 時 30 分

10 月 27 日（土）
10 時～ 12 時

講　座　名

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～

世界の料理教室
～タイの料理と文化を学ぼう～

片付けセミナー
～自分仕様の快適キッチン編～
　　　　　　　　　（木曜コース）

講　師

肥前さが幕末維新博
事務局

カイムック・ピーラパットさん
（サワディー佐賀）

飯田　由美子さん

（ライフオーガナイザー遺）

福田　雅子さん
会　員　1,500 円
一　般　1,000 円
材料代　1,500 円

公

　開

　講

　座

秋色のお茶を楽しむ！
～烏龍茶をいろいろなアレンジで～

※詳しくは１０月号でお知らせします

（男女問わず）

（２曲予定）（２曲予定）

　鹿島消防署救急係

　緯０９５４（６３）１１１９

詳しくは

『救急の日』『救急医療週間』は、救急医療や救急業務に対して、地域住民の皆さんの理解と正しい認識を深めて

もらうことを目的に、全国一斉に普及活動が行われます。期間中は、鹿島消防署管内でも普及活動を行います。

みんなで守ろう！鹿島の救急医療！
ー９月９日（日）は『救急の日』　９日（日）～１５日（土）は『救急医療週間』ー

小児救急医療電話相談　緯＃８０００
　休日・夜間の急な子どもの病気にどう対処したらよいか、

小児科医師・看護師へ電話相談することができます。

杵藤地区医療情報案内　緯０９５４（２２）４２０７
「救急車を呼んだ方がいいか分からない」「休日・夜間

に病院を受診したい」というときに利用してください。

と　　き　９月９日（日）９時～ 13 時

と　こ　ろ　鹿島消防署駐車場

対　　象　男性　17歳から69歳まで

女性　18歳から69歳まで

　　　　　※65歳以上の人は、60歳から64歳までに

　　　　　　献血の経験がある人に限ります。

献血活動のご案内献血活動のご案内
と　　き　９月２日（日）９時 30 分～ 12 時

と　こ　ろ　道の駅太良　展望広場、駐車場

内　　容　チラシ配布、消防車両の展示、

　　　　　心肺蘇生法（ＡＥＤ操作）の展示など

広報活動のご案内広報活動のご案内

鹿島市のご当地キャラクター

　“かし丸”くんや太良町の

　“つきみん”と“ガネッタ”

　　　　　　も来場します！

四熱 中 症 を 予 防 し ま し ょ う四四熱 中 症 を 予 防 し ま し ょ う四

煙屋内でもエアコンなどを適切に使用し、暑い日の屋外での仕事や草む　

しりは注意しましょう。

煙衣類は軽く、吸湿性や通気性のよい素材が最適です。

煙十分な水分と塩分、必要に応じてスポーツ飲料などを補給しましょう。

煙日ごろから規則正しい生活を送り、暑さに備えた体づくりをしましょう。

煙高齢者や子どもは熱中症のリスクが高いため、特に注意しましょう。
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建おくすりノートを持っていきましょう

く ら し
の９月

September

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
福田医院　　　　　緯０９５４（４３）０５５０
樋口医院　　　　　緯０９５４（４３）１６５２
谷口医院　　　　　緯０９５４（６６）３５６８
うれしのふくだクリニック　緯０９５４（４２）１２１１

11日
4日

18日
25日

嬉野市
嬉野市
嬉野市
嬉野市

※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

※修理や調査にかかる費用は自己負担になります

1 日（土）
2 日（日）
8 日（土）
9 日（日）

15 日（土）
16 日（日）
17 日（祝）
22 日（土）
23 日（祝）
24 日（振休）
29 日（土）
30 日（日）

池田設備左官工務店　緯（６２）１７３２
宮園電工　　　　　　緯（６３）３１５１
峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
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
大隈設備工業　　　　緯（６２）１３０２
マツモト　　　　　　緯（６３）１８４１

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

怯子どもの健診

４か月児健診
（平成30年5月生まれ）

１歳６か月児健診
（平成29年2月生まれ）

３歳６か月児健診
（平成27年2月生まれ）

26 日（水）

27 日（木）

6 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 5・19・26 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 20 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 7 月生まれ

赤ちゃん相談 19 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） 4 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

離乳食教室（後期） 18 日（火） 10時～10時30分
内　容　離乳食指導・個別相談
対　象　8 ～ 10 か月児の保護者

成人健康相談 5 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 27 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 9 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14ページをご覧ください

日 在宅当番医 当番薬局
織田病院　緯（６３）３２７５2 日（日） 溝上薬局スカイロード店
薬師寺医院　緯（６３）５２８１9 日（日） アルナ薬局浜町店
納富病院　緯（６３）１１１７16 日（日） アルナ薬局鹿島店
志田病院　緯（６３）１２３６17 日（祝） 溝上薬局北鹿島店
中村医院　緯（６３）９２３４23 日（祝） 西牟田薬局
森田医院　緯（６３）３９５６24 日（振休） 祐信堂薬局
犬塚病院　緯（６３）２５３８30 日（日） アルバ薬局

冷蔵庫や
壁に貼ってね！

怯ひろばの集い

10 日（月）

　『秋ですね！！

　　　　体であそぼう day♪』

時　間　11 時～ 11 時 45 分（予定）
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文化・スポーツの結果 こんなときこのひとこと、学校だより

オードリー先生

今月のキーフレーズ

“Hang in there”

No.153

Sho:

Jane:

I am studying so hard for this test! I 
hope I can pass!
I know you want to quit, but hang in 
there! You can do it.

（ショー）

（ジェーン）

このテストのためにすごく頑張って勉

強してるよ。合格できたらいいなぁ。

やめたいのわかる。でも頑張って！

あなたならできるわ！

この表現は、

「（くじけずに）頑張る」という意味で使われます。

学 校 だ よ り

古枝小学校

No.256

～面浮立のお面づくり～

煙今日、図工室でお面づくりがあり

ました。わたしのおじいちゃんがき

て教えてくれました。いろんな学校

に行って作り方を教えていました。

ついに古枝小学校にきてくれました。

おじいちゃんに教えてもらい、ねん

土がお面の形になってうれしかった

です。２回目、３回目もがんばって

作って、運動会のとき、おじいちゃ

んに、かっこいいおどりを見せたい

と思います。

《児童の日記から》

煙わたしは、学年行事でお父さんと

お面を作りました。さいしょに紙ね

ん土をこねこねしました。その時、

こねるのって意外とむずかしいんだ

なと思いました。だから、仕上げに

お父さんがこねてくれました。次に

お面の型に紙ねん土を入れました。

すると、お父さんが、「やさしくお

すんだよ。」と言いました。だから

その通りにしたら、きれいにお面が

できました。３回目に色ぬりをした

らかんせいだから楽しみです。みん

なも上手にできていました。とても

楽しかったです。

　一学期に学級親子ふれあい行事で杉彫の小森惠雲さんを講師にお招きして、

お面づくりを行いました。

　３年生は９月の運動会で初めて面浮立を踊ります。自分で作ったお面をか

ぶって踊る面浮立は、きっと素晴らしいものとなることでしょう。

Kozue:
Steven:

Wow, this week I’ve been so busy!
It’s almost the weekend! Hang in there!

（こずえ）

（スティーブン）

わぁ。今週ずっととても忙しいの！

もう少しで週末だよ。頑張って！

 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

　
皐文部科学大臣杯第42回全日本中学ボウリング選手権大会

　開　催　日　７月23～25日（京都・キョーイチボウル宇治）

　　優勝　中島　望結（東部中３年）

皐全日本少年少女武道（なぎなた）練成大会

　開　催　日　８月５日（東京都　日本武道館）

　【試合競技　小学６年生の部】優勝　　大谷　舞桜

　【演技競技　小学５・６年生の部】２位　　（明倫小６年）

皐第44回剛柔会全国空手道選手権大会

　開　催　日　７月 28 ～ 29 日（秋田県立武道館）

　【少年男子　形】　２位　馬場　海星（龍谷高３年）

皐第44回全九州空手道選手権大会

　開　催　日　７月 14 ～ 15 日（鹿児島県　サンアリーナせんだい）

　【少年男子　個人形】　３位　馬場　海星（龍谷高３年）

皐第55回佐賀県中学校総合体育大会

　サッカー　開催日　７月 31 日（松浦河畔公園サッカー場）

　　優勝　東部中学校サッカー部

　水泳競技　開催日　７月25～26日（県総合運動場水泳場）

　【100ｍ・200ｍ平泳ぎ】　優勝　森田　敏正（西部中２年）

　【100ｍ・200ｍ背泳ぎ】　優勝　井上　結葉（西部中２年）

　【1500ｍ・400ｍ自由形】　２位　森田　裕也（西部中３年）

　【200ｍ自由形】　２位　前田　優花（西部中３年）

　【総合男子】　３位　西部中学校水泳部

　空手道競技　開催日　７月８日（大和勤労者体育センター）

　【男子個人形】　優勝　北　莉暢（西部中２年）

　柔道競技　開催日　７月 31 日（東部少年武道館）

　【男子 66kg 級】　３位　植松　恭平（西部中２年）

　【男子 90kg 級】　３位　橋本　巧海（西部中２年）

　卓球競技　開催日　７月 31 日（唐津市文化会館）

　【男子個人】　３位　竹下　和正（東部中３年）

　ソフトテニス　開催日　７月 29 日（松浦河畔公園庭球場）

　【女子団体の部】　３位　西部中学校ソフトテニス部

皐第39回佐賀県ジュニア水泳競技会

　開　催　日　７月 14 ～ 15 日（県総合運動場水泳場）

　【50ｍバタフライ】優勝　【50ｍ自由形】２位

　　　　　　　　　　島　七海（鹿島小４年）

　【100ｍ背泳ぎ】優勝　【50ｍ背泳ぎ】３位

　　　　　　　　　　山口　浩生（鹿島小５年）

　【50ｍ・100ｍ平泳ぎ】　２位　長友　優志（能古見小５年）

　【50ｍ背泳ぎ】　２位　井上　優大（能古見小６年）

　【4×50ｍフリーリレー・メドレーリレー】　

　　優勝　山口　浩生（鹿島小５年）

　　　　　中村　啓人（能古見小４年）

　　　　　長友　優志（能古見小５年）

皐ＪＯＣジュニアオリンピックカップ

　第11回全日本ジュニアテコンドー選手権大会

　開　催　日　７月 29 日（長野県　松本市総合体育館）

　【組手　小学１年生女子】

　　優　勝　川島　涼羽（浜小１年）

　【組手　小学６年生男子－33kg 級】

　　準優勝　前田　歩夢（北鹿島小６年）

　長野県で開催された全日本ジュニアテコンドー選手

権大会で、川島涼羽さんが優勝、前田歩夢さんが準優

勝に輝きました。川島さんは「練習をいっぱいした。

優勝できてうれしい」と笑顔で話し、前田さんは「決

勝で敗れたけど準優勝できたのでうれしかった。次は

優勝したい」と先の目標を見据えていました。

皐第33回佐賀新聞学童オリンピック大会

　なぎなた　開催日　６月 10 日（嬉野市社会文化会館リバティ）

　【団体・試合競技高学年・演技競技高学年】

　　優勝　大谷　舞桜（明倫小６年）

　【試合競技低学年・演技競技低学年】

　　優勝　松尾　優希（明倫小２年）

　水泳競技　開催日　６月 17 日（県総合運動場水泳場）

　【100ｍ平泳ぎ】２位　【50ｍ平泳ぎ】３位

　　　　　　　　　　長友　優志（能古見小５年）

　【50ｍ背泳ぎ】　２位　中村　啓人（能古見小４年）

　【50ｍ背泳ぎ】　３位　井上　優大（能古見小６年）

　【50ｍ・100ｍ背泳ぎ】　３位　宮﨑　成美（能古見小６年）

　ソフトテニス　開催日　６月９日（みゆき公園庭球場）

　【男子の部】　２位　林田　千昇（能古見小６年）

　【女子の部】　３位　植松　心愛（能古見小６年）

皐第59回佐賀県吹奏楽大会

　開　催　日　７月 22 ～ 25 日（佐賀市文化会館）

　【中学校Ａ部門】　金賞　西部中学校吹奏楽部

市長へ受賞の報告に訪れた
川島さん（左）と前田さん（右）

　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
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　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
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高齢者の人権に想う
～住み慣れた地域で高齢者が安全に暮らし続けるには～

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

　国は、２０１５年１月、認知症
対策として“できる限り住み慣れ
た地域の良い環境で自分らしく暮
らし続けることができる社会の実
現を目指す”という『新オレンジ
プラン』を発表しました。現在、
市区町村が中心となり、その施策
が進められています。そんな施策
が進む猛暑日の出来事です。
　住宅が密集する場所を運転中の
ドライバーが、前方の路上に杖を
つき、帽子もかぶらずによろよろ
と路上の真ん中を歩く８０歳をと
うに過ぎたおばあさんを見かけま
した。車がおばあさんに近づいて

も意識する気配はありません。認
知症気味のおばあさんのようです。
ドライバーは、おばあさんの様子
を見、安全確認と徐行運転をしな
がら通り過ぎ、通り際に一言、声
をかけました。「今日は、まだ
ぬっかけん、なるべく日かげば歩
きんしゃいね。」と。おばあさん
は、弱々しい声で「はあーい」と
いう返事でした。
　さて、ドライバーがもし、あな
ただったら、どんな行動を取りま
すか？声かけだけでよいもので
しょうか。ドライバーではなくと
も通りすがりの人でもかまいませ

ん。このままおばあさんを見過ご
してよいものでしょうか？その日
は、猛暑日。脱水症で命を落とす
危険性さえある午後の時間帯です。
　今後、超高齢社会の中で認知症
になる人が増大すれば、この例の
おばあさんのような人も地域で増
えていくと思います。住み慣れた
地域で高齢者が安全に安心して暮
らし続けるには、それなりの仕組
みが必要です。仕組みをつくる中
で、現実的な対策も考えねばなり
ません。
　『老い』は誰にでも平等にやっ
て来るものです。高齢者が自立し
て安心して安全に暮らしていける
社会は、全ての人たちにとっても
安全な幸せな社会につながるので
す。そんな社会づくりが超高齢社
会進行中の鹿島市でも急務のよう
です。

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

広めよう　みんなもってる　やさしい心　　　　山口　しょう（明倫小２年）
差別なし　立ってる位置は　皆同じ　　　　　　岡　優依（東部中３年）

※学年は平成 29年度人権標語
紹　介
人権標語
紹　介

受 賞 者 紹 介

８月７日、子育てや学校教育の

振興のため、市への多額の寄附

をいただき、市政へ多大な貢献

をされた功績に対して、国から

紺綬褒章が授与されました。

この日、同社代表取締役社長里

民則様への伝達式を行いました。

紺綬褒章　エスティ工業㈱様

やっさ！やっさ！鹿島おどり

　８月３日、４日の両日、毎年恒例の鹿島おどりが開催され、

多くの団体が市内外からそろいの法被や浴衣で参加しました。

今回は、鹿島の夜を熱く踊り歩いた、鹿島商工会議所女性会、

中牟田区が最優秀賞に選ばれ、おどり隊、鹿島市職員互助会、

鹿島市保育会、かしまんチンドンが大人の部、鹿島小学校、

新町区が子どもの部でそれぞれ入賞しました。

　最優秀賞に選ばれた中牟田区の子どもたちは、「今日に向

けて練習をしてきたので、賞を獲れて本当にうれしい」と笑

顔で話していました。

TopicsTopics まちの話題まちの話題

第５５回

鹿島おどり
第５５回

鹿島おどり
佐賀県消防操法大会
　鹿島市消防団（古枝分団）　優勝！　全国大会へ

　７月２９日、佐賀県消防学校で

『第３４回佐賀県消防操法大会』

が開催され、鹿島市消防団からは

古枝分団が代表として小型ポンプ

操法の部に出場しました。

　出場１５隊中５番目に出場した

古枝分団は、約３カ月間の厳しい

訓練の成果を発揮し、見事に優勝

を勝ち取りました。古枝分団の皆

さん、おめでとうございます。

　なお、古枝分団は１０月１９日に富山県で開催される全国消防操法大会に県代

表として出場することとなり、これからも訓練を続けていくこととなります。皆

さんの応援をよろしくお願いします。
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　子宮頸がん検診は、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

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 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

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

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

９月 20 日
（木）午前

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

子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう

　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

食事をおいしく、バランスよく
　主食・主菜・副菜は、健康な食事の第一歩で

す。毎日の食事で、主食・主菜・副菜を組み合

わせて食べましょう。

　煙毎日プラス一皿の野菜

　　大人が１日に必要な野菜の摂取量は３５０

　グラム。これは日本人の平均摂取量に、もう

　一皿加えた量に相当します。

　煙おいしく減塩１日マイナス２グラム

　　だし、柑橘類、香辛料などを使って、おい

　しく減塩しましょう。

　煙毎日のくらしにwithミルク

　　カルシウムとたんぱく質がバランスよく含

　まれる牛乳、乳製品を摂りましょう。

９月は食生活改善
　　　普及運動月間です

　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　９月 19 日（水）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　９月 12 日（水）

食改さんの料理教室

９月24日から30日は結核予防週間です

興こんな症状があったらすぐ受診！！
　焔長引くせき（２週間以上）
　焔たんがでる　焔体重減少
　焔微熱（２週間以上）　焔胸痛
　焔倦怠感（２週間以上）

興生後３ヵ月から１歳未満までの赤ちゃんは
　　　　　　　　ＢＣＧ予防接種を受けましょう
　抵抗力の弱い赤ちゃんは、結核に感染すると重症になりや
すく危険です。予防のために接種期間内に接種しましょう。

研修コース　①基礎研修コース（３日間）

　　　　　　10 月 14 日（日）・28 日（日）、11 月 11 日（日）

　　　　　②指導力向上研修コース（各１日間）

　　　　　　Ａコース　12 月９日（日）

　　　　　　Ｂコース　平成 31 年１月 13日（日）

定　　員　各コース 50 人

対　　象　医師、保健師、管理栄養士、

　　　　　看護師（保健指導経験者）

会　　場　佐賀メディカルセンタービル

受　講　料　無料

申込期間　①基礎研修コース　９月３日（月）～ 27 日（木）

　　　　　②Ａコース　11 月１日（木）～ 22日（木）

　　　　　②Ｂコース　11 月 26 日（月）～ 12 月 20 日（木）

申込期間　郵送、ＦＡＸまたはＥメールで受講申込書を送

　　　　　付してください。受講申込書は、財団ホームペ

　　　　　ージからダウンロードできます。

　　　　　※ＦＡＸの場合は、送信の旨をお知らせください。

特定保健指導研修受講者
　　　　　　を募集します

佐賀県健康づくり財団

保健指導支援ステーション担当

緯０９５２（３７）３３０１

姉０９５２（３７）３０６１

申込・問合せ先
　９月はがん征圧月間です。がんの予防に関す

る正しい知識や診断治療などに関する情報をお

伝えします。

と　　き　９月 22 日（土）

　　　　　９時 30 分～ 15時

と　こ　ろ　アバンセホール（佐賀市）

定　　員　先着300人

申込期限　９月 18 日（火）

内　　容

　講演『５度の手術と乳房再建1800日』

　　　　講師　生稲　晃子さん

　公演『佐賀の八賢人おもてなし隊の

　　　　皆さんによる佐賀三賢人の歴史寸劇』

２０１８がん征圧
　　　　　県民のつどい

　佐賀県健康づくり財団総務企画課

　緯０９５２（３７）３３０１

申込・問合せ先

　糖尿病の人だけでなく、ウォーキングに関心

のある人など、どなたでも参加できます。

と　　き　10 月 21 日（日）

　　　　　９時 30 分集合　15時解散予定

集合場所　国見台体育館（伊万里市）

参　加　費　無料

申込期限　10 月９日（火）

歩いて学ぶ糖尿病
　ウォークラリーin伊万里

　佐賀大学医学部ウォークラリー事務局

　緯０９５２（３４）２５４６（平日９時～ 16 時）

申込・問合せ先

　水痘（水ぼうそう）は、水痘帯状疱疹

ウイルスの感染によって起こる感染症で、

空気感染、飛沫感染、接触感染によって感染します。

　症状は全身にかゆみを伴う発疹が出て、その後水ぶ

くれとなり、かさぶたを残して治癒します。発熱を伴

うこともあります。一度感染すると一生からだの中に

ウイルスが残り、加齢や免疫抑制状態等で活性化し、

帯状疱疹を発症します。

水痘予防接種を受けましょう

対　象　者　１歳～３歳未満

接種回数　２回（１回目接種後、６か月以上間を空けます）

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

国保の人の特定健診を行います。平日に受けることができない人はぜひ受診してください。

日曜日に特定健診を実施します

と　　き　９月９日（日）　受付８時 30 分～ 10時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

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。

保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

[予約制]

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。
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　子宮頸がん検診は、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

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 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

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

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

９月 20 日
（木）午前

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

子宮頸がん・乳がん検診を受けましょう

　鹿島市保健センター（エイブル１階）

　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

食事をおいしく、バランスよく
　主食・主菜・副菜は、健康な食事の第一歩で

す。毎日の食事で、主食・主菜・副菜を組み合

わせて食べましょう。

　煙毎日プラス一皿の野菜

　　大人が１日に必要な野菜の摂取量は３５０

　グラム。これは日本人の平均摂取量に、もう

　一皿加えた量に相当します。

　煙おいしく減塩１日マイナス２グラム

　　だし、柑橘類、香辛料などを使って、おい

　しく減塩しましょう。

　煙毎日のくらしにwithミルク

　　カルシウムとたんぱく質がバランスよく含

　まれる牛乳、乳製品を摂りましょう。

９月は食生活改善
　　　普及運動月間です

　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　９月 19 日（水）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　９月 12 日（水）

食改さんの料理教室

９月24日から30日は結核予防週間です

興こんな症状があったらすぐ受診！！
　焔長引くせき（２週間以上）
　焔たんがでる　焔体重減少
　焔微熱（２週間以上）　焔胸痛
　焔倦怠感（２週間以上）

興生後３ヵ月から１歳未満までの赤ちゃんは
　　　　　　　　ＢＣＧ予防接種を受けましょう
　抵抗力の弱い赤ちゃんは、結核に感染すると重症になりや
すく危険です。予防のために接種期間内に接種しましょう。

研修コース　①基礎研修コース（３日間）

　　　　　　10 月 14 日（日）・28 日（日）、11 月 11 日（日）

　　　　　②指導力向上研修コース（各１日間）

　　　　　　Ａコース　12 月９日（日）

　　　　　　Ｂコース　平成 31 年１月 13日（日）

定　　員　各コース 50 人

対　　象　医師、保健師、管理栄養士、

　　　　　看護師（保健指導経験者）

会　　場　佐賀メディカルセンタービル

受　講　料　無料

申込期間　①基礎研修コース　９月３日（月）～ 27 日（木）

　　　　　②Ａコース　11 月１日（木）～ 22日（木）

　　　　　②Ｂコース　11 月 26 日（月）～ 12 月 20 日（木）

申込期間　郵送、ＦＡＸまたはＥメールで受講申込書を送

　　　　　付してください。受講申込書は、財団ホームペ

　　　　　ージからダウンロードできます。

　　　　　※ＦＡＸの場合は、送信の旨をお知らせください。

特定保健指導研修受講者
　　　　　　を募集します

佐賀県健康づくり財団

保健指導支援ステーション担当

緯０９５２（３７）３３０１

姉０９５２（３７）３０６１

申込・問合せ先
　９月はがん征圧月間です。がんの予防に関す

る正しい知識や診断治療などに関する情報をお

伝えします。

と　　き　９月 22 日（土）

　　　　　９時 30 分～ 15時

と　こ　ろ　アバンセホール（佐賀市）

定　　員　先着300人

申込期限　９月 18 日（火）

内　　容

　講演『５度の手術と乳房再建1800日』

　　　　講師　生稲　晃子さん

　公演『佐賀の八賢人おもてなし隊の

　　　　皆さんによる佐賀三賢人の歴史寸劇』

２０１８がん征圧
　　　　　県民のつどい

　佐賀県健康づくり財団総務企画課

　緯０９５２（３７）３３０１

申込・問合せ先

　糖尿病の人だけでなく、ウォーキングに関心

のある人など、どなたでも参加できます。

と　　き　10 月 21 日（日）

　　　　　９時 30 分集合　15時解散予定

集合場所　国見台体育館（伊万里市）

参　加　費　無料

申込期限　10 月９日（火）

歩いて学ぶ糖尿病
　ウォークラリーin伊万里

　佐賀大学医学部ウォークラリー事務局

　緯０９５２（３４）２５４６（平日９時～ 16 時）

申込・問合せ先

　水痘（水ぼうそう）は、水痘帯状疱疹

ウイルスの感染によって起こる感染症で、

空気感染、飛沫感染、接触感染によって感染します。

　症状は全身にかゆみを伴う発疹が出て、その後水ぶ

くれとなり、かさぶたを残して治癒します。発熱を伴

うこともあります。一度感染すると一生からだの中に

ウイルスが残り、加齢や免疫抑制状態等で活性化し、

帯状疱疹を発症します。

水痘予防接種を受けましょう

対　象　者　１歳～３歳未満

接種回数　２回（１回目接種後、６か月以上間を空けます）

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

国保の人の特定健診を行います。平日に受けることができない人はぜひ受診してください。

日曜日に特定健診を実施します

と　　き　９月９日（日）　受付８時 30 分～ 10時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

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。

保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

[予約制]

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。
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　鹿島市国保加入者を対象に運動教室を開催します。個人の体力、体の状況に対応した運動指導や

個別の相談などを専門のスタッフから受けられます。

　自分にあった運動方法を知りたい人、トレーニングルームで運動をしてみたい人、健診で高血圧、高脂血症、

高血糖などを指摘された人など、ぜひこの機会に運動を始めてみませんか。

運動教室参加者募集

保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

と　　き・と　こ　ろ　※計７回

10月５日～11月16日（毎週金曜日）

煙 10 月５日　９時～ 12時

　　開講式　高津原公民館かんらん会議室

煙 10 月 12・19・26

　11 月２・９日　９時～ 10時

　　トレーニング　市民交流プラザかたらい

煙 11 月 16 日　９時～ 12 時

　　閉講式　古枝公民館２階大会議室

内　　容

　焔トレーニングマシンを利用した運動

　焔ストレッチや室内運動、生活習慣病や運動などに関する講話
　　（織田病院の医師・理学療法士・保健師・管理栄養士　など）

　焔標準体重、必要カロリー計算、適正カロリーについての説明　など

定　　員　12 人　※申し込みが多い場合は、初めての人を優先します

参　加　費　2,000 円（保険料含む）

申込期限　９月 20 日（木）

月　日 対　象　区

10 月 29 日
（月）

10月 30 日
（火）

10月 26 日
（金）

伏原・下浅浦・中浅浦・上浅浦・大木庭・
東三河内・西三河内・大野・広平・南川・
浜新町

10 月 28 日
（日）

★胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん検診の実施
　希望する人は保健センターまで予約してください。

月　日 対　象　区

９月 14 日
（金）

９月 11 日
（火）

９月 12 日
（水）

９月 10 日
（月）

行成・犬王袋・大村方・中尾・中町・
八宿・森

執行分・井手分・馬渡・奥山・竹ノ木庭・
平仁田開拓

大手・中牟田・横田・小舟津・世間・重ノ木

９月 13 日
（木）

若殿分・納富分・末光・白鳥尾・貝瀬・
土穴・本城・中木庭・山浦開拓・番在開拓

新方・湯ノ峰・飯田・音成・大宮田尾・
小宮道・母ヶ浦

10 月 23 日
（火）

上古枝・下古枝・久保山・七開・庄金・
南舟津・野畠・北舟津

10 月 24 日
（水）

城内・東町・西牟田・新町・鮒越・土井丸・
東塩屋・西塩屋・西葉・矢答

10 月 25 日
（木）

高津原

中川内・早ノ瀬・井手・三部・新籠・
常広・古城・組方・江福・龍宿浦・嘉瀬浦

筒口・大殿分・川内・山浦・本町・
乙丸・中村

11 月 14 日
（水）

★大腸がん、肺がん検診のみ実施（受付９時～10時）
　希望する人は保健センターまで予約してください。

11 月 15 日
（木）

★大腸がん、胃がん検診のみ実施（受付９時～10時）
　希望する人は保健センターまで予約してください。

11 月 20 日
（火）

★未受診者検診
　希望する人は保健センターまで予約してください。

11 月 29 日
（木）

★大腸がん検診のみ実施（受付18時～19時）
　希望する人は保健センターまで予約してください。

胃がん検診
【対　象】40 歳以上

【内　容】

バリウムを飲み

レントゲン撮影

【自己負担金】

　　　　1,000 円

肺がん検診
【対　象】40 歳以上

【内　容】

①胸部レントゲン撮影

②痰検査（問診で必要な人のみ）

【自己負担金】

①300 円 ②700 円

大腸がん検診
【対　象】40 歳以上

【内　容】

便の潜血検査

※受診当日に容器を配布

【自己負担金】

　　　　　600 円

前立腺がん検診
【対　象】50 歳以上

　　　　の男性

【内　容】血液検査

【自己負担金】

　　　　　700 円

　ご自身のため、ご家族のためにも、年に１回はがん検診を受け

ましょう。次の４種類のがん検診を同日で実施します。

（１種類から受診可能です）

　検診申込調査などにより申し込んだ人へ、８月に受診票を郵送

しています。新たに希望する人はご連絡ください。　市民税非課

税世帯・生活保護世帯の人、後期高齢者医療制度被保険者の自己

負担金は無料です。

がんセット検診を実施します

保健センター（エイブル１階）

緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

受　　付　８時 30 分～ 10時 30 分（　　以外）

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

潤都合が悪い場合は、都合のよい日に受診できます。（連絡不要）

潤日程表の　　、　　の日を希望する人は、保健センターまで

　予約してください。

　結核は昔の病気ではありません。日常生活をともにする人にうつりやすい病気です。特に80歳以

上の人の発症が増えています。『感染症法』の結核予防対策に基づき、６５歳以上の人を対象として

次の日程で結核健康診断を実施します。※対象者にはハガキを送付しています

６５歳以上の人は結核健康診断（胸部レントゲン）を受けましょう

　保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

月　日

９月 18 日
（火）

09：30～10：30
保健センター

馬渡・末光

10：30～11：30 重ノ木・行成

13：30～13：50 上古枝公民館 上古枝

14：10～14：40 鮒越公民館 鮒越・七開

15：00～15：45 古枝公民館 下古枝・久保山

９月 21 日
（金）

9：30～10：00 母ケ浦公民館 母ケ浦・西葉

10：30～11：15 小宮道公民館

13：30～14：15 飯田公民館 飯田・江福

14：30～15：15 七浦公民館

大宮田尾・小宮道
東塩屋・西塩屋

龍宿浦・嘉瀬浦
音成・矢答

９月 25 日
（火）

09：30～10：30
保健センター

犬王袋・世間

10：30～11：30 横田・城内

13：30～14：45 納富分公民館 納富分

15：15～16：15 小舟津公民館 小舟津

９月 28 日
（金）

9：00～ 9：30 伏原公民館 伏原・下浅浦

9：45～10：15 中浅浦公民館

10：45～11：10 山浦公民館

11：30～11：45 川内公民館

山浦・山浦開拓
白鳥尾・番在開拓

13：30～14：30 北鹿島公民館

14：50～15：40 井手公民館 井手

16：00～16：20 三部公民館

上浅浦・中浅浦

川内

常広・古城

新籠・三部

10 月１日
（月）

09：30～10：30
保健センター

執行分・井手分

10：30～11：30

14：00～14：30 中尾公民館

15：00～15：30 大村方公民館 大村方

大手・東町
中牟田

中尾・竹ノ木庭
奥山・平仁田開拓

10 月２日
（火）

9：15～11：30 高津原

14：00～14：45

14：45～15：30 大殿分・若殿分

高津原公民館
かんらん

南川・筒口
のごみふれあい

楽習館

10 月４日
（木）

09：30～ 9：50 中川内集会所

10：10～10：20 西三河内

10：40～11：50 西牟田公民館 西牟田・新町

13：30～14：00
北鹿島公民館

中川内・広平
大野・早ノ瀬

西三河内公民館

本町・中村
組方

14：00～14：30 乙丸・土井丸

15：00～15：20 森公民館 森

10 月５日
（金）

9：30～ 9：40 中木庭公民館 中木庭

9：50～10：10 本城集会所

10：25～10：35 貝瀬公民館

11：00～11：20 大木庭公民館

11：30～11：40 東三河内公民館

13：30～14：00
浜公民館

14：00～14：30

本城・土穴

大木庭

東三河内

南舟津・野畠

貝瀬

新方・湯ノ峰
庄金

14：50～15：20 北舟津公民館

15：40～16：10 中町公民館

北舟津

中町・八宿
浜新町

10 月９日
（火）

09：30～11：00 保健センター 未受診者

受付時間 実施場所 対象区 月　日 受付時間 実施場所 対象区

胸肺がん検診を受診する人は、受診できません。

胸都合が悪い場合は、都合のよい場所で受診できます。

胸当日、ハガキを持参してください。

胸撮影時、薄手のシャツや肌着は着用できます。

胸料金は無料です。
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　鹿島市国保加入者を対象に運動教室を開催します。個人の体力、体の状況に対応した運動指導や

個別の相談などを専門のスタッフから受けられます。

　自分にあった運動方法を知りたい人、トレーニングルームで運動をしてみたい人、健診で高血圧、高脂血症、

高血糖などを指摘された人など、ぜひこの機会に運動を始めてみませんか。

運動教室参加者募集

保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３申込・問合せ先

と　　き・と　こ　ろ　※計７回

10月５日～11月16日（毎週金曜日）

煙 10 月５日　９時～ 12時

　　開講式　高津原公民館かんらん会議室

煙 10 月 12・19・26

　11 月２・９日　９時～ 10時

　　トレーニング　市民交流プラザかたらい

煙 11 月 16 日　９時～ 12 時

　　閉講式　古枝公民館２階大会議室

内　　容

　焔トレーニングマシンを利用した運動

　焔ストレッチや室内運動、生活習慣病や運動などに関する講話
　　（織田病院の医師・理学療法士・保健師・管理栄養士　など）

　焔標準体重、必要カロリー計算、適正カロリーについての説明　など

定　　員　12 人　※申し込みが多い場合は、初めての人を優先します

参　加　費　2,000 円（保険料含む）

申込期限　９月 20 日（木）

月　日 対　象　区

10 月 29 日
（月）

10月 30 日
（火）

10月 26 日
（金）

伏原・下浅浦・中浅浦・上浅浦・大木庭・
東三河内・西三河内・大野・広平・南川・
浜新町

10 月 28 日
（日）

★胃がん、肺がん、大腸がん、前立腺がん検診の実施
　希望する人は保健センターまで予約してください。

月　日 対　象　区

９月 14 日
（金）

９月 11 日
（火）

９月 12 日
（水）

９月 10 日
（月）

行成・犬王袋・大村方・中尾・中町・
八宿・森

執行分・井手分・馬渡・奥山・竹ノ木庭・
平仁田開拓

大手・中牟田・横田・小舟津・世間・重ノ木

９月 13 日
（木）

若殿分・納富分・末光・白鳥尾・貝瀬・
土穴・本城・中木庭・山浦開拓・番在開拓

新方・湯ノ峰・飯田・音成・大宮田尾・
小宮道・母ヶ浦

10 月 23 日
（火）

上古枝・下古枝・久保山・七開・庄金・
南舟津・野畠・北舟津

10 月 24 日
（水）

城内・東町・西牟田・新町・鮒越・土井丸・
東塩屋・西塩屋・西葉・矢答

10 月 25 日
（木）

高津原

中川内・早ノ瀬・井手・三部・新籠・
常広・古城・組方・江福・龍宿浦・嘉瀬浦

筒口・大殿分・川内・山浦・本町・
乙丸・中村

11 月 14 日
（水）

★大腸がん、肺がん検診のみ実施（受付９時～10時）
　希望する人は保健センターまで予約してください。

11 月 15 日
（木）

★大腸がん、胃がん検診のみ実施（受付９時～10時）
　希望する人は保健センターまで予約してください。

11 月 20 日
（火）

★未受診者検診
　希望する人は保健センターまで予約してください。

11 月 29 日
（木）

★大腸がん検診のみ実施（受付18時～19時）
　希望する人は保健センターまで予約してください。

胃がん検診
【対　象】40 歳以上

【内　容】

バリウムを飲み

レントゲン撮影

【自己負担金】

　　　　1,000 円

肺がん検診
【対　象】40 歳以上

【内　容】

①胸部レントゲン撮影

②痰検査（問診で必要な人のみ）

【自己負担金】

①300 円 ②700 円

大腸がん検診
【対　象】40 歳以上

【内　容】

便の潜血検査

※受診当日に容器を配布

【自己負担金】

　　　　　600 円

前立腺がん検診
【対　象】50 歳以上

　　　　の男性

【内　容】血液検査

【自己負担金】

　　　　　700 円

　ご自身のため、ご家族のためにも、年に１回はがん検診を受け

ましょう。次の４種類のがん検診を同日で実施します。

（１種類から受診可能です）

　検診申込調査などにより申し込んだ人へ、８月に受診票を郵送

しています。新たに希望する人はご連絡ください。　市民税非課

税世帯・生活保護世帯の人、後期高齢者医療制度被保険者の自己

負担金は無料です。

がんセット検診を実施します

保健センター（エイブル１階）

緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

受　　付　８時 30 分～ 10時 30 分（　　以外）

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

潤都合が悪い場合は、都合のよい日に受診できます。（連絡不要）

潤日程表の　　、　　の日を希望する人は、保健センターまで

　予約してください。

　結核は昔の病気ではありません。日常生活をともにする人にうつりやすい病気です。特に80歳以

上の人の発症が増えています。『感染症法』の結核予防対策に基づき、６５歳以上の人を対象として

次の日程で結核健康診断を実施します。※対象者にはハガキを送付しています

６５歳以上の人は結核健康診断（胸部レントゲン）を受けましょう

　保健センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは

月　日

９月 18 日
（火）

09：30～10：30
保健センター

馬渡・末光

10：30～11：30 重ノ木・行成

13：30～13：50 上古枝公民館 上古枝

14：10～14：40 鮒越公民館 鮒越・七開

15：00～15：45 古枝公民館 下古枝・久保山

９月 21 日
（金）

9：30～10：00 母ケ浦公民館 母ケ浦・西葉

10：30～11：15 小宮道公民館

13：30～14：15 飯田公民館 飯田・江福

14：30～15：15 七浦公民館

大宮田尾・小宮道
東塩屋・西塩屋

龍宿浦・嘉瀬浦
音成・矢答

９月 25 日
（火）

09：30～10：30
保健センター

犬王袋・世間

10：30～11：30 横田・城内

13：30～14：45 納富分公民館 納富分

15：15～16：15 小舟津公民館 小舟津

９月 28 日
（金）

9：00～ 9：30 伏原公民館 伏原・下浅浦

9：45～10：15 中浅浦公民館

10：45～11：10 山浦公民館

11：30～11：45 川内公民館

山浦・山浦開拓
白鳥尾・番在開拓

13：30～14：30 北鹿島公民館

14：50～15：40 井手公民館 井手

16：00～16：20 三部公民館

上浅浦・中浅浦

川内

常広・古城

新籠・三部

10 月１日
（月）

09：30～10：30
保健センター

執行分・井手分

10：30～11：30

14：00～14：30 中尾公民館

15：00～15：30 大村方公民館 大村方

大手・東町
中牟田

中尾・竹ノ木庭
奥山・平仁田開拓

10 月２日
（火）

9：15～11：30 高津原

14：00～14：45

14：45～15：30 大殿分・若殿分

高津原公民館
かんらん

南川・筒口
のごみふれあい

楽習館

10 月４日
（木）

09：30～ 9：50 中川内集会所

10：10～10：20 西三河内

10：40～11：50 西牟田公民館 西牟田・新町

13：30～14：00
北鹿島公民館

中川内・広平
大野・早ノ瀬

西三河内公民館

本町・中村
組方

14：00～14：30 乙丸・土井丸

15：00～15：20 森公民館 森

10 月５日
（金）

9：30～ 9：40 中木庭公民館 中木庭

9：50～10：10 本城集会所

10：25～10：35 貝瀬公民館

11：00～11：20 大木庭公民館

11：30～11：40 東三河内公民館

13：30～14：00
浜公民館

14：00～14：30

本城・土穴

大木庭

東三河内

南舟津・野畠

貝瀬

新方・湯ノ峰
庄金

14：50～15：20 北舟津公民館

15：40～16：10 中町公民館

北舟津

中町・八宿
浜新町

10 月９日
（火）

09：30～11：00 保健センター 未受診者

受付時間 実施場所 対象区 月　日 受付時間 実施場所 対象区

胸肺がん検診を受診する人は、受診できません。

胸都合が悪い場合は、都合のよい場所で受診できます。

胸当日、ハガキを持参してください。

胸撮影時、薄手のシャツや肌着は着用できます。

胸料金は無料です。
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お知らせ

　年末年始における一時的な占用申

請を希望される人は、説明会を開催

しますのでご参加ください。

と　　き　９月 26 日（水）

　　　　　13時 30 分～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　市民会館３階大会議室

詳しくは　都市建設課土木管理係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

　下水道認可区域以外で浄化槽を設

置する人は、補助の対象になります。

補助を希望する人は、着工前に申請

してください。

　ただし、浄化槽設置者講習会を受

講しているなど必要条件があります。

対象浄化槽・予定補助金

　５人槽　332,000 円（130 ㎡未満住宅）

　７人槽　414,000 円（130 ㎡以上住宅）

　10 人槽　548,000 円（二世帯住宅）

申請期限　補助予定数終了まで（先着順）

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

　９月から１１月にノー残業や年次

有給休暇の取得促進など、労働時間

短縮に取り組むキャンペーンに参加

する事業所を募集します。

締　　切　11 月 30 日（金）

申込・問合せ先　

　佐賀県産業人材課

　ワーク・ライフ・バランス担当

　緯０９５２（２５）７１００

平成３０年７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

怯その他・・・９月３０日は『交通事故死ゼロを目指す日』です。ひとり

ひとりが交通ルールを守り、交通マナーに注意して行動することにより、

交通事故を無くしましょう。

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

3,395 件（－467）
186 件（－006）
96 件（－004）

4,473 人（－632）
247 人（＋009）
126 人（＋001）

17 人（－02）
0人（－02）
0人（－00）

12,086 件（＋842）
655 件（＋048）
337 件（＋016）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

祐徳門前水路の一時的な
占用申請事務説明会

　　　

　世帯主名や会社名などの変更が

あって、水道使用者の名義が変わる

とき（引き続き水道をお使いになる

場合も）は、水道課窓口での手続き

が必要です。

詳しくは　水道課管理係

　　　　　緯０９５４（６２）３７１８

　勤労者の皆さん、会議や勉強会に

勤労者福祉センターを利用しません

か。大駐車場、全室冷暖房完備です。

所　在　地　大字高津原3354番地（高津原）

設　　備　中会議室（約 45 人）

　　　　　小会議室（約 30 人）

　　　　　和室（12 畳）

利用料金　市内勤労者は全額免除

※市外の人の料金はお問い合わせください

詳しくは　勤労者福祉センター

　　　　　緯０９５４（６３）７４７６

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、いろい

ろな作業についてご相談ください。

恭家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉
のチップ（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。土づくりに最適で

す。どうぞご利用ください。

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　９月 20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　９月 20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

　ヨシの堆肥化事業でできた『むつ

ごろう堆肥』を無料で配布します。

と　　き　９月１日（土）・２日（日）

　軽トラック積み込み　

　　９時～12時、14時30分～17時

　※ミニバックホウで積み込みます

　袋詰め（各自でお願いします）

　　９時～17時

　※袋を用意しています。スコップ

　　を持参してください

と　こ　ろ　新籠堆肥製造場所

　　　　　（今籠排水機場横）

詳しくは　ラムサール条約推進室

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

講習会・教室

　不妊で悩んでいる人や家族を対象

に研修会を開催します。不妊治療専

門の医師や臨床心理士の講話、体験

者の話を聞いてみませんか。

と　　き　10 月 13 日（土）

　　　　　14 時～ 16時

と　こ　ろ　アバンセ（佐賀市）

参　加　費　無料

申込・問合せ先（要申込）

　佐賀中部保健福祉事務所

　母子保健福祉担当（不妊専門相談センター）

　緯０９５２（３０）２１８３

　加工食品などの『食品表示』の変

更点や今後の対応について分かりや

すく解説します。加工食品業者はも

ちろん、興味のある人は、ぜひご参

加ください。

と　　き　９月 27 日（木）14 時～ 16 時

と　こ　ろ　海道しるべ

対　　象　市内加工食品業者

定　　員　先着 30 人

内　　容　食品表示の改正について

参　加　費　無料

詳しくは　鹿島市産業活性化施設

　　　　　活用促進協議会事務局

　　　　　（産業支援課内）

　　　　　緯０９５４（６３）３４１１

と　　き　９月11日（火）・26日（水）

　　　　　13 時 30 分～

噛11日『女性の人権を守ろう』

噛26日『高齢者の人権を守ろう』

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

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４期の口座振替日は

９月２８日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

平成３０年７月分の市長交際費を公表します

その他 ７月４日 3,800円 ドリンク 40 本（消防団古枝分団　佐賀県消防操法大会訓練激励用）
3,800円（平成 30 年度累計　85,720 円）合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

Let’s “ゆとり ” ！
キャンペーン

市議会９月定例会会期日程（案）
～傍聴にきてみませんか～

開　　議　10 時～

詳しくは　議会事務局　緯０９５４（６３）２１０４

10 日（月）　

11 日（火）～

13 日（木）～

15 日（土）～

19 日（水）　

20 日（木）　

21 日（金）　

22 日（土）～

25 日（火）　

26 日（水）　

27 日（木）～

29 日（土）～

10 月１日（月）

10 月３日（水）

10 月４日（木）

10 月５日（金）

10 月６日（土）

10月10日（水）

12日（水）

14日（金）

18日（火）

24日（振休）

28日（金）

30日（日）

～２日（火）

～９日（火）

開会、会期の決定、議案の一括上程（提案理由説明）

休会

議案審議

休会

常任委員会

休会

決算審査特別委員会（開会・現地調査）

休会

決算審査特別委員会

休会

決算審査特別委員会

休会

一般質問

休会

一般質問

調整日（一般質問）

休会

委員会報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

※一般質問などの内容は鹿島市ＨＰ

　の『鹿島市議会』に掲載します

※ケーブルテレビでは 11 チャンネ

　ルで議会中継を放送します

水道に関する手続きは
お忘れなく

　自治会や事業者が、市内のバス停留所や待合室のベンチなどを整備する

場合、その費用の一部を補助します。

対象経費　直接要した費用　※土地の取得または賃借は除く

補　助　率　対象経費の１／２以内（利用が多いバス停留所などの場合は２／３以内）

補　助　額　予算の範囲内（上限 50 万円／１カ所）

詳しくは　鹿島市地域公共交通活性化協議会（企画財政課）
　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

バス停留所や待合室のベンチなどの費用を補助します

勤労者福祉センターを
利用しませんか

畑の準備や作業、お受けします
シルバー人材センター

開園期間　９月９日（日）まで

※天候や育成状況により変わります

開園時間　８時 30分～ 16時 30 分

料　　金　入園無料　※試食もできます

収穫したぶどう（体験料含む）

　巨峰・ピオーネ　　　100 円～／ 100ｇ

　シャインマスカット　160 円～／ 100ｇ

利用方法（予約制）

　希望の日時などを伺い、市内の

農園と調整後、再度連絡します。

予約・問合せ先（受付時間　９時～ 16 時）
　多良岳オレンジ海道を活かす会事務局
　（ＪＡさがみどり地区園芸指導課）緯０９５４（６２）２１４５

鹿島でぶどう収穫体験が楽しめます！

むつごろう堆肥を
無料で配布します

ママとパパになりたい人の
セミナー

食品表示セミナー
を開催します

人権学習会を開催します

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

　年末年始における一時的な占用申

請を希望される人は、説明会を開催

しますのでご参加ください。

と　　き　９月 26 日（水）

　　　　　13時 30 分～ 14 時 30 分

と　こ　ろ　市民会館３階大会議室

詳しくは　都市建設課土木管理係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

　下水道認可区域以外で浄化槽を設

置する人は、補助の対象になります。

補助を希望する人は、着工前に申請

してください。

　ただし、浄化槽設置者講習会を受

講しているなど必要条件があります。

対象浄化槽・予定補助金

　５人槽　332,000 円（130 ㎡未満住宅）

　７人槽　414,000 円（130 ㎡以上住宅）

　10 人槽　548,000 円（二世帯住宅）

申請期限　補助予定数終了まで（先着順）

詳しくは　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

　９月から１１月にノー残業や年次

有給休暇の取得促進など、労働時間

短縮に取り組むキャンペーンに参加

する事業所を募集します。

締　　切　11 月 30 日（金）

申込・問合せ先　

　佐賀県産業人材課

　ワーク・ライフ・バランス担当

　緯０９５２（２５）７１００

平成３０年７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

怯その他・・・９月３０日は『交通事故死ゼロを目指す日』です。ひとり

ひとりが交通ルールを守り、交通マナーに注意して行動することにより、

交通事故を無くしましょう。

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

3,395 件（－467）
186 件（－006）
96 件（－004）

4,473 人（－632）
247 人（＋009）
126 人（＋001）

17 人（－02）
0人（－02）
0人（－00）

12,086 件（＋842）
655 件（＋048）
337 件（＋016）

人身事故数 死者数 傷者数 物損事故数

祐徳門前水路の一時的な
占用申請事務説明会

　　　

　世帯主名や会社名などの変更が

あって、水道使用者の名義が変わる

とき（引き続き水道をお使いになる

場合も）は、水道課窓口での手続き

が必要です。

詳しくは　水道課管理係

　　　　　緯０９５４（６２）３７１８

　勤労者の皆さん、会議や勉強会に

勤労者福祉センターを利用しません

か。大駐車場、全室冷暖房完備です。

所　在　地　大字高津原3354番地（高津原）

設　　備　中会議室（約 45 人）

　　　　　小会議室（約 30 人）

　　　　　和室（12 畳）

利用料金　市内勤労者は全額免除

※市外の人の料金はお問い合わせください

詳しくは　勤労者福祉センター

　　　　　緯０９５４（６３）７４７６

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、いろい

ろな作業についてご相談ください。

恭家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉
のチップ（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。土づくりに最適で

す。どうぞご利用ください。

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　９月 20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　９月 20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

　ヨシの堆肥化事業でできた『むつ

ごろう堆肥』を無料で配布します。

と　　き　９月１日（土）・２日（日）

　軽トラック積み込み　

　　９時～12時、14時30分～17時

　※ミニバックホウで積み込みます

　袋詰め（各自でお願いします）

　　９時～17時

　※袋を用意しています。スコップ

　　を持参してください

と　こ　ろ　新籠堆肥製造場所

　　　　　（今籠排水機場横）

詳しくは　ラムサール条約推進室

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

講習会・教室

　不妊で悩んでいる人や家族を対象

に研修会を開催します。不妊治療専

門の医師や臨床心理士の講話、体験

者の話を聞いてみませんか。

と　　き　10 月 13 日（土）

　　　　　14 時～ 16時

と　こ　ろ　アバンセ（佐賀市）

参　加　費　無料

申込・問合せ先（要申込）

　佐賀中部保健福祉事務所

　母子保健福祉担当（不妊専門相談センター）

　緯０９５２（３０）２１８３

　加工食品などの『食品表示』の変

更点や今後の対応について分かりや

すく解説します。加工食品業者はも

ちろん、興味のある人は、ぜひご参

加ください。

と　　き　９月 27 日（木）14 時～ 16 時

と　こ　ろ　海道しるべ

対　　象　市内加工食品業者

定　　員　先着 30 人

内　　容　食品表示の改正について

参　加　費　無料

詳しくは　鹿島市産業活性化施設

　　　　　活用促進協議会事務局

　　　　　（産業支援課内）

　　　　　緯０９５４（６３）３４１１

と　　き　９月11日（火）・26日（水）

　　　　　13 時 30 分～

噛11日『女性の人権を守ろう』

噛26日『高齢者の人権を守ろう』

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

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４期の口座振替日は

９月２８日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

家庭用浄化槽補助金
申請のお知らせ

詳しくは　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

平成３０年７月分の市長交際費を公表します

その他 ７月４日 3,800円 ドリンク 40 本（消防団古枝分団　佐賀県消防操法大会訓練激励用）
3,800円（平成 30 年度累計　85,720 円）合　計

区　分 支出日 支出金額 支出の相手方、行事名

Let’s “ゆとり ” ！
キャンペーン

市議会９月定例会会期日程（案）
～傍聴にきてみませんか～

開　　議　10 時～

詳しくは　議会事務局　緯０９５４（６３）２１０４

10 日（月）　

11 日（火）～

13 日（木）～

15 日（土）～

19 日（水）　

20 日（木）　

21 日（金）　

22 日（土）～

25 日（火）　

26 日（水）　

27 日（木）～

29 日（土）～

10 月１日（月）

10 月３日（水）

10 月４日（木）

10 月５日（金）

10 月６日（土）

10月10日（水）

12日（水）

14日（金）

18日（火）

24日（振休）

28日（金）

30日（日）

～２日（火）

～９日（火）

開会、会期の決定、議案の一括上程（提案理由説明）

休会

議案審議

休会

常任委員会

休会

決算審査特別委員会（開会・現地調査）

休会

決算審査特別委員会

休会

決算審査特別委員会

休会

一般質問

休会

一般質問

調整日（一般質問）

休会

委員会報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

※一般質問などの内容は鹿島市ＨＰ

　の『鹿島市議会』に掲載します

※ケーブルテレビでは 11 チャンネ

　ルで議会中継を放送します

水道に関する手続きは
お忘れなく

　自治会や事業者が、市内のバス停留所や待合室のベンチなどを整備する

場合、その費用の一部を補助します。

対象経費　直接要した費用　※土地の取得または賃借は除く

補　助　率　対象経費の１／２以内（利用が多いバス停留所などの場合は２／３以内）

補　助　額　予算の範囲内（上限 50 万円／１カ所）

詳しくは　鹿島市地域公共交通活性化協議会（企画財政課）
　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

バス停留所や待合室のベンチなどの費用を補助します

勤労者福祉センターを
利用しませんか

畑の準備や作業、お受けします
シルバー人材センター

開園期間　９月９日（日）まで

※天候や育成状況により変わります

開園時間　８時 30分～ 16時 30 分

料　　金　入園無料　※試食もできます

収穫したぶどう（体験料含む）

　巨峰・ピオーネ　　　100 円～／ 100ｇ

　シャインマスカット　160 円～／ 100ｇ

利用方法（予約制）

　希望の日時などを伺い、市内の

農園と調整後、再度連絡します。

予約・問合せ先（受付時間　９時～ 16 時）
　多良岳オレンジ海道を活かす会事務局
　（ＪＡさがみどり地区園芸指導課）緯０９５４（６２）２１４５

鹿島でぶどう収穫体験が楽しめます！

むつごろう堆肥を
無料で配布します

ママとパパになりたい人の
セミナー

食品表示セミナー
を開催します

人権学習会を開催します

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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　お酒やギャンブル、薬物などの依

存症は、専門医療機関や自助グルー

プなどさまざまな助けを借りること

で回復できる脳の病気です。依存症

でお悩みの本人や家族、支援者など

の参加をお待ちしています。

と　　き　９月 30 日（日）12 時 30 分～ 16 時 30 分

と　こ　ろ　西九州大学神埼キャンパス３号館

焔講演　依存症は回復可能な病気である

　講師　武藤岳夫さん

　（肥前精神医療センター精神科医長、依存症治療センター長）

焔お酒、ギャンブル、薬物依存症の本人・

　家族の体験談

焔自助グループミーティング

参　加　費　無料（申込不要）

詳しくは　佐賀県精神保健福祉センター

　　　　　緯０９５２（７３）５０６０

　好きな文字や言葉を書いてみませ

んか。当日受付もできます。お気軽

に参加してください。

と　　き　10 月 21 日（日）

　　　　　９時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい多目的室

講　　師　松尾洋一さん

内　　容　漢字行草作品、

　　　　　かな、調和体など

持　参　品　書道道具一式、半紙、

　　　　　半切、新聞紙など

　　　　　※資料、手本は準備します

受　講　料　2,000 円（昼食代含む）

申込・問合せ先　

　鹿島書の会庶務係　松尾

　緯０９０（２０９６）８１４８

　鹿島の歴史を活かしたまちづくり

について考える講座を開催します。

　資料準備のため、参加を希望する

人は事前にご連絡ください。

と　　き　９月 19 日（水）

　　　　　19 時～ 20 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

講　　師　大森洋子さん（久留米工業大学教授）

申込期限　９月 14 日（金）

詳しくは　都市建設課都市計画係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

　介護職未経験者や介護に興味があ

る人を対象に研修から就労マッチン

グまでサポートします。介護の“い

ろは”を学びませんか。

と　　き　（全５日間＋就労マッチング）

焔 11 月 14 日（水）　焔 12 月６日（木）

焔 12 月 20 日（木）　焔１月 17 日（木）

焔２月８日（金）＋就労相談

と　こ　ろ　武雄市文化会館

定　　員　30 人程度

参　加　費　無料

申込期限　10 月 31 日（水）

詳しくは　佐賀県社会福祉士会

　　　　　緯０９５２（３６）５８３３

相　談

　武雄調停協会では、弁護士や調停

委員による無料相談会を行います。

と　　き　９月 22 日（土）10 時～ 15 時

と　こ　ろ　武雄市文化会館

相談内容　相続、遺産分割、借金問題、

　　　　　離婚、養育費、土地建物など

詳しくは　武雄調停協会

　　　　　緯０９５４（２２）２１５９

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　９月 16 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

　司法書士、社会福祉士による無料

相談会を行います。

と　　き　９月 29 日（土）10 時～ 15 時

と　こ　ろ　アバンセ（佐賀市）

相談内容　成年後見、相続、遺言など

詳しくは　成年後見センター・

　　　　　リーガルサポート佐賀支部

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

　神経難病と診断された人や転びや

すくなった、声が出にくいなどでお

悩みの人の医療に関する相談を無料

で受けています。

と　　き　９月 27 日（木）

　　　　　15 時～ 16 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

相　談　医　小杉雅史　神経内科医

　　　　　（嬉野医療センター）

申込期限　９月 20 日（木）

申込・問合せ先

　杵藤保健福祉事務所難病担当

　緯０９５４（２２）２１０５

　耳鼻科、整形外科の指定医師が身

体障害者手帳や補装具、医療に関す

る相談を受け付けます。

と　　き　10 月 19 日（金）

　　　　　13 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

申込期限　10 月 12 日（金）17 時まで

　　　　　※事前に予約が必要です

詳しくは　福祉課障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

　借り入れやローン返済の債務整理

など、相談員が面談に応じます。

と　　き　10 月 17 日（水）

　　　　　13 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　佐賀財務事務所（佐賀市）

申込期限　10 月 16 日（火）12 時まで

申込・問合せ先（月～金９時～ 17 時）

　福岡財務支局多重債務相談窓口

　緯０９２（４１１）７２９１

狂消費生活相談　市民会館１階サロン

　毎週月・金曜日（14 日・祝日を除く）

　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

　４日・18 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

　６日（木）10 時～ 15 時

狂無料法律相談（市民優先）

　13 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

　27 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

　13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

狂土地・建物に関する無料相談所

市民会館１階サロン

　25 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

狂鍼灸マッサージ無料健康相談

保健センター（エイブル１階）

　２日（日）10 時～ 14 時 30 分

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

　19 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

　25 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

　20 日（木）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

募　集

職務内容　土地改良事業に関する

　　　　　維持管理業務全般、事務

募集人員　１人

応募資格　市内在住者

　　　　　18 歳～ 40 歳程度の人

　　　　　普通自動車免許所有者

応募期間　９月３日（月）～ 28 日（金）

選考方法　書類審査、面接

詳しくは　鹿島市土地改良区

　　　　　緯０９５４（６３）２８５３

対　象　者　求職者

訓練期間　11 月６日（火）～７カ月

　　　　　（ものづくりベーシック科は４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　10 月３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

　出願手続きなどの詳細はお問い合

わせください。

入試区分　①一般入試　②社会人入試

　　　　　③施設推薦入試

募集人員　①～③合わせて 40 人

受験資格

　①中学校卒業（見込み）以上の者

　②高等学校を平成 29 年３月以前

　　に卒業の者

　③医療・福祉施設に継続勤務１年

　　以上で施設長の推薦がある高校

　　卒業（見込み）の者

出願期間　９月18日（火）～10月４日（木）

入　試　日　10 月７日（日）

合格発表　10 月 10 日（水）

試験科目　

①　国語、数学、集団面接・討議

②③作文、集団面接・討議

請求・問合せ先　

　〒８４９－１３１１

　鹿島市大字高津原８１３

　鹿島看護学校

　緯０９５４（６３）３９６９

イベント

と　　き　10 月 14 日（日）

と　こ　ろ　武雄嬉野カントリークラブ

参加資格　市民、市内に勤務する人

定　　員　先着 160 人

申込締切　９月 14 日（金）

参　加　費　3,000 円

そ　の　他　同伴者の指定可能

　　　　　４人１組の応募可能

申込・問合せ先　同大会事務局

　（佐賀西信用組合本店内）松本・小野

　緯０９５４（６３）２４１１

　地域福祉活動推進を目的に、バ

ザーを開催します。

と　　き　９月 22 日（土）14 時～ 16 時

と　こ　ろ　林業体育館（古枝）

詳しくは　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

　児童・生徒が日ごろの学習成果を

発表します。ぜひ、お越しください。

と　　き　10 月６日（土）９時 30 分～

と　こ　ろ　うれしの特別支援学校

　　　　　（嬉野市塩田町）

内　　容　午前：ステージ発表

　　　　　午後：作業製品販売など

詳しくは　うれしの特別支援学校

　　　　　緯０９５４（６６）４９１１

狂市内小学校第２学期始業式

　３日（月）

狂西部中学校体育大会

　９日（日）

狂かしま伝承芸能フェスティバル

　９日（日）13 時～祐徳稲荷神社

狂七浦秋祭り（戸口、鎮守、天子、宮崎神社）

　９日（日）午前中

狂救世神社秋祭り

　23 日（祝）８時 30 分頃　救世神社ほか

狂市内小学校運動会

　23 日（祝）古枝・北鹿島・七浦

　30 日（日）鹿島・能古見・浜・明倫

その他の相談

水道の開始・中止には事前に

　水道課窓口での手続きが必要です

問合先　水道課　緯（６２）３７１８

依存症フォーラム
に参加しませんか

鹿島書の会　秋の練成会

鹿島市歴史まちづくり講座
を開催します

介護に関する入門的研修
平成30年 11月期
職業訓練受講生募集

募集訓練科 定員

ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科

板 金・溶 接 施 行 科

１５

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科

も の づ く り ベ ー シ ッ ク 科

１５

(３科で)

鹿島市土地改良区
職員募集

顎携帯電話から

　パソコンから樫

鹿島看護学校 検索

鹿島看護学校
平成31年度生徒募集

難病医療相談

身体障害者更生相談所
巡回相談

無料調停相談会

弁護士による
無料法律相談会

成年後見の無料相談会
～高齢者と障がい者の相談会～

多重債務無料出張相談会

市民チャリティーゴルフ大会
参加者募集

社協バザー ・障がい者
通所施設商品販売会

とうせん祭

その他のイベント

情報掲示板 愚 講習会・教室・相談 情報掲示板 愚 相談・募集・イベント
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　お酒やギャンブル、薬物などの依

存症は、専門医療機関や自助グルー

プなどさまざまな助けを借りること

で回復できる脳の病気です。依存症

でお悩みの本人や家族、支援者など

の参加をお待ちしています。

と　　き　９月 30 日（日）12 時 30 分～ 16 時 30 分

と　こ　ろ　西九州大学神埼キャンパス３号館

焔講演　依存症は回復可能な病気である

　講師　武藤岳夫さん

　（肥前精神医療センター精神科医長、依存症治療センター長）

焔お酒、ギャンブル、薬物依存症の本人・

　家族の体験談

焔自助グループミーティング

参　加　費　無料（申込不要）

詳しくは　佐賀県精神保健福祉センター

　　　　　緯０９５２（７３）５０６０

　好きな文字や言葉を書いてみませ

んか。当日受付もできます。お気軽

に参加してください。

と　　き　10 月 21 日（日）

　　　　　９時 30 分～ 16 時

と　こ　ろ　市民交流プラザかたらい多目的室

講　　師　松尾洋一さん

内　　容　漢字行草作品、

　　　　　かな、調和体など

持　参　品　書道道具一式、半紙、

　　　　　半切、新聞紙など

　　　　　※資料、手本は準備します

受　講　料　2,000 円（昼食代含む）

申込・問合せ先　

　鹿島書の会庶務係　松尾

　緯０９０（２０９６）８１４８

　鹿島の歴史を活かしたまちづくり

について考える講座を開催します。

　資料準備のため、参加を希望する

人は事前にご連絡ください。

と　　き　９月 19 日（水）

　　　　　19 時～ 20 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

講　　師　大森洋子さん（久留米工業大学教授）

申込期限　９月 14 日（金）

詳しくは　都市建設課都市計画係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

　介護職未経験者や介護に興味があ

る人を対象に研修から就労マッチン

グまでサポートします。介護の“い

ろは”を学びませんか。

と　　き　（全５日間＋就労マッチング）

焔 11 月 14 日（水）　焔 12 月６日（木）

焔 12 月 20 日（木）　焔１月 17 日（木）

焔２月８日（金）＋就労相談

と　こ　ろ　武雄市文化会館

定　　員　30 人程度

参　加　費　無料

申込期限　10 月 31 日（水）

詳しくは　佐賀県社会福祉士会

　　　　　緯０９５２（３６）５８３３

相　談

　武雄調停協会では、弁護士や調停

委員による無料相談会を行います。

と　　き　９月 22 日（土）10 時～ 15 時

と　こ　ろ　武雄市文化会館

相談内容　相続、遺産分割、借金問題、

　　　　　離婚、養育費、土地建物など

詳しくは　武雄調停協会

　　　　　緯０９５４（２２）２１５９

　事前に申し込みが必要です。

と　　き　９月 16 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

　司法書士、社会福祉士による無料

相談会を行います。

と　　き　９月 29 日（土）10 時～ 15 時

と　こ　ろ　アバンセ（佐賀市）

相談内容　成年後見、相続、遺言など

詳しくは　成年後見センター・

　　　　　リーガルサポート佐賀支部

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

　神経難病と診断された人や転びや

すくなった、声が出にくいなどでお

悩みの人の医療に関する相談を無料

で受けています。

と　　き　９月 27 日（木）

　　　　　15 時～ 16 時 30 分

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

相　談　医　小杉雅史　神経内科医

　　　　　（嬉野医療センター）

申込期限　９月 20 日（木）

申込・問合せ先

　杵藤保健福祉事務所難病担当

　緯０９５４（２２）２１０５

　耳鼻科、整形外科の指定医師が身

体障害者手帳や補装具、医療に関す

る相談を受け付けます。

と　　き　10 月 19 日（金）

　　　　　13 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

申込期限　10 月 12 日（金）17 時まで

　　　　　※事前に予約が必要です

詳しくは　福祉課障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

　借り入れやローン返済の債務整理

など、相談員が面談に応じます。

と　　き　10 月 17 日（水）

　　　　　13 時～ 15 時 30 分

と　こ　ろ　佐賀財務事務所（佐賀市）

申込期限　10 月 16 日（火）12 時まで

申込・問合せ先（月～金９時～ 17 時）

　福岡財務支局多重債務相談窓口

　緯０９２（４１１）７２９１

狂消費生活相談　市民会館１階サロン

　毎週月・金曜日（14 日・祝日を除く）

　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

　４日・18 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

　６日（木）10 時～ 15 時

狂無料法律相談（市民優先）

　13 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

　27 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

　13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

狂土地・建物に関する無料相談所

市民会館１階サロン

　25 日（火）13 時 30 分～ 16 時 30 分

狂鍼灸マッサージ無料健康相談

保健センター（エイブル１階）

　２日（日）10 時～ 14 時 30 分

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

　19 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

　25 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

　20 日（木）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

募　集

職務内容　土地改良事業に関する

　　　　　維持管理業務全般、事務

募集人員　１人

応募資格　市内在住者

　　　　　18 歳～ 40 歳程度の人

　　　　　普通自動車免許所有者

応募期間　９月３日（月）～ 28 日（金）

選考方法　書類審査、面接

詳しくは　鹿島市土地改良区

　　　　　緯０９５４（６３）２８５３

対　象　者　求職者

訓練期間　11 月６日（火）～７カ月

　　　　　（ものづくりベーシック科は４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　10 月３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

　出願手続きなどの詳細はお問い合

わせください。

入試区分　①一般入試　②社会人入試

　　　　　③施設推薦入試

募集人員　①～③合わせて 40 人

受験資格

　①中学校卒業（見込み）以上の者

　②高等学校を平成 29 年３月以前

　　に卒業の者

　③医療・福祉施設に継続勤務１年

　　以上で施設長の推薦がある高校

　　卒業（見込み）の者

出願期間　９月18日（火）～10月４日（木）

入　試　日　10 月７日（日）

合格発表　10 月 10 日（水）

試験科目　

①　国語、数学、集団面接・討議

②③作文、集団面接・討議

請求・問合せ先　

　〒８４９－１３１１

　鹿島市大字高津原８１３

　鹿島看護学校

　緯０９５４（６３）３９６９

イベント

と　　き　10 月 14 日（日）

と　こ　ろ　武雄嬉野カントリークラブ

参加資格　市民、市内に勤務する人

定　　員　先着 160 人

申込締切　９月 14 日（金）

参　加　費　3,000 円

そ　の　他　同伴者の指定可能

　　　　　４人１組の応募可能

申込・問合せ先　同大会事務局

　（佐賀西信用組合本店内）松本・小野

　緯０９５４（６３）２４１１

　地域福祉活動推進を目的に、バ

ザーを開催します。

と　　き　９月 22 日（土）14 時～ 16 時

と　こ　ろ　林業体育館（古枝）

詳しくは　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

　児童・生徒が日ごろの学習成果を

発表します。ぜひ、お越しください。

と　　き　10 月６日（土）９時 30 分～

と　こ　ろ　うれしの特別支援学校

　　　　　（嬉野市塩田町）

内　　容　午前：ステージ発表

　　　　　午後：作業製品販売など

詳しくは　うれしの特別支援学校

　　　　　緯０９５４（６６）４９１１

狂市内小学校第２学期始業式

　３日（月）

狂西部中学校体育大会

　９日（日）

狂かしま伝承芸能フェスティバル

　９日（日）13 時～祐徳稲荷神社

狂七浦秋祭り（戸口、鎮守、天子、宮崎神社）

　９日（日）午前中

狂救世神社秋祭り

　23 日（祝）８時 30 分頃　救世神社ほか

狂市内小学校運動会

　23 日（祝）古枝・北鹿島・七浦

　30 日（日）鹿島・能古見・浜・明倫

その他の相談

水道の開始・中止には事前に

　水道課窓口での手続きが必要です

問合先　水道課　緯（６２）３７１８

依存症フォーラム
に参加しませんか

鹿島書の会　秋の練成会

鹿島市歴史まちづくり講座
を開催します

介護に関する入門的研修
平成30年 11月期
職業訓練受講生募集

募集訓練科 定員

ＣＡＤ/ＮＣオペレーション科

板 金・溶 接 施 行 科

１５

住 環 境 Ｃ Ａ Ｄ 科

も の づ く り ベ ー シ ッ ク 科

１５

(３科で)

鹿島市土地改良区
職員募集

顎携帯電話から

　パソコンから樫

鹿島看護学校 検索

鹿島看護学校
平成31年度生徒募集

難病医療相談

身体障害者更生相談所
巡回相談

無料調停相談会

弁護士による
無料法律相談会

成年後見の無料相談会
～高齢者と障がい者の相談会～

多重債務無料出張相談会

市民チャリティーゴルフ大会
参加者募集

社協バザー ・障がい者
通所施設商品販売会

とうせん祭

その他のイベント

情報掲示板 愚 講習会・教室・相談 情報掲示板 愚 相談・募集・イベント
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　県内で最も多くの民俗芸能が今でも継承されている鹿島

市ならではのイベント『かしま伝承芸能フェスティバル』

が今年も開催されます。鹿島市内に伝わる民俗芸能の各団

体をはじめ、今年は、長崎龍踊り（長崎県）に出演してい

ただきます。

　祐徳稲荷神社の荘厳な境内をメイン会場、門前商店街を

道行き会場として行われ、それぞれの会場で各地域の伝承

芸能が堪能できます。ご家族、ご友人と一緒に伝承芸能

フェスティバルにぜひお越しください。

　また当日は、フォトコンテストも開催されますのでお気

に入りの一枚を写して、ぜひ応募してください。

と　　き　９月９日（日）

　　　　　13 時～ 17時

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社

　　　　　および祐徳門前商店街

　　　　　　※雨天時祐徳稲荷神社参集殿

　鹿島市観光協会　緯０９５４（６２）３９４２

　市商工観光課　　緯０９５４（６３）３４１２

詳しくは

じゃおど

か
し
ま

　伝
承
芸
能

　
　フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

フォトコンテスト

も開催！フォトコンテスト

も開催！

　毎年恒例の『鹿島おどり』が８月３日・４日に

開催されました。今年も市内外から多くのおどり

隊と観客が集まり『やっさ！やっさ！』の掛け声

とともに、鹿島のまちを熱く盛り上げました。

第５５回　鹿島おどり
写真


