
～主な内容～
市公用車を売却します・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２
佐賀県滞納整理推進機構が設立されましたほか・・３
日日雇用職員を募集します　ほか・・・・・・・・・・・・・・・４
国民健康保険等の保険証が更新されます　ほか・・・５
新型インフルエンザ対策　ほか・・・・・・・・・・・・・・・・・６
国民年金の保険料の免除制度があります　ほか・・・７
命をつなごう　災害とのつきあい　ＩＮ　七浦・・・・・８
第２５回記念　鹿島ガタリンピック・・・・・・・・・・・・・・・９
鹿島・藤津地区衛生施設組合からのお知らせほか・１０
みんなの安心介護保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
メタボ予防教室参加者募集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
スポーツライフ・鹿島　クラブ会員募集　ほか・・・・・１３
学校だより　ほか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４
こんなとき、このひとこと　ほか・・・・・・・・・・・・・・・・１５
トピックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６～１７
情報掲示板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８～２４
健康ひろば・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５
くらしの情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２６

写真
避難訓練に参加した地区住民

平成２１年５月３１日現在

市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい市の市の木木

　風水害に備えて
　潤日頃から鹿島市安心マップや市のホームページ等で　　

　　避難場所を確認しておきましょう

　潤土砂災害警戒情報等に注意してください　　P.１９参照

　潤市では災害時要援護者の調査を実施します　P.２０参照

筋

芹

緊

菌

錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦

禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁

欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣

欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽

対　前　月　比世   帯   数人       口
鹿　島　市

＋　　１　世帯－　１６　人１０,５４２　世帯３１,７７１人

＋　　４　世帯＋　　２　人　５,１２２　世帯１４,２３４　人鹿　　島

－　　３　世帯－　　５　人　１,１７３　世帯  ３,９４４人能　古　見

－　　１　世帯－　　２　人　　　９９１　世帯  ３,２５５　人古　　枝

±　　０　世帯－　　２　人　１,０５８　世帯  ３,２８３　人浜

±　　０　世帯－　　５　人　１,２１２　世帯  ３,７３３　人北　鹿　島

＋　　１　世帯－　　４　人　　　９８６　世帯  ３,３２２　人七　　浦

－　１３　人１４,９０６　人男

－　　３　人１６,８６５　人女

No.9８No.9８７７

　5月31日、杵藤地区内で佐賀県総合防災訓練が実施

され、会場となった七浦海浜スポーツ公園体育館周辺

では、地震を想定しての避難訓練や炊き出しなど、七

浦地区防災ネット（地区全世帯が参加する自主防災組

織）や防災関係者ら約３００人が参加しました。

　詳しくは、P.８をご覧ください。



2 Ｈ21(2009).７.1　広報かしま

車　名　　　　三菱　キャンター

自動車の種別　小　型

自動車の用途　貨　物

車体の形状　　ダンプ

乗車定員　　　３　人

燃料の種類　　軽　油

初登録年月　　平成４年４月

走行距離　　　２３２,２１１km

車　検　　　　平成２１年４月７日車検切れ

その他　　　　リサイクル料金委託済車両

車　名　　　　日産　サファリ

自動車の種別　普　通

自動車の用途　特　殊

車体の形状　　公共応急作業車

乗車定員　　　７　人

燃料の種類　　軽　油

初登録年月　　平成３年１１月

走行距離　　　６１,２７０km

車　検　　　　平成２１年１１月２４日

その他　　　　リサイクル料金委託済車両

車　名　　　　日産　シビリアン

自動車の種別　普　通

自動車の用途　特　殊

車体の形状　　身体障害者輸送用

乗車定員　　　１８　人

燃料の種類　　軽　油

初登録年月　　平成４年１月

走行距離　　　１１５,２９０km

車　検　　　　平成２１年２月１日車検切れ

その他　　　　リサイクル料金委託済車両

　市では、インターネットによる公売により、次

の公用車３台を売却します。

　購入を希望する人は、市ホームページの新着情

報またはトップページ⇒公売情報⇒鹿島市公有財

産・物品売却実施情報をご覧ください。

市公用車を
　　売却します

　　

イン
ター
ネッ
ト

公売
限定

潤売却物件（詳細は下記参照）

　　①三菱キャンター(平成4年式)2トンダンプ

　　②日産サファリ(平成3年式)

　　③日産シビリアン(平成4年式)

　　　車いす昇降リフト付きマイクロバス

潤入札参加申込期間　７月２２日（水）１３時～８月１２日（水）１４時

潤入札期間　８月２６日（水）１３時～９月２日（水）１３時

潤そ　の　他　売却物件の下見会を開催します。

　　と　き　７月２２日（水）～７月２４日（金）９時～１６時

　　ところ　鹿島市役所　大駐車場

　　　　＊　下見に来られる方は、事前に財政課管財係

　　　　　　まで連絡をお願いします。

潤問　合　先　財政課管財係　緯（６３）２１１４
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　市では、現在休業している市役所別棟の市民食堂を市

民の皆さんに「憩いの場」として大いに活用していただ

くため、営業してくださる方を募集します。

潤物件情報

　物件名　鹿島市役所市民食堂

　所在地　鹿島市大字納富分２６４３番地１（市庁舎別棟）

　面　積　１６１．９９㎡（約49坪）

潤参加資格

　　　　法人・団体・個人（市内外を問いません）

　　　　下記説明会に参加した方のみ資格を有します。

潤説明会

　と　き　７月１０日（金）１３時３０分～

　ところ　市役所３階第３会議室

潤使用料　年額２４０,０００円（２０,０００円／月額）　

　　　　　※　光熱水費は実費

潤その他　使用条件等は説明会時に具体的に説明します。

　問合先　財政課管財係　緯（６３）２１１４

客席部(写真上)厨房部(写真下)

市民食堂
　テナント募集

(市庁舎別棟)

佐賀県滞納整理推進機構が設立されまし佐賀県滞納整理推進機構が設立されましたた
　税金は、まちづくりを支える大切な財源です。

　そこで、県民の税負担の公平を保ち、滞納の解消を図

るため県と市町の共同による「佐賀県滞納整理推進機構」

が今年4月に設置されました。

　佐賀県滞納整理推進機構では、税金を滞納し納税指導

等に従わない方に対し、預貯金・生命保険・給与等の財

産調査を徹底して行い、差押え等の滞納処分を前提に滞

納整理を実施することにしています。

問合先　税務課　納税相談係

　　　　緯（６３）２１１８

　税金は、市民の暮らしを支える

大切な財源です。

　納期内に納付をお願いします！

 税金滞納ゼロを目指して！

差押
え

預貯金 生命保険

給　与 自動車

差押
え

差押
え

差押
え



4 Ｈ21(2009).７.1　広報かしま

日日雇用職員を募集しま日日雇用職員を募集しますす

緊急雇用創出基金事業による

　市では、現下の雇用状況の悪化により雇用及び就業機会の創出を図るため、緊急に国の「緊急雇用創出基金事業」に

取り組んでいます。

　その中でも７月～９月に開始する事業について、市が直接雇用する日日雇用職員を下記のとおり募集します。

潤申込方法　

　雇用を希望する人は総務課または市のホームページ⇒『各種案内・募集』で配布する専用の

『申込書』を総務課職員係（市役所３階　緯（６３）２１１３）に提出していただくか、鹿島公共職

業安定所（ハローワーク電話緯（６２）４１６８）に申し込んでください。

※　業務についての詳細は、市のホームページをご覧いただくか、下記の各問合先またはハ

ローワークにお問合せください。

潤市のホームページアドレス　http://www.city.kashima.saga.jp/

業務についての問合先業　務　内　容雇用期間
募　集

人　員
事　業　名

教育総務課

緯(６３)２１０３

特別の支援を要する児童生徒

に対する支援業務

6ヵ月未満

（更新有）
３人特別支援教育等支援員事業

小学校の英語教育の推進
6ヵ月未満

（更新有）
1人

小学校英語活動支援員配置

事業

学校ごとに異なる諸事情に対

処するために教員を補助し、

児童生徒を支援する業務

6ヵ月未満

（更新有）
６人学習支援員事業

生徒の悩み相談等に対処する

支援業務

6ヵ月未満

（更新有）
２人心の支援員活用事業

教育や福祉に関する知識と経

験を活用して、児童生徒を支

援する業務

6ヵ月未満

（更新有）
８人

スクールソーシャルワー

カー活用事業

企画課企画係

緯(６３)２１０１

第５次総合計画策定のための

アンケート作成や分析作業及

び計画策定事務補助

6ヵ月未満１人
第５次総合計画策定調査及

び策定業務補助事業

地域公共交通計画策定のため

のアンケート作成や分析作業

及び計画策定事務補助

6ヵ月未満１人

地域公共交通活性化再生総

合事業調査及び策定事務補

助事業

元オリンピックランナーがやってくる！

松野明美氏講演会
演題「夢をあきらめない　力強く生きる」

　日本の長距離界を代表する選手として

の経験から、また障害を持つ子の母親とし

て、松野氏が熱いメッセージを届けます。

と　き　7月5日（日）10時開場10時30分開演

ところ　エイブルホール(入場無料)

【同日開催】佐賀県知事ローカルマニフェスト検証大会2009

~かしまんにわか劇場～ 「どぎゃんなっとね!?明日のさが」

　パネリスト　古川康（佐賀県知事）　

　コーディネーター  西依義規（青年会議所佐賀ブロック会長）

　特別出演　  かしまんにわか一座　はっぴぃかむかむ

と　き　7月5日（日）12時30分開場13時開演

ところ　エイブルホール(入場無料)

主　催　（社）日本青年会議所九州地区　佐賀ブロック協議会

問合先　鹿島青年会議所緯(６２)５６５６
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　後期高齢者（長寿）医療制度と国民健康保険の保

険証（被保険者証）は、年１回、８月１日に更新さ

れます。

　７月下旬に新しい保険証がお手元に届きますの

で、８月１日からは新しい保険証を医療機関に提

示してください。

　なお、保険証の右上の有効期限が平成２１年７月

３１日とある古い保険証は、８月１日以降に裁断す

るなどしてから廃棄してください。

配布方法　後期高齢者医療は簡易書留

　　　　　国民健康保険は区長（嘱託員）さん等に

　　　　　よる手渡し

後期高齢者医療制度と
国民健康保険の

保険証が更新されます

　調査員が調査票の回収のため事業所をお伺いし

ますので、ご協力をお願いします。

☆調査票の内容を他人に話したり、統計法に規定さ

れた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、安心してありのままをご記

入ください。

☆調査員は、必ず「調査員証」を携帯しています。

どうぞご協力をお願いします。

問合先　企画課情報統計係　緯（６３）２１０１

おし
らせ

問合先　保険健康課国保係　電話６３－２１２０

　

　医療機関・薬局での自己負担割合（１割又は３割）を

示す『高齢受給者証』は、平成２０年所得に基づき、新し

い自己負担割合を示したものを保険証と一緒に交付

しますので、８月１日からご使用ください。

潤自己負担割合３割

　　　　国保に加入している７０～７４歳の人の所得が、

　　　　現役並みの所得がある世帯の人

潤自己負担割合１割（２割）

　　　　上記以外の人。なお法定割合は２割ですが、

　　　　平成２２年３月３１日までは国の特別対策で

　　　　１割となっています。

（注）後期高齢者医療制度の人は、保険証に自己負担割

　　合（１割又は３割）が記載されていますので、ご確

　　認ください。

国民健康保険に加入する

　　　　　７０～７４歳の人へ

７月１日は平成２１年経済センサス‐基礎調査７月１日は平成２１年経済センサス‐基礎調査のの日です日です

ピンク色

草　　 色

７月３１日まで

８月 １日から革

　後期保険証

黄緑色又は柿色

藤色又は緑色

７月３１日まで

８月 １日から革

　国保保険証

　

　自分の自己負担限度額を医療機関に提示する『限度

額適用・標準負担額減額認定証』も更新されます。

潤後期高齢者医療制度

　　更新手続きは必要ありません。

　　保険証とは別に7月下旬ごろ送られてきます。

潤国民健康保険　

　　更新手続きが必要です。

　　市役所１階保険健康課までおこしください。

限度額適用・標準負担額減額認定証を

　お持ちの人へ
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　新型インフルエンザの感染者が増えれば、入院できずに家庭で看病するケースも出てきます。

　その際に、家庭内で感染をひろげないよううつさない、うつらない取り組みが必要です。

【看病時の服装】

潤看病するときは、マスクと手袋を着けて看護します。手洗い・うがいも頻繁に行いましょう。

潤感染した人もマスクを着けて看病する家族にうつさない配慮をしましょう。

【排泄物にも注意】

潤感染者の排泄物は、ウイルスに汚染されている可能性が高いので、直接触れないように手袋をつけて処理します。

潤鼻水や痰など体液のついたティッシュも素手で直接触らずに、ビニール袋に入れてしっかり口を縛って捨てます。

潤便や嘔吐物がついたものは下洗いした後、次亜塩素酸ナトリウム（塩素系漂白剤:使用方法をよく読み使用しま　

　しょう。）につけるか、８０度以上で１０分以上熱水消毒を行い、その後通常通り洗濯をします。

潤上記作業を行った後は、必ず石けんで手を洗いましょう。

【その他注意】

潤感染者とタオルの共有は避けましょう。

潤こまめに換気を行いましょう。　　　　　　　　　　　  　　問合先　保健センター予防係　緯（６３）３３７３

新型インフルエンザ対策新型インフルエンザ対策　家庭で看病することに家庭で看病することになったら・・・なったら・・・

　政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職に

ある者）が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法律

で禁止されています。違反すると、処罰されます。

　また、有権者が寄附を求める事も禁止されています。

【禁止されている寄附の例】

　噛お歳暮やお中元、お年賀

　噛入学祝、卒業祝、病気見舞い

　噛お祭りへの寄附や差入

　噛地域の運動会等への飲食物の差入

　噛秘書等が代理で出席する場合の結婚祝、葬式の香典

　噛町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物

　　の差入

※政治家は、答礼のための自筆によるものを除き、選挙

区内にある者に対し年賀状や暑中見舞いなどのあいさ

つ状（電報も含む）を出すことは禁止されています。

問合先　選挙管理委員会　緯（６３）３４１８

みんなで徹底しよう!『選挙の三ない運動みんなで徹底しよう!『選挙の三ない運動』』

 -選挙の三ない運動-
 贈らない！

　 求めない！

　 　受け取らない！

　国では、２００９年４月１０日に新たな経済対策を決定しました。詳しくはお尋ねください。

　資金繰り支援をさらに拡充します!

　　潤緊急保証の枠を２０兆円から、さらに３０兆円にまで拡大します。

　　潤セーフティーネット貸し付けの枠を１０兆円から、さらに１５.４兆円にまで拡大します。　

　　　（うち、商工中金の危機対応業務は、０.９兆円から、3.３兆円にまで拡大）

　　潤小規模事業者経営改善資金融資(マル経融資)の返済期間、融資限度額について拡充します。

　ものづくり・販路開拓などを支援します!

　　潤ものづくり中小企業の有する、基盤技術の高度化に対する支援を強化します。

　商店街の取組を応援します!

　　潤空き店舗を活用した託児所の設置など、社会課題に対する支援を強化します。

　雇用維持に取り組む中小・小規模企業を支援します!

　　潤雇用調整助成金の支給の迅速化・簡素化を推進しています。

　　潤中小企業庁が実施する、人材確保・育成のための「実践型研修」は、雇用調整助成金や中小企業緊急

　　　雇用安定助成金の対象となります。

　経済危機対策における税制改正!

　　潤交際費等の損金不算入制度について、資本金１億円以下の法人の定額控除限度額を、４００万円から

　　　６００万円に引き上げ、交際費課税を軽減します。

　問合先　商工観光課　緯（６３）３４１２

中中小小・・小規模企業を全力をあげて応援しま小規模企業を全力をあげて応援しますす!!
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潤対象となる人は

　　毎年4月1日現在６５歳以上の年金受給者で前年中の

　公的年金所得にかかる個人住民税の納税義務のある人。

　（公的年金所得が年間２８万円以下の場合は、対象とな

　りません。）

潤対象となる年金は

　　老齢基礎年金または昭和６０年以前の制度による老齢

　年金、退職年金などです。障害年金および遺族年金な

　ど、非課税年金からの住民税の引き落としはありません。

潤特別徴収される税額は

　　公的年金所得の金額から計算された個人住民税額分

　のみです。

　　給与所得や事業所得などの金額から計算した個人住

　民税額は、これまでどおりの納付方法となります。

潤開始時期は

　　平成２１年１０月支給分の年金からとなります。

　　このため、平成２１年度分については９月までは納付

　書（口座振替の方は月末振替）で納付いただくことにな

　ります。

問合先　税務課課税係　緯（６３）２１１８

　平成２１年１０月から個人住民税について
　　　公的年金からの引き落とし（特別徴収）が始まります

　　　国民年金の保険料を納めることが
　　　　　　　　できない人には免除制度があります　　
　経済的な理由などから保険料を納めることが困難な人には、申請により保険料を免除する制度があります。

　引き続き７月からも免除の承認を受けたい、または新たに免除の承認を受けたい人は申請が必要です。

　詳しくは市民課市民年金係へご相談ください。

申請資格　①前年の所得（１月から６月までに申請される場合は前々年所得）が一定額以下の人

　　　　②失業や天災で保険料を納付できない人

　　　　③所得が一定額以下で保険料を全額納付できない人

承認期間　平成２１年７月から翌年６月までの間です。

　　　　ただし、すでに保険料が納付または前納されているときは、その月については免除されません。

　　　　また、平成２１年６月までの免除申請は７月３１日までです。申請される人はお急ぎください。

問合先　市民課市民年金係　緯（６３）２１１７

潤老齢・障害・遺族基礎年金の受給資格

期間に算入されます。

潤追納期間は１０年以内です。

※一部納付（一部免除）はそれぞれ保険料

を納付していることが前提となります。

全額免除３／４免除半額免除１／４免除

　　　　０円　３,６７０円　７,３３０円１１,０００円納付保険料

年金額に

４／８が反映

年金額に

５／８が反映

年金額に

６／８が反映

年金額に

７／８が反映

老齢基礎年金

を受けるとき

　住民税が給与から引き落とし（特別徴収）となってい

る６５歳未満の人で、年金所得がある場合、年金所得にか

かる住民税は平成２１年６月以降給与からの引き落とし

ができなくなりました。　

　このため、納付書または口座振替で納めていただい

ています。

　これは、高齢者の納税の利便性向上のために地方税法が改正されたことによるものです。

　新たな税負担が生じるものではなく、納付方法がかわるというものです。
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【写真】AEDについての講習

⇒消防署が行うAEDの講習を受けましょう!

【写真】火災警報器についての講習

⇒ページ中央部をお読みください。

【写真】消火器を使った消火訓練

⇒住民、七浦小学生らがチャレンジ

【写真】佐賀気象台展示コーナー

⇒地震計、震度計、雨量計などで学びました。

【写真】救援物資の整理・仕分け

⇒消防団員が従事し、集落別に分けました。

【写真】スタッフによる診断・手当て

⇒佐賀県柔道整復師会らが従事しました。

【写真】地区女性部による弁当作り

⇒参加者分のおにぎり弁当作りごくろうさまでした。

【写真】避難所運営会議の開催

⇒団体長らを招集し、打ち合わせを行いました。

【写真】航空自衛隊による炊飯（米４０kg）

⇒手にはしゃもじ代わりの専用スコップが!!

　県内を４つの地区に分け輪番で実施

する佐賀県総合防災訓練は、風水害や

地震災害等を想定し、防災関係機関・

地域住民が参加する実際に即した防災

訓練等を県と市町が共催して行うもの

です。

　今回は、嬉野市塩田川河川敷をメイ

ン会場、鹿島市（七浦地区）等をサテラ

イト会場として杵藤地区内でさまざま

な訓練が行われました。

　七浦地区では、七浦地区防災ネット

を受け皿として地震を想定した避難所

設置・運営訓練が行われ、各集落から

会場（避難所）となった七浦海浜スポー

ツ公園まで集団で避難する訓練のほか、

会場では避難者の誘導や講習会・炊き

出しなど、参加した住民らは真剣なま

なざしで取り組んでいました。

潤火災警報器の設置はお済ですか?

　住宅用火災警報器は、焼死者の防止や、火

災被害の軽減に役立つ機器で、消防法改正に

より、住宅用火災警報器の設置が一般住宅に

義務化されました。

潤新築住宅は平成１８年６月１日から設置

潤既存住宅は平成２３年５月３１日までに設置

　大切な家族の命を火災から守るために、既

存住宅にも早期に設置されるようお願いしま

す。火災警報器は、電器店などで販売されて

おり、NSマークのついた商品の購入を勧めて

いますが、消防署や市役所が直接販売するこ

とは絶対にありません。設置場所については

気軽に消防署へお尋ねください。

問合先　鹿島消防署緯（６３）１１１９

命をつなごう 災害とのつきあい IN七浦
　　５月３１日　佐賀県総合防災訓練を七浦地区で実施

いつ起きてもおかしくない災害に備えて

知事も激励に知事も激励に!!

災害対策の重要性災害対策の重要性をを

話す市話す市長長
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【写真】競技⑧　Ｔｈｅ　Ｇａｔｌｙｍｐｉｃ

⇒走る…滑る…見事に落ちる拡大会屈指の難競技でした

【写真】競技⑦ガタチャリ

⇒転倒続出の第２レーン。再出発するもゴールは遠く…

【写真】競技④人間むつごろう

⇒子供宝探しとともに初回から続く人気競技のひとつ

【写真】競技①教育長杯　市内小学校対抗戦

⇒ベストをつくした古枝小チームがＶ

【写真】１８回目となる釜山外国語大学生定期交流団

⇒新型インフルエンザに負けず４１名の学生らが来鹿

【写真】歓迎!!来場者においしい『七浦のり』をPR

⇒漁協鹿島市支所青年部七浦支部

第２５回記念鹿島ガタリンピック
干潟にはまれば
ガタ

Ｇ遊人 しょっぱいけどクリーミー
じゆうじん

　観客３５,０００人（主催者発表）が見守るなか、留学生ら１４ヵ国・地域の外国人９３人を含む延

べ約１,６００人が１２競技に出場しました。四半世紀を迎えた今大会を写真で振り返ります。

『
地
質
百
選
』
干
潟
を
満
喫

６月７日（日）開催
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鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤藤津津津津津津津津津津津津津津津津津津津津津津地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地地区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区区衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛衛生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生生施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施施設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設設組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組組合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合合
かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかららららららららららららららららららららららののののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知ららららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ

前年比合　　　計浄化槽汚泥し　　　尿市　町　名

　　２．３０％２４,８７４．８９６,３７７．２４１８,４９７．６５鹿　島　市

　　２．９９％２４,０２０．３８１０,５６９．０９１３,４５１．２９嬉　野　市

　△０．１９％７,３８５．７５２,１３７．６９５,２４８．０６太　良　町

　　２．２６％５６,２８１．０２１９,０８４．０２３７,１９７．００合　　　計

３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月基準値測定項目

７．０７．０６．９６．６７．２７．２７．５７．３７．３７．０７．０７．０５．８～８．３Ｐ　Ｈ

ＮＤＮＤ１．４４８０．８ＮＤＮＤＮＤＮＤ０．８０．６１．０２０㎎/l以下ＢＯＤ

２．４１．７１５．０１１．０１８．０１．３０．５９．７２．２１３．００．９５．０６０㎎/l以下全窒素

０．０８０．１３０．１００．３３０．１３０．１２０．１２０．１００．０９０．０８０．０６０．１７　８㎎/l以下全リン

００００００００００００３０００個以下大腸菌群

（単位：ｋｌ）平成２０年度　搬入量

平成２０年度　放流水検査結果（第１処理場・・・鹿島市・嬉野市）

３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月基準値測定項目

６．９６．９７．２７．０６．９６．５７．３７．２７．２７．２６．９７．３５．８～８．３Ｐ　Ｈ

２．４２．９２．７３．３２．７２．５３．１４．０４．８２．７２．３３．４２０㎎/l以下ＢＯＤ

１９７．１１４１１１６１６３．２２３２４１６１７１３．０６０㎎/l以下全窒素

０．２６０．３６０．３２０．３９０．１６０．３１０．３００．９５０．２３１．１０．２６０．４４　８㎎/l以下全リン

１４０００３４００４００３０００個以下大腸菌群

平成２０年度　放流水検査結果（第２処理場・・・太良町）

ＮＤ：ＢＯＤ・・・・０．５未満　

※表中のＢＯＤとは、河川や工場排水中の汚染物質（有機物）を表す数値で、この数値が大きくなるほど、水質が

　汚濁していることを表します。

　鹿島・藤津地区衛生施設組合では、鹿島市・嬉野市・太良町の約７万２千人のし尿及び浄化槽汚泥を処理して鹿島・藤津地区衛生施設組合では、鹿島市・嬉野市・太良町の約７万２千人のし尿及び浄化槽汚泥を処理していい

ます。下記のとおり平成２０年度の放流水検査数値を報告しますます。下記のとおり平成２０年度の放流水検査数値を報告します。。

組合長 桑組合長　桑原原　允彦（鹿島市長允彦（鹿島市長））

問合問合先先 鹿島・藤津地区衛生施設組　鹿島・藤津地区衛生施設組合合　緯緯（６２）２６５４（６２）２６５４　胃胃（６３）９１４（６３）９１４５５

※　１２月ＢＯＤ数値に異常値が検出されましたが、調整等を行い速やかに基準値内（１３mg/l）に回復しました。

建浜ぎおん祭り
夏の風物詩“浜ぎおん祭り”がやって来ま

した。浜町一円で奉納踊子、子供みこしが

町を練り歩きます。ぜひお越しください。

と　き　７月１３日（月）～１５日（水）

ところ　浜町・古枝大村方区一帯

問合先　浜公民館　緯（６２）２５３４

建納涼花火大会
　たくさんの花火が夜空を彩ります。

と　き　７月１４日（火）　２０時３０分～

　　　　※雨天の場合　７月１７日（金）

ところ　新浜大橋周辺（浜川河口付近）

※協賛金のご協力をお願いします。

問合先　同実行委員会事務局

　　　　緯（６３）６０４０
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口腔機能を向上させよう
－介護予防でいきいきと－

　高齢期は歯の数の減少や、唾液の分泌が減る、飲み込む機能が衰えるなどから、栄養を摂りにくくなったり、口内

に細菌が繁殖しやすくなったりします。そのため、低栄養や気道感染・肺炎を引き起こすこともあります。口腔のケ

アを毎食後必ず行いましょう。

潤口腔の状態は全身の健康に関係します

　　歯と口腔の健康を守ることは、全身の健康に関係します。歯がしっかりしているかどうかは、栄養がきちんと取

　れるか、からだを動かすときに歯を食いしばれるかなどに関係します。また口腔内に細菌が繁殖すると、口内炎に

　なったり、気道感染・肺炎を招いたりすることも少なくありません。

潤口腔機能のポイント　

　

　

問合先　杵藤地区介護保険事務所　緯（６９）８２２２　http://www.kitou-web.jp/kaigo/

　　　　市保険健康課長寿社会係　緯（６３）２１２０　

口腔機能向上のポイント
①食後、歯磨き、うがい、洗口剤などで口内を清潔に保ちましょう。

②歯を磨けないときも、うがいなどで食べ残しが残らないようにしましょう。

③義歯(入れ歯)の点検など、定期的に歯科医の検診を受けましょう。

歯ブラシ、歯の間をみがく歯間ブラシやデ

ンタルフロスなど、用途に応じて使い分け

ましょう。

細菌の繁殖防止には舌の手入れも大切です。

口臭予防にもなります。舌手入れ用ブラシ

なども販売されています。

抗菌剤を含む洗口剤（うがい薬）でうがい

をすれば、より細菌の繁殖を抑えられ、誤

嚥(ごえん)性肺炎の予防に効果的です。

毎日しっかりと手入れをして、半年に一度

は歯科の定期検診を受けましょう。

岳

岳

岳

岳

毎食後、きちんと歯磨きを

ときには舌の手入れも

洗口剤で隅々まで清潔に

義歯(入れ歯)の手入れを

忘れずに
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メタボ
　予防教室
参加者募集

　鹿島市国保に加入の人を対象に

メタボ予防教室を開催します。

  『運動しようと思っているけど一人

ではなかなか始められない』『栄養に

ついて聞いてみたいけど、栄養士と

話す機会がない』と思っている人、

参加してみませんか？

　たくさんの申し込みをお待ちして

います。

申込期限　７月１７日（金）まで

　　　　（ただし、参加希望者多数の

　　　　場合は特定健診受診者を優

　　　　先します。）

※　参加が決定した人には各教室の

　　詳細な日程をお送りします。

申込・問合先　保健センター国保係

　　　　　　　　緯（６３）３３７３

　

　おなか周りや体重が気になる方、水中運動をはじめ

ませんか。水中運動は、浮力により、足、腰に負担が

かからず、無理なく筋力トレーニングや有酸素運動が

できます。

日　時：週１回２時間　８回

　【昼間コース】火・水１４時～１６時　２コース

　　①８月２５日（火）～１１月１０日（火）

　　②８月２６日（水）～１１月１１日（水）

　【夜間コース】火曜日１８時３０分～２０時３０分 １コース

　　　８月２５日（火）～１１月１０日（火）

場　所：好日の園デイサービスセンターサンテ

　　　　温水プール（大手）

定　員：各教室１５人×３教室＝４５人

参加料：2,500円

内　容：潤プールを使った水中運動

　　　　潤メタボリックシンドロームに関する講話

　　　　潤食生活に関する講話

　－水中運動教室－

　

　メタボリックシンドロームによるリスク度を認識

し、生活習慣病の予防と改善に向け、内臓肥満防止と

ライフスタイルの見直しを図ることを学ぶ教室です。

日　時：９月１９日（土）～１２月５日（土）

　　　　毎週土曜日　１４時～１５時３０分

場　所：志田病院リハビリセンター（中村）

定　員：８人

参加料：2,500円

内　容：潤マシーンなどを使ったトレーニング

　　　　潤メタボリックシンドロームに関する講話

　　　　潤食生活に関する講話

－トータルボディケア教室－
　

　メタボリックシンドロームの予防を目的とした3

回コースの栄養教室を開催します。

　いきいきと健康な生活を送れるように食を見直し

てみませんか。

日　時：①１０月２９日（木）１４時～１５時３０分

　　　　②１１月２６日（木）９時３０分～１３時

      　　 ③１２月１５日（火）１４時～１５時３０分

場　所：①と③は犬塚病院　多目的室（東町）

　　　　②はエイブル調理実習室

定　員：１０人

参加料：2,000円

内　容：潤調理実習

　　　　潤栄養に関する講話

　　　　潤メタボリックシンドロームに関する講話

　－栄養教室－

　

　ウォーキングはすぐに始められる手軽な運動です。

　始めは少しの時間でもいいです。始めることが大

切です。ウォーキングを続けていくことで体を動か

すことの気持ちよさ、そして体が健康になっていく変

化、実際に歩くことの楽しさを知ってください。

日　時：１０月１日（木）～１１月１９日（木）

　　　　毎週木曜日か金曜日　９時３０分～１１時３０分

　　　　（A）ハードコース（B）ソフトコース

　　　　利用者の希望と運動評価により、2コースに

　　　　大別して運動を行っていきます。

場　所：織田病院（中牟田）

　　　　ウォーキング実践時は市内一円

定　員：各コース２０人×２コース＝４０人

参加料：2,500円

内　容：潤ウォーキング実践

　　　　潤メタボリックシンドロームに関する講話

　　　　潤食生活に関する講話

　－ウォーキング教室－
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平成２１年度 （財）鹿島市体育協会表彰　受賞おめでとうございます
　市のスポーツの普及・発展に貢献のあった個人に功労賞が、県大会、九州大会・全国大会で優秀な成績を収め

た個人と団体に優秀選手賞が授与されました。

芦

斡

梓

扱
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潤特別功労賞（３名）

　野中　貞幸（鹿島市グラウンド・ゴルフ協会）

　平野　功　（北鹿島地区体育協会）

　森田　郁夫（(財)鹿島市体育協会）

潤体育功労賞（４名）

　富永　敬二（鹿島市柔道協会）

　松尾　英幸（鹿島市水泳連盟）

　山口　智己（鹿島市水泳連盟）

　吉田　美砂子（鹿島市水泳連盟）

潤優秀選手賞【個人の部】（６名）

　久富　良治（鹿島市高津原）

　飯塚　直人（龍谷高校（当時））

　倉﨑　智大（鹿島実業高校（当時））

　守田　将弘（鹿島実業高校）

　井上　聖子（鹿島市ソフトテニス連盟）

　坂口　敦子（鹿島市ソフトテニス連盟）

潤優秀選手賞【団体の部】（２団体）

　西部中男子ソフトテニス部

　鹿島市チーム（鹿島市ソフトテニス連盟）　

問合先　鹿島市体育協会　緯（６２）３３７９

　スポーツライフ･鹿島はスポーツを通して皆さんの健

康づくりをサポートします。

潤定期活動種目

【いきいきサークル】子供から高齢者まで楽しみながら活動

　　①木楽・気楽・健康クラブ

　　②卓球クラブ

　　③太極拳クラブ

　　④テニスクラブ

　　⑤ソフトバレーボールクラブ

　　⑥蟻尾山Ｇ・ゴルフクラブ

【アスリートサークル】競技力向上を目指して活動

　　⑦空手クラブ

　　⑧なぎなたクラブ

【ジュニアサークル】小学生･中学生から楽しく活動

　　⑨かけっこクラブ

　　⑩めだかスイミング

潤体験教室

　　①バランスボール体操教室

　　②アーチェリー教室

　　③ゴルフ教室

　　④硬式野球体験教室

※クラブ会員は無料参加できます。(会場使用料を除く)

潤クラブ員交流大会

　　①グラウンド･ゴルフ大会

　　②秋の味覚！のんびりウォーキング

　　③新春!三社参りウォーキング

潤入会費

　◇新規会員　個人　1,500円　家族　2,500円

　◇継続会員　個人　1,000円　家族　1,500円

　◇サポーター会員　個人　一口1,000円

　　　　　　　　　　企業　一口5,000円

※ただし、各教室・クラブの参加には別途参加料が必要。

問合・申込先　

スポーツライフ･鹿島　事務局（ 鹿島市体育協会内）　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　緯（６２）３３７９

全国大会へ出場します！
　毎週日曜日に活動をしているスポーツライフ・鹿島

「空手クラブ」の子どもたちが佐賀県予選を勝ち上がり、

８月の全国大会に出場が決定しました。（敬称略）

　潤土井　ゆりの（七浦小５年）　

　潤馬場　海星（浜小３年）

　潤溝口　雄真（鹿島小１年）

　　　　スポーツライフ･鹿島
　　　　　　　　　　　平成21年度クラブ会員募集
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【 受 付 期 間 】　８月３日（月）～８月２１日（金）（予定）　８時３０分～１７時１５分（※土・日曜日を除く）

【 第 １ 次 試 験 】　９月２０日（日）（予定）

【申込書請求場所】　杵藤地区広域市町村圏組合消防本部総務課（武雄市）、各消防署及び分署

【申込書の郵送】　申請書類の郵送を希望する人は、表に『採用試験申込書請求』と朱書した封筒に、必ず『郵便

　　　　　　　　　番号・住所・氏名』を記入し１２０円切手を貼った返信用封筒（角型２号）を同封して、申し込み

　　　　　　　　　先に郵送してください。なお、申込書は７月中旬から配布予定です。

【申込・問合先】　〒８４３－００２３　武雄市武雄町大字昭和８４６番地

　　　　　　　　　杵藤地区広域市町村圏組合消防本部総務課人事係　緯０９５４（２３）０１１９

職　務　内　容採用予定受　験　資　格試験区分

消防の業務に従事１２人程度
昭和５９年４月２日から平成４年４月１日までに生まれた人で、
杵藤広域圏内に採用後居住する人

消　 防

消防の業務及び救急
救命士の業務に従事

　２人程度
昭和５５年４月２日以降に生まれた救急救命士免許を保有する
人で、杵藤広域圏内に採用後居住する人

救急救命士

杵藤広域消防職員採用試験の案杵藤広域消防職員採用試験の案内内
杵藤地区広域市町村圏組合消防本部では、下記のとおり、職員採用試験を実施予定です。

　今回は、七夕ライトダウンの実施もありますので、

照明器具に関する温暖化対策を取り上げます。

　　　　電　　球　　　　　　 　電球型蛍光灯

　電球より蛍光灯が環境にやさしいとはよく耳にしま

すが、具体的にどれくらい違うのかご存知ですか。

　60Wの白熱球を1時間点灯すると、約１０.６㍑のCO2

を排出すると言われています。これに対し、電球型蛍

光灯では１２Ｗを1時間点灯すると２.４㍑の排出となりま

す。（明るさは同等）

　年間約８０％の節電となり、電気代も１/５程度となりま

す。また、電球に比べ寿命も長く、廃棄物の発生量も

少なくなります。

　なお、最近は蛍光灯の欠点であったスイッチオン直

後の照度不足も改善されてきたようです。

　皆さん、ご自宅の電球が切れたら、是非、電球型蛍光

灯に替えてみてはいかがでしょうか。

問合先　環境下水道課環境係緯（６３）３４１６

今今すすぐぐややろろうう温温暖暖化化対対策策 NNoo..４４
宇七夕ライトダウンキャンペーンのお知らせ宇

　7月7日（火）に、全国一斉の七夕ライトダウンキャ

ンペーンが実施されます。夜8時～10時の2時間、ラ

イトアップ施設の電気を消灯し、CO2削減を図るもの

です。事業所の皆さんだけでなく、市民の皆さんもぜ

ひご家庭でライトダウンを実施してみてください。

エコ替え

駒

　５月２０日からの２泊３日の修

学旅行を終えて、生徒たちはまた一

つ大切な思い出をつくることができ

たようです。

　昨年度からの修学旅行の学習は、

実際に知覧特攻平和会館や水俣資料

館を見学し、講話等を聞くことで、

さらに『平和』や『人権』への意識

が高まったようです。

＜生徒の感想＞

毅修学旅行では、一番友情を深めた

と思います。たくさんの人たちと仲

よくできたので、とても良かったで

す。楽しくたくさんのことを修学旅

行で学べたのは、両親を始め、多く

の人たちのおかげです。感謝の気持

ちを忘れないようにしたいです。

毅いろんなことを学んだけど、一番

印象に残っているのは、特攻隊につ

いてのことです。今まであまり知ら

なかったけど、知覧特攻平和会館に

行き、話を聞いたり、館内を見学し

たりしたことで、出撃前の特攻隊の

人たちの本音や家族の人達への想い

などを知ることができました。

　すごく悲しい気持ちにもなったけ

ど、忘れてはいけないことだと強く

思いました。

　この修学旅行を通して、バスの中

やホテルで過ごしたこと、自主研修

で友だちと一緒に行動したことなど、

いろんな場面でそれぞれの思い出が

できたことを引率した者として大変

嬉しく思います。

No.１４６

西部中学校

校学 だ よ り

～南九州への修学旅行～

【写真】館長の話に耳を傾ける生徒たち
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Ａ：早かったと思うなぁ～!

Ｂ：どういう意味?

Ａ：だって信号が青になる前に走り出した

　　じゃないか・・・。

Ａ：早く始めないでよ!

Ｂ：どうして?

Ａ：早く始めると、またやり直さなきゃな

　　らないよ。

I think that you just jumped the gun.

What do you mean?

You started driving before the light turned
green.

Don't start early.

Why?

If you jump the gun,then we will have to
 start again.

A:

B:

A:

A:

B:

A:

～jump the gun～
今月のキーフレーズ

　今月、マット先生に紹介していただくキーフレーズは、ピストルが鳴る前

に走り出してしまう人からきています。

　これは、予期していないのに何かをしてしまうという意味でも使われます。

№４４

『世の中の偏見や差別によって　

潤親や兄弟姉妹と一緒に暮らすこ

とができない

潤本当の名前を名乗ることができ

ない

潤結婚しても子どもを生むことが

許されない

潤一生、療養所から出て暮らすこ

とができない等

こうした生活を強いられてきた人

たちがいることを、あなたは知っ

ていますか？それは、ハンセン病

の元患者さんです。』

（県の｢ハンセン病の正しい理解｣

のためのリーフレットから）

　日本では、明治の終わりごろか

ら患者の方々を、療養所に強制的

に隔離するという政策が長く取り

続けられてきました。そのため、

国民の多くに、｢ハンセン病は怖

い病気｣だという誤った認識を植

えつけてしまい、リーフレットに

書かれているような、厳しい差別

を受けることになったのです。

　しかし、本当は、伝染力はとて

も弱い病気で、しかも、1943(昭

和１８)年にアメリカで開発された、

「プロミン」という薬で治る病気

になっていたのです。日本でも、

１９４７(昭和22)年から、この薬に

よる治療が始まり、治療法の向上

もあり「ハンセン病は完全に治る

病気」になっているのです。今年

４月から施行された、｢ハンセン

病問題基本法」では、国の隔離政

策の過ちが改めて明記され、「ハ

ンセン病の患者であった方等に対

する偏見と差別のない社会の実現

に向けて真摯に取り組んでいかな

ければならない」と述べています。

　そのような社会をつくるため、

みんなで努力をしていきましょう。

ハンセン病の正しい理解を

噛ご意見等をお寄せください

　同和対策課　緯（６３）２１２６

(

(
【お知らせ】１年間ご指導いただきましたマット先生は、７月末をもって帰国されます。ありがとうございました。

マット先生
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　教育委員会では、鹿島市に関係のある国・県・市の指定文

化財に加え、各地区に残された古社寺・史跡・遺跡・自然な

どの文化的・歴史的遺産などを紹介したガイドブックとして、

『鹿島市の文化財～ふるさと歴史探訪～』を作成しました。

　この冊子は、鹿島市新町　藤二三子様からいただきました

寄附金をもとに作成したもので、写真付きのオールカラー・

136ページで、文中にふりがなをふり、案内地図を掲載する

など、分かりやすい内容になっています。

　7月1日（水）より、教育委員会生涯学習課と鹿島市民図書

館で1冊200円で販売します。

　部数も限られていますのでお求めはお早めに！

問合先　生涯学習課　緯（６３）２１２５

　　　　市民図書館　緯（６３）４３４３

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
鹿島の歴史がわかるガイドブックを販売 『鹿島市の文化財～ふるさと歴史探訪～』

　５月１１日から始まった第２２回ナイター壮年ソフトボー

ル大会（市体育指導委員協議会主催）には、４３歳以上で構成し

た６つの集落チームとオープン参加の計７チームが出場し、

１８日、納富分対母ヶ浦の決勝戦が市民球場で行われました。

　序盤から着実に得点を重ねた納富分に対し、最終回に一挙9

得点の追い上げを見せた母ヶ浦でしたが、一歩及びませんでした。

　　　　　　決勝戦結果　納富分11－9母ヶ浦

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【写真上】優勝した納富分チーム

猛攻しのぎ納富分チーム優勝 壮年ナイターソフトボール大会

　嬉野市塩田町の林田食品産業㈱代表取締役社長　林田二郎

様よりご寄附があり、５月１８日、市役所で市と市教育委員

会から感謝状を贈呈しました。

　林田様からは、鹿島市の青少年教育と田澤記念館の運営事

業のためにお使いくださいという旨のお言葉をいただいてお

り、市では、ご厚志に添って、有効に活用させていただくこ

とにしています。

ご寄附ありがとうございます 嬉野市　林田食品産業㈱　様
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　５月２３日、第８回『肥前浜宿スケッチ大会』(鹿島美術

人協会・肥前浜宿水とまちなみの会共催)が、浜町一帯で開

催されました。

　市内外から小・中学生をはじめ家族連れなど約６００人が

参加し、酒蔵通りの町並みや浜川など思い思いの場所でス

ケッチを楽しみました。

　また、６月７日から１３日まで浜町呉竹酒造東蔵や酒蔵通り

で入賞作品を含めた全作品が展示されました。

【入賞結果（一席のみ）】

　　　　潤高田　晴菜さん（園児の部）

　　　　潤杉光　咲希乃さん（小学生下学年の部）

　　　　潤杉光　宥香さん（小学生上学年の部）

　　　　潤小池　智子さん（中学生の部）

　　　　潤北野　稜子さん（高校生の部）

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
思い思いの肥前浜宿を描いたよ 肥前浜宿スケッチ大会

　浅浦区では、市道浅浦仏谷線（通称:彼岸花ロード）の拡幅

工事に伴い、路肩に昔から点在していた彼岸花の球根を掘り

起こして、保管をしていました。

　このたび工事も無事完了し、保管しておいた球根(約１万

個)を路肩へ埋め戻す作業を浅浦区の子供から大人まで約１２０

人が参加し行いました。 

　9月の彼岸には、立派な花を咲かせ、再びこの道が彼岸花

ロードとなるように期待しています。

彼岸花の満開を願って…　区民で植栽作業 浅浦区　通称：彼岸花ロード　８００m

　この『日本の地質百選』は、美しい日本の国土や美しい景観

の観光地なども、それを形作っている日本列島の地質があっ

てこそのもの。そこで、全国から地質現象のよくわかるとこ

ろを百箇所選び出し、そのユニークさを顕彰・PRしようと発

案されたものです。

　このたび、日本の地質百選選定委員会が５月１０日に有明海

干潟を日本の地質百選に選定しました。

　選定の理由は、日本で最大の素晴らしい干潟であり、日本

で最大の干満の差を有すること。有明海の干潟を有する市町

の中でも、干潟体験や鹿島ガタリンピックなど干潟を活かす

活動に熱心な地域として『鹿島市』が認定書をいただきました。

　このことは、６月７日に開催された鹿島ガタリンピックの

開会式でも紹介されました。

県内初 鹿島の干潟が『日本の地質百選』に!! 干潟を活かした活動を評価
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　サマージャンボ宝くじの賞金は、

１等・前後賞合わせて３億円、２等

も１億円です。この宝くじの収益金

は市町村の明るく住みよいまちづく

りに使われます。

発　売　７月１３日（月）～７月３１日（金）

抽選日　８月１１日（火）

問合先　（財）佐賀県市町村振興協会

　　　　緯０９５２（２５）１９１３

 

　皆さんの憩いの場として、また健

康増進のための運動の場として多く

の方々に蟻尾山公園をご利用いただ

いています。

　このところ、犬を連れて散歩され

る方々も多く見かけるようになりま

した。その際には、下記事項を厳守

くださいますようお願いします。

【注意事項】

潤犬を放さないでください。

（犬が恐い人もいますので、必ずつ

　ないでください。）

潤犬の糞の始末は、飼い主で責任を

　持って行ってください。

潤クロスカントリーコースはスポー

　ツ施設ですので、犬の散歩は禁止

　します。

　マナーを守り、互いに気持ちよく

利用できるようご理解・ご協力をお

願いします。

問合先　（財）市体育協会

　　　　緯（６２）３３７９

　　　　教育委員会生涯学習課

　　　　緯（６３）２１２５

おお知知ららせせ
今年のサマージャンボ宝くじは、

億万長者が７８人!

犬の散歩にもマナーを!! 
-蟻尾山公園での注意事項-

　重度の心身障害者の皆さんが医療機関で診察を受けられた際に支払った

医療費のうち、保険診療に係る自己負担分から一月５００円を除いた金額を

助成します。福祉事務所で受給資格証を発行しますので次のいずれかに該

当する人はご連絡ください。

助成対象者　①身体障害者手帳１級～２級

　　　　②知能指数３５以下

　　　　③身体障害者手帳３級で、かつ知能指数５０以下

　　　　※　助成には所得による制限があります。

　更新手続きについて

　現在この助成を受給中の人は、毎年更新の手続きが必要になります。

　この手続きをしないと８月分から助成されませんのでご注意ください。

と　き　７月１５日（水）～３１日（金）

　　　　８時３０分～１７時

　　　　（土・日・祝日除く）

ところ　福祉事務所（市役所１階）

その他　重度心身障害者でこの助成を受けていない人は、お問い合わせくだ

　　　　さい。

　　　　平成２１年１月１日時点で市外に住所があった場合は、平成２１年度所

　　　　得課税証明書の提出が必要です。

問合先　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９

重度心身障害者医療費助成制度のお知らせ
受給中の人は更新をお忘れなく！！

　社会福祉法人の介護サービスの利用費について、次の要件をすべて満たす

人は、利用者負担が軽減されます。この軽減を受けるには、市保険健康課で

申請が必要です。なお、軽減割合は介護サービス利用者負担額の２８％（老

齢福祉年金受給者は５３％）、食事費及び居住費の２５％（老齢福祉年金受給

者は５０％）となります。

対象者及び要件

　世帯全員が市町村民税非課税であり以下の５つの要件をすべて満たす必

要があります。

　１．１年間の収入が単身世帯で１５０万円、世帯員１人増えるごとに５０

　　　万円を加算した額以下であること。

　２．預貯金等が単身世帯で３５０万円、世帯員１人増えるごとに１００万

　　　円を加算した額以下であること。

　３．日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

　４．市民税課税者の市民税の控除対象者、医療保険の被扶養者になってい

　　　ないこと。

　５．介護保険料を滞納していないこと。

申請に必要なもの

潤印鑑

潤世帯全員の通帳の写し（平成20年1月1日～12月31までの期間がすべ

　て記載され、申請から１ヵ月以内の残高が記載されていること。）

潤収入を確認できる書類（各種年金、保険等の支払通知書、給与支払証明書、

　確定申告書の控え等）

問合先　保険健康課長寿社会係　緯（６３）２１２０

社会福祉法人の介護サービスを利用する皆様へ
～介護サービス利用者負担が軽減されます～
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　走行中のバス車内での事故を防止

するため、７月１日～７月３１日の間、

『車内事故防止キャンペーン』を実施

します。　

　走行中に席を離れますと、転倒な

ど思わぬけがをする場合があります。

　お降りの際は、バスが停留所につ

いて完全に止まってから席をお立ち

願います。　

　また、バスは安全運転に徹してい

ますが、やむを得ず急ブレーキをか

ける場合があります。お立ちになっ

てご利用いただく場合には、吊革や

握り棒にしっかりおつかまりくださ

い。

　皆様のご理解とご協力をお願いします。

問合先　佐賀県バス・タクシー協会

　　　　緯０９５２（３１）２３４１

 

　７月は“社会を明るくする運動”

の強調月間です。犯罪や非行は、地

域社会で起こるものであり、犯罪や

非行をした人も、いずれ地域社会に

戻ってきます。彼らを差別や偏見に

とらわれることなく、一人の地域住

民として受け入れ、その立ち直りを

支援することが、一見遠回りのよう

で、安全・安心な地域社会の実現に

つながります。その意味で、“社会

を明るくする運動”は、安全・安心

の国づくり、地域づくりのための重

要な活動です。

問合先　佐賀保護観察所企画調整課

　　　　緯０９５２（２４）４２９１

 

　ＮＴＴ西日本では、環境保護の立

場から、古い電話帳の回収を推進し

ています。新しい電話帳を配達の際

(８月中の予定)、古い電話帳を配達

員にお渡しください。もし渡せな

かった時は、後日回収に伺いますの

で、ご連絡ください。紙資源のリサ

イクルにご協力をお願いします。

問合先　タウンページセンタ

　　　　緯０１２０（５０６）３０９

バス車内事故防止
キャンペーンを実施します

“社会を明るくする運動”に
ご協力ください

古い電話帳を回収します
資源の再利用にご協力を

 

　鹿島市北部をサービスエリアとす

る有明深浦デジタル中継局は、7月

中旬から試験放送を開始し、7月27

日に本放送を開始します。送信場所

はアナログと同一場所（白石町深浦

地区）で、ご覧になるには地上デジタ

ルテレビのチャンネルスキャンが必

要です。

　有明深浦デジタル局の開局により、

アナログ放送が見づらくなるなど画

面に影響がある場合は対策センター

にご連絡ください。

問合先

対策センター（フリーダイヤル）

　緯０１２０（０７０）９８９

ＮＨＫ佐賀放送局　　緯０９５２（２８）５０００

株式会社サガテレビ　緯０９５２（２３）９１３１

 

　平成１９年に市民図書館で購入し

た雑誌を無料（１人５冊以内）でお譲

りします。残り少なくなっておりま

すので、早めにご来館ください。

と　き　７月１１日（土）・１２日（日）

　　　　10時～17時

ところ　市民図書館内

問合先　市民図書館　

　　　　緯（６３）４３４３

ＮＨＫ､ＳＴＳ有明深浦デジ
タル中継局開局のお知らせ

図書館の雑誌を
お譲りします

 

　この情報は、集中豪雨など雨が多

く降ったときに発表されるもので、

大雨で土中に含まれる水量が増加し、

土砂災害発生の危険度が高まったと

きに、市町村長が避難勧告等を発令

する際の判断や住民の自主避難の参

考となるよう、佐賀県と佐賀地方気

象台が共同で発表する防災情報です。

　具体的には、予測可能な土砂災害

のうち、災害応急対応が必要な土石

流やがけ崩れを対象とし、市町村単

位で発表されます。

　もし、この情報が発表されたら、土

石流やがけ崩れなどが発生する恐れ

が強まっていますので、公民館など

安全な場所への早めの避難をお願い

します。

　なお、この情報が発表されていな

くても、雨の降り方や斜面の状況に

は十分注意を払い、普段と異なる状

況に気づいた場合には、直ちに周り

の人と安全な場所に避難しましょう。

　また、日頃から危険箇所や避難場

所、避難経路を確認しておくことも

重要です。

問合先　総務課消防交通係

　　　　緯（６３）２１１３

「土砂災害警戒情報」
をご存じですか?

　平成２１年５月分市長交際費の支出状況を公表します。

問合先　企画課秘書係　緯（６３）２１００

支出の相手方、行事名支出金額支出日・件数区　分

供花１件１５,０００円５月７日

弔　慰 ご香典１０,０００円５月８日

供花１件１５,０００円５月１３日

佐賀県消防操法大会能古見分団出場結団式５,０００円５月１０日

祝　儀 鹿島商工会議所女性会通常総会５,０００円５月１２日

鹿島保護区保護司会総会５,０００円５月２９日

外国語指導助手（ALT）の歓迎会３０,０００円５月１３日接　遇

佐賀南部林政協議会総会５,０００円５月１８日

会　費 平成２１年度市・町長会懇談会１,５００円５月１９日

藤津地区農村青少年クラブ連絡協議会通常総会意見交換会３,５００円５月２９日

PR用地酒９本９,４５０円５月１２日その他

１０４,４５０円合　計

平成２１年５月
市長交際費支出状況表
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　市では、災害時における避難支援

体制の構築を図ることを目的に、高

齢者や障害をお持ちの方などの中か

ら災害時に避難支援が必要な方（災

害時要援護者）を特定するため、市が

雇用した調査員による訪問調査を実

施します。ご協力お願いします。

※調査員は必ず２名１組で訪

問します。また、鹿島市発行

の市長印を押印した調査員

証を提示し、調査対象者の方

の同意を得たうえで調査を

実施します。

調査期間(予定)

　　　　７月中旬頃～１２月末

問合先　総務課消防交通係

　　　　緯（６３）２１１３

 

　楽しい夏休みの計画はお決まりで

すか？近場で家族で楽しめる場所と

いえば「奥平谷キャンプ場」。バーベ

キューの道具などはレンタルでき、

そうめん流しの台は無料で使えます。

　近くには水遊びの出来る沢もあり、

思いっきり自然を満喫できます。

　どうぞふるってご利用ください。

　利用するには予約が必要です。

潤利用期間

　夏休み期間は木・金・土曜日の宿泊可。

　夏休み期間以外は土曜の宿泊のみ。

　※日帰りバーべキューのみの利用可

潤バンガロー（６人用から５０人用)

　１棟　 2200円～14700円

潤コテージ（１０人用）１棟12430円

問合・予約先(平日のみ)

　　　商工観光課緯（６３）３４１２

災害時に避難支援が必要な方の
調査を実施します

夏休みは奥平谷キャンプ場へ

 

 

　鹿島友の会では、お母さんの手作

りおやつ講習会を開催します。

と　き　７月１６日（木）９時３０分～１３時

ところ　のごみふれあい楽習館

会　費　６００円(昼食代含む)

持参品　エプロン

定　員　10人(定員になり次第締切)

申込期限　７月2日（木）

連絡先　友の会　三井所

　　　　緯(６２)５５３９

 

　水の中で音楽に合せて楽しく運動

を行い、足腰にも負担を掛けずに数

倍の運動効果があります。

　皆さんぜひご参加ください。

と　き　７月９日（木）～８月２７日（木）

　　　　（※　８/１３（木）は休みです）

　　　　毎週木曜日（全７回）

　　　　１９時４５分～２０時４５分

ところ　七浦海浜スポーツ公園プール

対象者　一般男女

定　員　３０人（定員になり次第締切）

指導者　草野晶子 先生

参加費　３,０００円（保険料含む）

申　込

　申込用紙（鹿島市体育協会事務局、

　七浦海浜スポーツ公園プール受付

　窓口に設置）に必要事項を記入し

　お申し込みください。

締　切　７月５日（日）

問合先　鹿島市体育協会

　　　　（市陸上競技場内）

　　　　緯（６２）３３７９

講講習習会会・・教教室室

おやつ講習会

水中ウォーキング
体操教室

 

　鹿島史談会では、郷土の歴史につ

いて、会員や外部講師により毎月発

表や見学を行っております。

　どなたでも参加できます。一緒に

ふるさとの歴史を楽しみましょう。

時　間　１３時３０分～１５時

ところ　田澤記念館　

資料代　２00円(入場無料)

講師・内容

噛７月２日（木）

　演題　『郷土の文学碑について』

　講師　森　四朗　氏(当史談会理事)

噛８月６日（木）　

　演題　『龍造寺から鍋島へ』

　講師　田中耕作　氏(元武雄市教育長)

噛９月３日（木）　

　演題　『江戸後期の庶民の暮らし－七浦文書から』

　講師　荒川剛志　氏(当史談会会員)

問合先　鹿島史談会事務局長　永石　巖

　　　　緯（６２）６６３４

 

　佐賀農業高校では、学校開放の一

環として、ふれあい活動や農業体験

学習の場を提供する佐農ファーム教

室を行います。

と　き　７月４日(土)９時～１２時

対　象　小中学生とその保護者

材料費　1,000円

申　込　往復はがきに住所、参加者全員の

　　　　氏名・年齢、電話番号、希望教室名

　　　　を記入し郵送で申し込む

申込締切　各教室開催の10日前

申込先　〒８４９－１１１２

　　　　杵島郡白石町福田１６６０

　　　　佐賀農業高校企画部

　　　　緯０９５２（８４）２６１１

鹿島史談会
鹿島の歴史講座

Let's go!『佐農ファーム教室』
－お菓子作り教室－
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　豊饒の海を取り戻す目的で、河川

の上流部に広葉樹を植栽する『海の

森』づくりも今年度で１６年目とな

りました。下刈りは植樹した樹木が

大きく育つためにもとても重要な作

業です。今回も平成１２～１４年に

植樹した矢答国有林（昨年と同じ箇

所）の下刈り作業を行います。皆さ

んのご参加をお待ちしています。

と　き　８月１日（土）８時集合（市役所前）

　　　　１１時３０分解散予定（市役所前）

ところ　矢答国有林（バスで移動）

持参品　草刈り鎌、軍手、タオル、水筒

　　　※飲み物等は用意します。

問合先　鹿島市環境衛生推進協議会事務局

　　　　農林水産課林務水産係

　　　　緯(６３)３４１３

 

　と　き　８月１日（土）

　ところ　祐徳稲荷神社周辺

　煙若草保育園児アトラクション　１２時３０分～

　煙東部中ブラスバンド部演奏　１３時～

　煙宝さがし　　　　　　　１３時～

　煙『鮎』のつかみ取り大会　１３時３０分～

　煙祐徳おどり大会　　　　１９時～

　問合先　鹿島市観光協会

　　　　　緯（６２）３９４２

イイベベンントト
海の森 下刈り作業に
参加しませんか？

恒例　祐徳夏まつり

　今年もたくさんの夏休み教室を行います。参加希望の方は市民図書館ま

でお申し込みください。定員になり次第締め切ります。多数のご参加をお

待ちしています。申込みは７月１日８時半から受け付けます。

問合先　市民図書館　緯（６３）４３４３

場　所人数対象者日　時
教　　室　　名

　日食を見よう（２回連続）

研修室３０

小学生以上

７月１９日（日）

１０時３０分～１２時
　①『日食を知って 観察めがねを作ろう』

エイブル

周　辺
－

７月２２日（水）

９時３０分～１１時３０分
　②『日食を見よう』※雨天の場合中止

研修室B２０１～３年生
７月２９日（水）

１０時３０分～１２時

　おりがみ教室

　『森の小さな昆虫を作ろう！』

エイブル２０１～６年生
７月３０日（木）

１４時～１６時

　図書館クイズラリー

　『目指せ！エイブル制覇！お宝も見せます』

楽しい教室が盛りだくさん
市民図書館　夏休み教室のご案内

　「しあわせに生きたい」この思いは、みんなの願いです。しかし、世の中

にはさまざまな人権侵害を受けている場合が多くみられます。すべての人

の人権が尊重され、明るく住みよいしあわせな家庭や社会をつくるために、

どうすればいいのか、さまざまな人権問題の学習会に参加してみませんか。

とき・内容

　①７月３日（金）『携帯電話とインターネットの危険性について』

　②７月２４日（金）『男女共同参画社会～男女平等を求めて～』

　③８月２７日（木）『人間らしく生きたい～ドキュメンタリー結婚に学ぶ～』

　④９月１１日（金）『いっしょに考えてみませんか「老いる」ことについて』

　⑤９月２５日（金）『教師として障害児教育で学んだ二つのこと』　　

　⑥１０月７日（水）『だれもが幸せに～身近にある人権問題を考える～』

　⑦１０月２８日（水）『差別を乗り越えて～同和問題を考える』

時　間　①②③④は２０時～２１時３０分、⑤⑥⑦は１３時３０分～１５時

ところ　エイブル３階研修室

講　師　社会教育指導員及び外部講師

申　込　誰でも自由に参加できます。一人で何回参加されても結構です。

　　　　皆さんの参加をお待ちしています。なお、参加される場合は、準備

　　　　の都合上、事前に下記問い合わせ先までお電話ください。

主　催　鹿島市、鹿島市教育委員会　

問合先　鹿島市役所同和対策課　緯（６３）２１２６

みんなのしあわせをもとめて
～平成２１年度　鹿島市人権学習会～
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　夏が大好きになるお話、星のお話

をたくさん用意しました。また、今

年も皆さんに会えますように☆

と　き　７月５日（日）１０時～１２時

ところ　エイブル１階　いきいきルーム

問合先　市民図書館　

　　　　緯（６３）４３４３

 

 

　市では、子どものときから外国の

文化や歴史に直接触れることで、国

の違いや良さを理解し認め合う国際

感覚を養ってもらおうと、鹿島市青

少年海外派遣事業を実施します。

と　き　８月１７日（月）～１９日（水）

ところ　大韓民国　釜山

　　　　（ハムジゴル修練館）

募集人数　市内小学５・６年生　１５名

　※応募者多数の場合は抽選

参加費　１０,０００円

　※パスポート取得費用が別途必要

募集方法　７月上旬に申込書を各学校

　　　　に配付します。

　　　　担任の先生を通じて申込書

　　　　を提出してください。

問合先　企画課企画係

　　　　緯（６３）２１０１

『第２回天の川お星さまおはなし会』
～親子で絵本を楽しみませんか～

募募 集集
九州から一番近い国『韓国』へ行って
夏休みの思い出づくりをしませんか

 

　今年も鹿島が熱く燃える季節がやって

きました。鹿島おどり実行委員会では、

現在参加者・団体を募集しています。また、

子供おどりの参加者も募集しています。

と　き　８月７日（金）・８日（土）

　　　　１９時３０分～(子供おどりは８日のみ)

参加費　１人１００円（１８歳以上）

参加条件　３曲(子供おどりは一声浮立のみ)ともに

　　　　踊ることができ、練習に参加した団体

申込締切　７月１日（水）～２４日（金）

申込先　同実行委員会事務局

　　　　緯（６３）３２８２

 

　雇用・能力開発機構佐賀センター

では、就職や職業生活に不安や悩み

を持つ人を対象とした若者自立支援

事業を実施しています。

とき・内容

　潤７月１６日（木）　１４時～１６時

　　職業ふれあいセミナー

　　～旅館ホテル経営～『サービス業を通して人生を磨く』

　　講師：小原　健史氏

　潤７月２３日（木）　１４時～１６時

　　自分みがきセミナー

　　～ビジネス・コミュニケーション～『スキルアップ』

　　講師：渡辺　千穂氏

ところ　雇用・能力開発機構佐賀センター

　　　　（佐賀市兵庫町若宮・ＪＲ伊賀屋駅前）

定　員　各３０人（先着順）

問合先　同センター

　　　　緯０９５２（２６）９４９８

ヤッサ！ヤッサ！
鹿島おどり参加者募集！

若者自立支援セミナーの
受講生を募集します

 

　放送大学では、平成２１年度第2学

期（１０月入学）の学生を募集していま

す。放送大学はテレビなどの放送を

利用して授業を行う通信制の大学で、

心理学・福祉・経済・歴史・文学・

自然科学など、幅広い分野を学べま

す。詳しくはお問い合わせください。

出願期間　8月31日まで

資料請求　無料（電話かホームページ）

問合先　放送大学佐賀学習センター

　　　　緯０９５２（２２）３３０８

 

　このたび、市民を対象に子どもか

らお年寄りまで囲碁を通じてふれあ

いの輪を広げてもらえるよう、『鹿

島ふれあい囲碁センター』が7月1

日付けで発足しました。

　そこで、一般会員および企業会員

を募集します。詳細はお問い合わせ

ください。

場　所　旧東亜工機本社2階(横田)

会　員　市内近郊在住者および勤め

　　　　ている人、(小・中学生や高

　　　　校生、特に初心者・女性歓迎)

会　費　一般(個人)3,000円/年

　　　　企業会員　1口10,000円

問合先　同センター事務局　藤永

　　　　緯（６２）６３１３

放送大学
10月入学生募集

鹿島ふれあい囲碁センター発足
会　員　募　集

親子郷土料理教室に参加しませんか

　調理実習とクイズで楽しい一日を

過ごしませんか？

　親子だけでなく、おじいちゃん、お

ばあちゃんの参加も大歓迎！　　　

と　き　７月２９日（水）９時～１４時

ところ　エイブル２階　調理実習室

参加費　１人当たり２５０円(食材費)

　　　　米０．５合

持参品　エプロン・三角巾（バンダナ）

　　　　・マスク・はし

締　切　７月２１日（火）

申込先　市立学校給食センター　　

　　　　　　　　緯（６３）２４５３
献立(予定)　お好みお焼きごはん、　

　　　　　　なすのごまダレ和え、コーンスープ、

　　　　　　季節のデザート

恐
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オープン記念囲碁大会を開催

と　き　７月５日（日） １０時～

参加費　1,000円
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　平成２１年度の自衛官採用試験を

次のとおり実施します。詳細は問合

先に連絡し、願書をお取り寄せくだ

さい。

 

問合先　自衛隊武雄地域事務所

　　　　緯０９５４（２３）８３０４

 

　平成２１年度の採用試験（裁判所

事務官詠種）を行います。詳細はお

問い合わせください。

受験資格　昭和６３年４月２日～平成４

　　　　年４月１日に生まれた人

申込書受付　７月１４日（火）～２２日（水）

１次試験　９月１３日（日）

問合先　佐賀地方・家庭裁判所総務課

　　　　緯０９５２（２３）３１６1

試試験験・・採採用用
自衛官採用試験の

ご案内

一次試験受付期間受験資格募集種目

９月２３日
８月１日

（土）

～

９月１１日

（金）

高卒（見込）
２１歳未満

航空学生

９月１９日
１８歳以上
２７歳未満

一般曹

候補生

９月１９日
１８歳以上
２７歳未満

２等陸・海・

空士（男子）

９月２７日
２等陸・海・

空士（女子）

裁判所職員採用試験
（高卒程度）

【楽しい英会話教室②】　　　　　

講　師　福田　レベッカ　先生

と　き　６月１２日～８月２８日

　　　　月３回　金曜日（全１０回）

　　　　１０時～１１時３０分

ところ　エイブル２階　音楽スタジオ

定　員　１５人

【エイサー教室】

講　師　 琉球國祭り太鼓 佐賀支部
りゅうきゅうこくまつりだいこ

と　き　６月１９日～12月11日

　　　　月２回　金曜日（全１２回）

　　　　１９時３０分～２１時３０分

ところ　エイブル１階　いきいきルーム

定　員　２０人

【サックス教室②】

講　師　山下　雅代　先生

と　き　７月５日～１２月２５日

　　　　月２回　日曜・金曜日（全１２回）

　　　　（日）１３時３０分～１５時

　　　　（金）１９時３０分～２１時

ところ　エイブル２階　音楽スタジオ

定　員　２０人

【クラシックギター教室②】

講　師　塩見　大二郎　先生

と　き　７月８日～１２月２３日

　　　　月２回　水曜日（全１２回）

　　　　１４時００分～１５時３０分

ところ　エイブル２階　音楽スタジオ

定　員　２０人

【ルーシーダットン教室】（タイ式のヨガ）

講　師　 二禮木 　栄子　先生
にれき

と　き　７月８日～１２月１６日

　　　　月２回　水曜日（全１２回）

　　　　１９時３０分～２１時

ところ　エイブル３階　研修室

定　員　２０人

【陶芸教室②】

講　師　荒川　剛志　先生

と　き　７月１１日～１２月１９日

　　　　月２回　土曜日（全１２回）

　　　　１３時３０分～１５時３０分

ところ　エイブル３階　生活工房Ｂ

定　員　１５人

エイブル倶楽部
講座のお知らせ

　かしま市民立楽修大学の募集中講座です。皆さんぜひ受講してください。

　なお、定員になり次第締め切りますので、お早めにお申込みください。

参加費　年会費：１,０００円／年、受講料：５００円／１講座１回（材料費別）

入学特典　えいぶる事業でチケット代金が割引きになる事業があります。

問合先　かしま市民立楽修大学（エイブル２階）　緯（６３）２１３８

潤市税集合徴収分
潤介護保険料 の
第２期の口座振替日は

７月３１日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

ダム周辺の振興に一役!!

お食事処のみの 郷  ７月２０日（祝）OPEN
さと

－　こだわりの、うまかもんが、よんにゅ、あっばい　－

　国道444号線沿い中木庭ダム“やまびこ広場”内に、地元産食材を使っ

たこだわりのお食事処がオープンします。

問合先　能古見地区振興会（能古見公民館内）緯（６２）３３７３
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　次の日程で実施しますので、必ず

保護者同伴でお越しください。

　接種の詳細は、学校を通じ文書で

お伝えします。

対象者　小学６年生

と　き　７月２８日（火）、２９日（水）、

　　　　３０日（木）、８月４日（火）

　　　　受付　１３時３０分～１４時１５分

ところ　エイブル１階保健センター

問合先　保健センター予防係

　　　　緯（６３）３３７３

 

　市長からの委嘱により２年の任期

でご活躍いただく３０人の母子保健推

進員をご紹介します。

【母子保健推進員の活動内容】

潤市の依頼により、子育て協力隊と

　して子ども達の健やかな成長を助

　けるお手伝いを行っています。

潤赤ちゃんを持つお母さんを訪問し、

　話を聞いたり、乳幼児健康診査・

　予防接種など母子保健に関するお

　知らせをしています。

潤妊婦さんやお母さんの子育てに関

　する悩みの相談をお受けします。

　市の保健師と連携をとりながら相

　談に応じています。

潤乳幼児健康診査や子育てサークル

　（のびのび・よちよち）のお手伝

　いをしています。

潤マタニティひろばを3ヵ月に1回

　程度開催しています。

潤この他にも、母子保健に関する活

　動を行っています。

問合先　保健センター予防係

　　　　緯（６３）３３７３

健健 康康
二種混合（ジフテリア・破傷風）
予防接種のご案内

鹿島市母子保健推進員を
紹介します

健診場所　県内の委託医療機関

　　（詳細は受診票と一緒に送られ

　　てきた一覧表をご覧ください）

健診時期　７月１８日まで

自己負担額　１,０００円

持っていくもの

　『受診券』『受診票』『国保保険証』

　を持って希望する医療機関に行っ

　てください。

お願い

　※受診する際は受診票・基本

チェックリストを鉛筆で記入して持

参してください。（基本チェックリス

トは該当者のみ同封しています。）

問合先　保健センター国保係

　　　　緯（６３）３３７３

鹿島市国保の特定健診は
７月１８日までです

　鹿島市国保では、国保に加入している今年度４０歳から７４歳になる人を対象

に『特定健診』を実施しています。

　対象となる人には特定健診受診券・受診票を4月中旬にお配りしています。

　受診期間は７月１８日までですので、まだ受診されていない人は早めに受診

しましょう。７月１９日を過ぎると受診できなくなりますので注意してくださ

い。なお受診当日は、朝食を抜いて受診してください。（服薬中の人は主治医

の指示に従ってください。）

釘　尾　多恵子

古枝小学校区

尾　崎　延　子

鹿島小学校区

（大字高津原）

小野原　京　子松　本　和　代

副　田　由美子矢　口　定　子

秋　光　由加里

浜小学校区

小野原　静　子

中　島　昌　子増　田　直　子

熊　森　シノブ藤　家　サナエ

宮　﨑　厚　子
北鹿島小学校区

（大字中村）

（大字　森）

（大字井手）

（大字常広）

植　松　光　子

明倫小学校区

（大字納富分）

（大字重ノ木）

川　﨑　慶　子田　中　令　子

永　石　シツコ小　野　君　子

菊　池　滋　子白仁田　春　子

木　原　美　幸
七浦小学校区

（大字飯田）

（大字音成）

中　島　秋　子

石　橋　五百合德　村　克　代

和　泉　みつよ森　田　イツ子

橋　村　悦　子

能古見小学校区

（大字三河内）

（大字山浦）

中川内　妙　子

近　藤　ヒデ子

山　口　マス子

　平成２１・２２年度母子保健推進員名簿・担当地区紹介
（敬称略）

澗

監

環

看

潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅

潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

相談電話（２４時間）

　　　 緯０９５２（３４）４３４３
フリーダイヤル
　（毎月１日）　０１２０－４００－３３７
　（毎月１０日８時～１１日８時）　
　　　　　　  ０１２０－７３８－５５６

佐賀いのちの電話
　～ひとりで悩まないで電話してください～
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保健センター予防係

緯（６３）３３７３
規則正しい生活で

夏に負けない体力づくり７月　健康ひろば

内　　　　容持ってくる物ところ受付時間とき対象児

煙身長・体重測定　煙育児相談
煙小児科医の診察　煙絵本の紹介

煙母子健康手帳
　エ
イ
ブ
ル
1
階

　
　保
健
セ
ン
タ
ー

１３：１０～

１３：３０

２２日
（水）

平成２１年
　３月生まれ

４ ヵ 月 児

煙身長・体重測定　煙育児相談　
煙小児科医の診察　煙歯科診察
煙フッ化物塗布（希望者のみ）

煙母子健康手帳
煙問診票

２３日
（木）

平成１９年
１２月生まれ

１歳６ヵ月児

煙身長測定　煙育児相談　煙尿・目・耳の検査
煙小児科・歯科・耳鼻科診察　

煙母子健康手帳
煙問診票　煙尿

　９日
（木）

平成１７年
１２月生まれ

３歳６ヵ月児

怯　乳幼児の健康診査

怯　子育て支援

怯　乳幼児の予防接種　※予防接種広域化により、ポリオ以外の予診票が変わりました。

ところ・問合先対　象　者受付時間内　　容と　　き

エイブル１階保健センター
緯（６３）３３７３

市内在住の妊婦１０：００～１０：３０手帳交付・説明会１・８・１５・２２・２９日（水）母子手帳交付

赤ちゃんと保護者１３：３０～１４：３０身体計測・健康相談１・１５日（水）赤ちゃん相談

５～６カ月児の保護者１０：００～１０：３０離乳食指導・試食等２４日（金）離乳食教室

子育て中の人９：００～１７：００お気軽にご相談を月曜～金曜日育児相談

エイブル１階
子育て支援センター
　緯（６３）０８７４

よちよちサークル：５ヵ月
～１歳６ヵ月児と保護者
のびのびサークル：１歳
７ヵ月～３歳児と保護者

９：４５～１０：００

お願いです七夕さま竃　３日（金）　のびのびサークル

織り姫様と彦星様竃１０日（金）よちよちサークル

手作りは安心だね♪１７日（金）※１のびのびサークル

身も心もリフレッシュ２３日（木）※１よちよちサークル

備　　　考と　こ　ろ対　象　者接種するワクチン

持っていく物
煙母子健康手帳
煙予診票（必ず記入してください）
煙 体 温 計（会場で測ります）

平成２０年４月から予防接
種広域化に参加する県内
の医療機関で受けること
ができるようになりまし
た。ただし、医療機関に
よっては、実施していな
い場合もありますので、
事前にお問合わせの上、
直接お申し込みください。

※詳細は、保健センター
　までお問い合わせくだ
　さい。

平成２０年４月から、医療機関で実施してい
ます。
生後3ヵ月を過ぎ、６ヵ月未満の乳児
※対象者には通知します。

Ｂ・Ｃ・Ｇ

噛１期１・２・３回は間隔が
　５６日を超えると任意接種
　扱いとなりますが、接種費
　用は市が負担します。
　この場合、同意書が必要と
　なります。

　生後３ヵ月を過ぎたら予防接種を受けましょう。
煙１期１・２・３回は、２０～５６日の間隔で受けます。
　間隔が５６日を超えたら任意接種になります。
　ただし、お子さんの病気が原因で受けることができな
　かった場合、法定接種として受けることができます。
煙１期追加は１期３回目終了後、１年～１年６ヵ月　
　の間に接種します。

三種混合 
　ジフテリア
　百日咳
　破傷風

①を１回、もしくは②と③を
１回ずつ接種します。
麻しん・風しんの両方にか
かった人は対象外、どちらか
片方にかかった人は①の混合
を接種、もしくはもう片方の
み接種。

平成２０年４月より第３期と第４期も実施
されることになりました。
第１期：１歳～２歳未満の子ども
第２期：平成１５年４月２日～平成１６年４月
　　　　１日に生まれた子ども
第３期：中学１年生
　　　　（平成８年４月２日～平成９年４月１日に生まれた人）
第４期：高校３年生に相当する年齢の人　
　　　　（平成３年４月２日～平成４年４月１日に生まれた人）

①麻しん
　風しん混合
②麻しん
③風しん

※１：　１７日（金）・２３日（木）は楠風館で楽しいひとときを過ごします♪（手作りおやつ代1家族100円）

【お知らせ】　８月に合同サークルで企画している“ 童遊 おんがくかい”にご協力いただく方々の“歌伝え”コンサートが
どうゆう

　　　　７月３１日（金）１９時よりエイブルで開催されます。ぜひご来場ください。

保健センター予防係

緯（６３）３３７３
規則正しい生活で

夏に負けない体力づくり７月　健康ひろば
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7月

 文月 
ふみづき

無料法律相談(市民優先)　市民会館2階
　６日（月）　受付１３時～　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始
　２３日（木）　受付９時３０分～（先着６人）　１０時開始
成人健康相談　保健センター
　１日（水）　９時３０分～１０時３０分
鍼灸（しんきゅう）マッサージ無料健康相談　エイブル
　１９日（日）　１０時～１５時
消費生活苦情相談　市民会館１階サロン
　１３・２７日（月）、３・１０・１７・２４・３１日（金）
　　１０時～１２時、１３時～１６時

発達障害児（者）専門相談　

　８日（水）　事前予約制　　　保健センター

　ＮＰＯ法人それいゆ（県委託先）　緯０９０（６２９５）３３５０
厚生年金・国民年金相談　市民会館１階サロン
　７・２１日（火）　１０時～１２時、１３時～１５時
行政・人権・心配ごと相談　老人福祉センター相談室
　１・８・１５・２２・２９日（水） 　10時～１２時、　１３時～１5時
　社会福祉協議会　緯（６２）２４４７
福祉介護電話相談　社会福祉協議会緯（６２）２４４７
　月曜日～金曜日　９時～１７時

　３日（金）　第１回鹿島市人権学習会　【P.２１参照】

　　　　　　　　　　　　　　　　　エイブル　２０時～

１３日（月）　浜ぎおん祭り　ちょうちん行列　

　　　　　　　　　　　　　　　　　浜町一円　１０時～

１４日（火）　第３０回鹿島納涼花火大会　【P.１０参照】

　　　　　　　　　　　　　　　浜川河口　２０時３０分～

１５日（水）　浜ぎおん祭り　子供みこし　

　　　　　　　　　　　　　　　　　浜町一円　１０時～

２３日（木）　家計簿のつけ方勉強会

　　　　　　　　　　　のごみふれあい楽習館　１０時～

２４日（金）　第２回鹿島市人権学習会　【P.２１参照】

　　　　　　　　　　　　　　　　　エイブル　２０時～

２９日（水）　親子郷土料理大会　【P.２２参照】

　　　　　　　　　　　　　　　　　エイブル　９時～

（７月分）
４・１１・１８・２５日（土）
５・１２・１９・２６日（日）２０日（祝）

市役所
保健センター

６・１３・２7日（月）
２１日（火）　３０日（木）

市民図書館

６・１３・２7日（月）
２１日（火）

生涯学習交流館

７・１４・２１・２８日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

※芝の育成期間のため、次の期間は利用できません。

グラウンドゴルフ場　　　７／１（水）～７／１０（金）

休日昼間：鹿島市休日こどもクリニック（高津原　元急患センター）
　　　　　開設時間　９時～１７時　
　　　　　緯（６３）１８３８　
在宅当番医・当番薬局

夜　　間：南部地区小児時間外診療センター
　　　　　（武雄地区休日急患センター：武雄市武雄町大字昭和３００）
　　　　　受付時間　１９時～２１時（土・日曜・祝日のみ）　
　　　　　　　緯０９５４（２２）５５９９
　　　　　杵藤地区消防本部（武雄市）
　　　　　緯０９５４（２２）４２０７

当番薬局在宅当番医月日

ミズ　スカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５７/５（日）

アルナ　浜店薬師寺医院　緯（６３）５２８１７/１２（日）

北鹿島薬局下河辺眼科　緯（６３）３０４６７/１９（日）

オーケー薬局西岡内科クリニック緯（６３）４０９０７/２０（祝）

ミズ　北　鹿　島　店志田病院　緯（６３）１２３６７/２６（日）

　　　広報かしま　編集・発行

　　　鹿島市役所　総務部　企画課　〒８４９－１３９１　佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１

　　　　緯（６３）２１０１（直通）　胃（６３）２１２９　URL　http://www.city.kashima.saga.jp/　この広報紙は再生紙を使用しています

池田設備左官工務店　緯（６２）１７３２
中村設備　　　　　　緯（６３）４８４６
峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８
鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
中尾建設　　　　　　緯（６２）９２５７
兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
大隈設備工業　　　　緯（６２）１３０２
松本設備工業　　　　緯（６３）１８４１

　４日（土）
　５日（日）
１１日（土）
１２日（日）
１８日（土）
１９日（日）
２０日（祝）
２５日（土）
２６日（日）


