
～主な内容～

市職員募集・採用試験情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２

夏休みはエイブルに行ってみよう・・・・・・・・・・３

選挙に関するお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４

鹿島市同和問題講演会　ほか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５

福祉事務所からのお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６

みんなの安心介護保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７

８月の健康・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８～９

トピックス　ほか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０～１１

受賞おめでどうございます　ほか・・・・・・・・・・・・・・・１２

こんなときこのひとこと　ほか・・・・・・・・・・・・・・・・・１３

情報掲示板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４～１８

健康ひろば・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１９

くらしの情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０

写真
投票に行きましょう！

平成2１年６月３０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

　８月３０日は、衆議院議員総選挙が行われます。

　投票できる時間は、７時から２０時です。

　わたしたちの国の運営に関わる大事な選挙です。

　有権者の皆さんは忘れずに投票に行きましょう。

　なお、当日投票所に行けない人は、期日前投票もでき

ます。（４ページに関連記事があります。）

No.９８No.９８８８

一、花と緑を愛し、伝統をいかして美しいまちにしましょう。

一、知識と教養を深め、清新な文化のまちにしましょう。

一、感謝と思いやりの心で、うるおいのあるまちにしましょう。

一、明るく元気に働き、活力のあるまちにしましょう。

一、秩序やきまりを守り、安全で快適なまちにしましょう。
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鹿　島　市　民　憲　章
（昭和５４年４月１日制定）

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯１６＋人１５＋世帯１０,５５８人３１,７８６

世帯７＋人１７＋世帯　５,１２９人１４,２５１鹿　　島

世帯２＋人１－世帯　１,１７５人  ３,９４３能　古　見

世帯２＋人４－世帯　　　９９３人  ３,２５１古　　枝

世帯１＋人５＋世帯　１,０５９人  ３,２８８浜

世帯６＋人６＋世帯　１,２１８人  ３,７３９北　鹿　島

世帯２－人８－世帯　　　９８４人  ３,３１４七　　浦

人１６＋人１４,９２２男

人１－人１６,８６４女
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　詳細は下記に連絡し、願書をお取

り寄せください。

願書請求先　自衛隊武雄地域事務所

　　　　緯０９５４（２３）８３０４

自衛官等採用試験

防 衛 医 科
大学校学生

看護学生募集項目

高卒（見込）
21歳未満

高卒（見込）
24歳未満

受験資格

９月７日（月）～１０月２日（金）受付期間

 １０月３１日～

１１月１日  
１０月２４日一次試験

　Ｕ・Ｉターン型民間

企業等職務経験者採用

試験(大学卒業程度)の

概要です。

　詳細は問合先でご確

認ください。

試験内容　書類選考、面接、論文など

受付期間　９月１日（火）～９月２５日（金）

問合先　県人事委員会事務局

　　　緯０９５２（２５）７２９５

佐賀県職員採用試験
　高等学校卒業程度の国家公務員採

用試験です。詳細は下記に連絡し、受

験申込書をお取り寄せください。

一次試験　９月２７日（日）

資　格　昭和６１年４月２日～

　　　　平成４年４月１日生まれの人

受　付　８月４日（火）まで

　　　　（８月４日の通信日付印有効）

問合先　福岡入国管理局総務課

　　　　緯０９２（６２３）２４００

入国警備官採用試験

募集
試験 市職員募集・採用試験情市職員募集・採用試験情報報

緊急雇用創出基金事業による日日雇用職員の募集

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内

『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、次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HPアドレス　http://www.city.kashima.saga.jp/

潤募集内容

消防水利・防犯灯調査事業　4人（６ヵ月未満）
　　防火水槽・防犯灯の位置把握や河川・堤からの水の流れについて
　の調査に従事

業務に関する問合先　総務課緯（６３）２１１３

受付期間

　８月３日（月）～８月２１日（金）

　８時３０分～１７時１５分（土・日曜を除く）

第一次試験

　日　時　９月２０日（日）９時３０分集合

　場　所　鹿島市生涯学習センター「エイブル」

居住地要件（下記のいずれかに該当する人）

　①平成２１年４月１日現在で鹿島市に住民登録をし、引き続き

　　居住している人

　②鹿島市に居住している人（上記①に準ずる）によって仕送り

　　を受け、市外に一時的に居住している人（学生等）

　　③鹿島市に居住していた人で、その当時生計を同じくしてい　

　　　　た人が現在も鹿島市に居住している人（Ｕターンを希望する人等）

申込書等の請求　下記のいずれかの方法で入手できます。

　①　市役所３階総務課で交付します。

　②申込書類の郵送による請求は、封筒の表面には『採用　

　　試験申込書請求』と朱書し、裏面には「請求された方

　　の住所、氏名」を記入のうえ、必ず１２０　円（返信を速達で

　　希望する場合は３９０円）切手を貼った宛先及び郵便番号

　　を明　記した返信用封筒（角形２号：Ａ４サイズ用紙の入

　　る大きさ）を同封して、

　　〒８４９－１３９１（住所の記入不要）

　　鹿島市役所総務課職員係へ請求してください。

　③鹿島市ホームページからダウンロードできます。　

　　(http://www.city.kashima.saga.jp/)

【申込・問合先】　総務課職員係　緯（６３）２１１３

市　職　員　募　集

職　務　内　容採用予定受　験　資　格試験の程度試験区分

一般行政の業務に
従事

若干名
昭和５４年４月２日から昭和６３年４月１日まで

に生まれた人
教養試験【大卒程度】一般事務Ａ

土木技術、一般行
政の業務に従事

若干名
昭和５４年４月２日から昭和６３年４月１日まで

に生まれた人

教養試験および専門試験
【大卒程度】

土　木　Ｂ

道・水路占用保全事業　１人（６ヵ月未満）
　　道路および法定外公共物の占用台帳の確認・更新作業に従事

業務に関する問合先　まちなみ建設課緯（６３）３４１５
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　かしま市民立楽修大学の募集中講座です。

　皆さん受講してみませんか?

　定員になり次第締め切りますので、早めにお申し込み

ください。

受講料　５００円／１講座１回（材料費別）

問合先　かしま市民立楽修大学緯（６３）２１３８

市民図書館　８月夏休み教室のご案内

エイブル倶楽部講座のお知らせ

潤かしま市民立楽修大学入学要項

　市内外問わず、老若男女どなたでも

入学できます！

年　会　費1,000円／年

　　　　（高校生以下500円）

入学特典「えいぶる事業」でチケット

　　　　代金の割引、先行予約が受け

　　　　られます。

問　合　先　かしま市民立楽修大学

　　　　　緯（６３）２１３８

　今年も楽しい夏休み教室を行

います。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。

宇工作教室

『館長さんとおもちゃを作ろう』

対　象　小学校１～３年生

定　員　２０人

と　き　８月１１日（火）１４時～１６時

ところ　エイブル３階研修室

宇宇宙科学館の科学教室

～県立宇宙科学館の教室がエイブルにやってくる！～

『大気圧実験ショーとエアシューター工作』

　大気圧に関する実験ショーと、エ

アシューターの工作を行います。

と　き　８月１９日（水）１４時～１６時

ところ　エイブル３階研修室

対　象　小学校４～６年生

定　員　３０人

申込・問合先

　市民図書館緯（６３）４３４３

鹿島錦展を開催中

　床の間コーナーでは、

鹿島錦保存会による作品

を展示しています。

　鹿島錦は、鹿島鍋島藩

第９代藩主夫人 篤子 の発
あ つ こ

案により、およそ二百年

前から受け継がれ、今日では実用品のみなら

ず・美術品としても高く評価されています。

エイブルにお越しの際は、ぜひご覧ください。

期　間　７月３日（金）～８月２６日（水）

問合先　かしま市民立楽修大学　緯（６３）２１３８

　今年のなつかしの映画は、1939年か

ら1964年の懐かしい映画を揃えまし

た。軽やかなリズムと華やかな色彩に

のせて、歌と笑いと夢にあふれた音楽・

歌謡映画の作品を上映します。

と　き　８月２２日（土）・２３日（日）９時開場

ところ　エイブルホール

上映作品と時間

　①『エノケンの頑張り戦術』

　　　　　　９時２０分～１０時３４分

　②『大学の若大将』

１０時５０分～１２時１２分

　③『ジャンケン娘』

１３時００分～１４時３２分

　④『君も出世ができる』

１４時５０分～１６時３０分

入場料　一般　　　　１，０００円

　　　　楽修大学生　　５００円

　　　　高校生以下　　５００円

潤４本分料金・２日間有効・自由席

問合先　かしま市民立楽修大学

　　　　緯（６３）２１３８

プレイガイド

潤エイブル（２階 事務局・１階 図書館）

潤６地区公民館　潤ピオ　潤ララベル

潤モリナガ鹿島店　潤Ｑ－ＢＯＸ

第２回えいぶる事業　なつかしの映画・上映会夏休みは

に行ってみよう

講　師　小森　博　先生

と　き　８月３０日（日）

　　　　１０時～１１時３０分

ところ　エイブル３階　研修室B

水彩画教室 【定員１５人】

講　師　中村　富士子　先生

と　き　８月１８日（火）・２５日（火）

　　　　１３時３０分～１５時

ところ　エイブル２階　和室

フットセラピー教室② 【定員２０人】

講　師　塩見　大二郎　先生

と　き　８月１２日（水）・２６日（水）

　　　　１４時～１５時３０分

ところ　エイブル２階　音楽スタジオ

クラシックギター教室② 【定員２０人】

講　師　小野原　トシミ　先生

と　き　８月５日（水）・１９日（水）

　　　　１９時３０分～２１時　　

ところ　エイブル２階　和室

ストレスケア教室 【定員２０人】
講　師　山下　雅代　先生

と　き　８月９日（日）１３時３０分～

　　　　８月２８日（金）１９時３０分～

ところ　エイブル２階　音楽スタジオ

サックス教室② 【定員２０人】

講　師　 二禮木 　栄子　先生
に れ き

と　き　８月５日（水）・２６日（水）

　　　　１８時３０分～１９時３０分

ところ　エイブル３階　研修室

ルーシーダットン教室 【定員２０人】
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不在者投票

　①不在者投票指定病院・老人ホームなどに入院・入所して

　　いる人は、その施設内で不在者投票ができます。

　　※入院・入所している病院・施設にお尋ねください。

　②出張などで市外に滞在している人は、滞在地の市町村選

　　挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

　　※鹿島市選挙管理委員会に投票用紙等の請求手続きが

　　　必要です。早めに請求してください。

期日前投票

　次のような理由で投票日に投票に行くことができない人

は、前もって期日前投票をすることができます。　

　投票の前に『期日前投票宣誓書』を記載していただきます。

　潤仕事に従事中であるとき（勤務・出張など）

　潤やむをえない用事があるとき（冠婚葬祭・旅行など）

　潤病気や出産で歩けないとき

郵便等による不在者投票

　身体に重度の障害がある人で、次の内容・程度に

該当する人は自宅等で投票用紙に記載し選挙管理

委員会へ郵送する『郵便等による不在者投票』をす

ることができます。あらかじめ『郵便等投票証明

書』の交付を受けておく必要があります。

（身体障害者）　身体障害者手帳に次の程度が記載されている人

　潤両下肢等の障害・・両下肢・体幹・移動機能の障害が１級もしくは２級の人

　潤内臓機能の障害・・心臓・じん臓・呼吸器・直腸・小腸・膀胱の障害で１級　

　　　　　　　　　　もしくは３級の人

　潤免疫機能の障害　１級から３級の人

（戦傷病者）　戦傷病者手帳に次の程度が記載されていること

　潤両下肢等の障害・・両下肢・体幹障害が特別項症から第２項症までの人

　潤内臓機能の障害・・特別項症から第３項症までの人

（要介護者）　介護保険の被保険者証に要介護５であると記載

　　　　　　  されている人

　また、『郵便等による不在者投票』に該当する人で、自

ら投票の記載をすることができないものとして規定さ

れた身体の障害の内容・程度に該当される人は、あらか

じめ選挙管理委員会に届け出た選挙人が代理記載する

『代理記載』制度があります。

【身体障害者】・・上肢または視覚の障害の程度が１級である人

【戦傷病者】・・上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第２項症までの人

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
　この選挙は、私たちの代表を国会（衆議院）へ送る大切な選挙です。投票には忘れずに出かけましょう。

　なお、選挙当日に仕事や旅行などで投票所へ行けない人は、期日前投票をすることができます。（入場券持参）

【期日前投票】

【当　日　投　票】

日　時　８月３０日（日）　７時～２０時

投票所　入場券に記載しています

投票方法　小選挙区選出議員選挙は、候補者の氏名を記載して

　　　　ください。比例代表選出議員選挙については、政党

　　　　等の名称を記載してください。（名簿登録者の氏名を

　　　　記載すると無効となります。）

問合先　選挙管理委員会　緯（６３）３４１８

場　　所日　　時区　　分

市民会館１階
選挙管理委員会
事務局

８月１９日（水）～８月２９日（土）
８時３０分～２０時

小 選 挙 区 選 出 議 員

比 例 代 表 選 出 議 員

８月２３日（日）～８月２９日（土）
８時３０分～２０時

最 高 裁 判 所
裁 判 官 国 民 審 査

８月３０日（日）は投票日です

ご注意ください!!【投票所の変更があります】

今回の選挙では

毅第８投票区（浜地区）の投票所は、東部中学校体育館です。

毅第９投票区（北鹿島地区）の投票所は、北鹿島体育館です。

　投票は、選挙の当日、選挙人自らが自分の属する投票区の

投票所で投票することが原則ですが、この例外として、期日

前投票制度や不在者投票制度があります。

怯 投 票 に つ い て
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　市では、この同和問題講演会をはじめ、横断幕の設

置、人権パネル展や人権・同和問題啓発街頭キャン

ペーンを実施します。

講師より

　差別なんてしていない、人権問題なんて関係ないと

思っている人の心の奥底に「ほんま?」と問いかけたい。

　人の心の奥底には、比較したがったり、勝りたいと思

う欲があるものだ。

　その根底に目を背け、差別だの人権だのといっても

心に響かない。人間の欲は肯定できても、もちろん、差

別や偏見は無くしていかなければいけない。

　社会派の落語家桂福車の笑いあり、納得ありの90分

の講演です。

　みなさん、お話を聞きにぜひお越しください。

問合先　同和対策課　　緯（６３）２１２６

８月は同和問題啓発強調月間です

鹿島市同和問題講演会

　「差別があるのは私たちが悪い

のではありません。差別する人が

いるからです。部落に生まれてき

て、なにが悪いのでしょう。部落に

生まれたことが不幸ではなく、差

別があることが不幸なのです。」

　部落の中で育った松村智弘さん

の素直な心からのメッセージです。

　松村さんは昨年の市同和問題講

演会で講師として招かれ、「同和問

題は命の尊厳にもかかわること

だ」と力強く話されました。差別が

人の命を奪う現実を目の当たりに

された松村さんのお話は心に響き、

そして「人として当たり前のこと

とは何か」を考えさせられるもの

でした。

　同和問題とは、部落差別を原因

として生起している社会問題です。

　1965(昭和40)年8月に出され

た同和対策審議会の答申は「同和

問題の早急な解決こそ国の責務で

あり、同時に国民的課題である」と

明示しました。この答申はその後

の同和対策の推進にとって大きな

指針となり、さまざまな事業が行

われ解決の方向に向かいました。

　しかし、未だ社会の中に存在し

ている差別意識は、人権を脅かし

過ちを犯す結果になりかねない深

刻な問題として残っています。

　県では、同和問題の真の解決を

めざして県民一人ひとりの理解と

協力を得るために８月を「同和問

題啓発強調月間」と定めています。

　市でも毎年同和問題講演会を開

催し街頭キャンペーンやパネル展

など啓発事業を行っています。

　今年は落語家の桂福車さんを講

師に招き、８月２１日に講演会を

開催する予定です。同和問題を正

しく理解するように積極的に学習

していくことは人権の意識をさら

に高めていくことではないでしょ

うか。

みんなで考えよう同和問題

―８月は同和問題啓発強調月間―
噛ご意見等をお寄せください　同和対策課　緯（６３）２１２６

入場
無料

と　き　　月　　日（金）　開場１３時３０分　開演１４時

ところ　鹿島市民会館大ホール
　　　　　　市役所前駐車場・中川グラウンド (臨時)駐車場をご利用ください

講　演　差別って何やねん!　～ひとの心の奥底にあるもの～

講　師　 桂　福車 さん(落語家)
かつら　ふくしゃ

主　催　鹿島市・鹿島市教育委員会

８ ２１
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　この制度は、父親と生計を同じくしていない児童を育

てている母親や母親に代わって児童を育てている人など

に支給されます。該当する人は、福祉事務所までご連絡

ください。

支給要件

　潤父母が離婚し、父に養育されていない児童

　潤父が死亡、または生死不明である児童

　潤父に重度の障害がある児童

　潤父が引き続き１年以上拘禁されている児童

　潤父から１年以上遺棄されている児童

　潤婚姻によらないで生まれた児童

　※ただし、児童または請求者が公的年金を受けている

　　場合や前年の所得が一定額以上ある場合など、支給

　　されないことがありますので、詳しくはお問い合わ

　　せください。

支給期間

　潤児童が１８歳に達する年度の３月３１日まで

　潤中度以上の障害がある児童は２０歳未満まで

現況届について

　この手当を受給中の人は、毎年現況届が必要です。

　次の受付期間中に現況届の提出がない場合、８月分か

ら支給されませんのでご注意ください。

現況届の受付期間

　８月１２日（水）、１３日（木）、１４日（金）

　　　　　　９時～１６時　市役所５階大会議室

　８月１４日（金）のみ

　　　　　　１７時～２０時　市役所１階福祉事務所　

持参品

　①印鑑　②児童扶養手当証書　③保護者の預金通帳

　④養育費等の申告書（お知らせの通知文の郵送時に同封します）

　鴨児童の住民票が市外にある場合には、その児童の住民票の

　　全部写しと別居監護申立書

　鴨今年の１月１日以降に転入している場合は、前住所地の所

　　得証明書

　鴨受給開始月から5年経過する人、または支給要件に該当し

　　た月から7年が経過する人は、今回の現況届から『児童扶養

　　手当一部支給停止措置適用除外事由届出書』および就労等

　　を証明する書類の提出が必要となります。該当する人には、

　　７月初旬に様式を送付していますので現況届時に提出して

　　ください。

問合先　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９

　ご存じですか?児童扶養手当制度
 　　　　　　  　　　　継続受給には『現況届』が必要です!

　『母子家庭』『父子家庭』『父母のいない児童』『一人暮ら

しの寡婦』が、病院などの医療機関で診療を受けた場合、

医療費の自己負担金（保険診療分）を県と市が助成します。

　ただし、１人１月５００円までは個人負担となります。

助成対象者

　潤児童扶養手当の支給要件（上の欄）を満たしている　

　　児童または父母のいない児童

　潤母子家庭・父子家庭の母および父

　潤かつて母子家庭であった健康保険被保険者本人で　

　　ある一人暮らしの寡婦

　※　公的年金の受給者も該当します。ただし、前年の

　　所得が一定額以上あるときは助成できません。

助成期間

　①児　童・・・・１８歳に達する年度の３月３１日まで

　②母・父・・・・児童が２０歳に達する前日まで

　③寡　婦・・・・７５歳に達する月まで

更新手続きについて

　この助成を受給中の人は、毎年母子家庭等医療費助成

受給資格証の更新手続きが必要です。更新を行わないと

９月分からの助成ができませんのでご注意ください。

更新期間（児童扶養手当現況届の受付期間と同じ）

　８月１２日（水）、１３日（木）、１４日（金）

　　　　　　９時～１６時　市役所５階大会議室

　８月１４日（金）のみ

　　　　　　１７時～２０時　市役所１階福祉事務所　

持参品　①印鑑

　　　　②受給資格証

　　　　③健康保険証

　　　　④保護者の預金通帳

　　　　⑤養育費等の申告書

問合先　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９

　ご利用ください　母子家庭等医療費助成制度
　　　　　　　　継続受給には『受給資格証の更新』が必要です!

　市内中学校の吹奏楽部では、恒例の

『サマーコンサート』を開催します。　

皆さん、生徒達のさわやかな演奏をぜ

ひお楽しみください。

と　き　８月９日（日）

　　　　１３時開場　１３時３０分開演

ところ　市民会館ホール

プログラム

　第１部　コンクールステージ

　第２部　アンサンブルステージ

　第３部　ポップスステージ

　第４部　合同演奏

問合先　市教育委員会

　　　　緯（６３）２１０３

市内中学校音楽会－SUMMER CONCERT 2009－
入場
無料
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施設サービス等の食費・居住費について
　介護サービスの利用には介護認定を受ける必要がありますが、施設サービスを利用した

場合、サービス費用の１割、居住費、食費、日常生活費のそれぞれが利用者の負担となります。

　このうち、居住費と食費については、基準となる費用があらかじめ定められ、低所得の人

にはその軽減制度が設けられています。

低所得の人には負担限度額が設けられます
　低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請により施設サービスの居住費

と食費について利用者負担が軽減されます。

　下記負担限度額（１日当たり）の表、第１から第３段階に該当すると思われる方は、

市の保険健康課または介護保険事務所の窓口へ申請してください。

食　費
居　住　費

多床室従来型個室ユニット型準個室ユニット型個室

１,３８０円３２０円
１,６４０円

（１,１５０円）
１,６４０円１,９７０円

潤基準費用額（１日当たり）：施設における居住費・食費の平均的な費用を考慮して定める額

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は（　）内の金額になります。

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額は（　）内の金額になります。

食費の

負担限度額

居住費の負担限度額
利用者負担段階

多床室従来型個室ユニット型準個室ユニット型個室

３００円　　　 ０円
　４９０円

　（３２０円）
　４９０円　８２０円

本人および世帯全員が住民税
非課税であって、老齢福祉年
金受給者、生活保護の受給者

第１段階

３９０円　３２０円
　４９０円

　（４２０円）
　４９０円　８２０円

本人および世帯全員が住民税
非課税であって、合計所得金
額＋課税年金収入額が80万
円以下の方

第２段階

６５０円　３２０円
１,３１０円

　（８２０円）
１,３１０円１,６４０円

本人および世帯全員が住民税
非課税であって、利用者負担
段階第2段階以外の方

第３段階

潤負担限度額（１日当たり）

介護保険料納付日のお知らせ

８月の保険料の納付日は次のとおりとなりますので、お忘れのない

ようにお願いします。

なお、口座振替の方は残高不足にならないようにご注意ください。

口座振替の納付書払い
納付月

口座引落日の納期限

８月３１日（月）８月３１日（月）８月

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　
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　新型インフルエンザは、感染した人のせきやくしゃみ

などウイルスを含むしぶきが飛び、それを吸い込むこと

で感染します。また、ウイルスが付着したところに触れ

た手から口や鼻、目などの粘膜にウイルスが付くことで

も感染します。どのようにして感染するのかを知って、

感染を防ぐ取り組みを行いましょう。

潤せきエチケット

　せきをするときは、周りの人から顔をそむけ、ティッ

シュペーパーなどで口と鼻を覆ってください。

　ティッシュペーパーはビニール袋に入れ口を縛って

ゴミ箱に捨て、その後は手をよく洗いましょう。

潤マスクの着用

　せきやくしゃみの症状があるときは、他の人への感染

を防ぐためにマスクを着けましょう。マスクはすき間が

できないよう鼻までしっかり覆ってください。

潤手洗い・うがい

　帰宅時や食事の前など、こまめに手洗い・うがいをしましょう。

潤休養とバランスの良い食事

　十分な休養とバランスの良い食事を心がけ、体力と抵

抗力をつけておきましょう。

潤症状があるときは、まず電話を

　７月２１日より、発熱やせきなどの症状があり、新型イン

フルエンザの感染を疑う人の受診方法が変わりました。

これまで・・・・発熱コールセンターに電話をした後、発熱

　　　　　　外来を受診

７月２１日～　かかりつけ医やお近くの医療機関に電話

　　　　　　をし、その指示に従って受診

※他の人へうつさないためにマスクを着用し、受診して

ください。

　なお、発熱コールセンターは新型インフルエンザに関

する相談や医療機関の紹介を行っていますので、ご利用

ください。

　発熱コールセンター

　緯０１２０（８２）１０２５（８時３０分～１７時１５分）

新型インフルエンザ対策

　～「うつらない・うつさない」を心がけ、正しい知識で冷静な行動をとりましょう～

佐賀県内で新型インフルエンザの患者が発生し（６月２７日公表）、その後感染が広がっています。感染を防ぐために

以下の点に注意しましょう。

鋸予防接種鋸

８月の健康

熱中症を予防しましょう!
　急に暑くなる８月に起こりやすい熱中症。熱中症による死亡事故

等は毎年多発しています。

　 正しい知識を持ち、熱中症の予防を心がけ、楽しく安全な夏を迎

えましょう。

予防法

毅暑さを避けましょう

毅服装を工夫しましょう

毅水分補給をしましょう

毅個人の条件を考慮しましょう  

　（二日酔い・朝食を抜いた等）

対　策

毅涼しい場所に移動しましょう

毅衣服をゆるめましょう

毅スポーツドリンクなどの水分

　を補給しましょう

二種混合（ジフテリア・破傷風）予防接種

対象者　小学６年生

と　き　８月４日（火）

　　　　受付１３時３０分～１４時１５分

ところ　保健センター

持参品（学校から事前配布）

鴨問診票（裏面調査あり）

鴨予防接種済証

注意点

潤必ず保護者同伴でお越しください。

潤予防接種についての保護者説明をよく

　読んでください。

潤１週間以内の発熱・けいれんやお子さ

　んの体調等で心配がある場合は必ず主

　治医にご相談のうえお越しください。

日本脳炎予防接種

　6月2日、予防接種実施規則が一部改正とな

り、新しく承認されたワクチンで日本脳炎の

予防接種を受けることができるようになりま

した。しかし、厚生労働省では新しいワクチン

のためワクチン量の不足や安全性の観点から、

積極的にお勧めできる状況ではないとしてい

ます。次の理由から接種を希望する人は、保健

センターまでご相談ください。

　①　流行地域への渡航予定がある

　②　蚊が多く感染の恐れが高い

第１期予防接種の対象者

３歳～７歳半（９０か月未満）でこれまでに日本

脳炎予防接種を受けたことがないお子さん

鋸注目情報鋸
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８月の健康に関する問合せ・申込先

鹿島市保健センター（エイブル１階）
緯（６３）３３７３

女性特有のがん検診 今年一部対象者を無料実施!

　女性のがん検診受診率が低いことから、受診のきっかけづくりと

これらのがんの早期発見・正しい健康意識の普及を目的に国の緊急

経済対策の一環として、つぎの市の検診の対象者は無料で受診でき

ます。６月３０日時点で鹿島市に住民登録がある対象者には、8月に

受診案内・無料クーポン券・検診手帳等を送付します。

子宮頸がん検診対象者

　平成２０年４月２日～平成２１年４月１日の間に

　　　　　　　　　　　　２０・２５・３０・３５・４０歳になられた女性

乳がん検診対象者

　平成２０年４月２日～平成２１年４月１日の間に

　　　　　　　　　　　　４０・４５・５０・５５・６０歳になられた女性

肝炎ウイルス検診を受けましょう!

　佐賀県は全国でも肝がんによる死亡が多く、その肝が

んの原因の約９割がＢ型肝炎ウイルスやＣ型肝炎ウイル

スといわれています。

　市では、次のとおり検診を実施します。

　各種検診申込み書で申し込んだ人に受診票をお送りし

ます。

対象者　３０歳以上で今迄に肝炎ウイルス検査を

　　　　受けたことのない方

検診日時　８月７日（金）、８月１７日（月）、９月６日（日）

　　　　９時～１１時受付

検診場所　保健センター

料　金　B型＋C型700円、B型のみ100円、C型のみ　600円

　　　　（ただし、市民税非課税世帯・生活保護世帯の

　　　　人、後期高齢者医療制度被保険者は無料）

子宮がん・乳がん検診 （８・９月実施分）

　若い人の子宮がん・乳がんが増えています。機会を逃

さず検診を受けましょう！各種検診申込み書により申し

込んだ人へ受診票をお送りします。

対象者 

潤子宮がん検診　２０歳以上で２０年度未受診の女性

潤乳がん検診　　４０歳以上で２０年度未受診の女性

　　　　　　　　（毎回先着55人まで受診可能）

実施場所　保健センター（エイブル１階）

検診料金　子宮がん検診　７００円

　　　　　乳がん検診　４０歳代 １,５００円　５０歳以上 １,０００円

　　　　　（ただし、市民税非課税世帯・生活保護世帯・後期高齢者医療制度被保険者は無料）

受付時間　９時～１０時

開始時間　子宮がん検診　１０時～

　　　　　乳がん検診　マンモグラフィ ９時１５分～視触診  ９時４５分～

検診日程　

 飯田・嘉瀬浦・音成・大宮田尾・母ケ浦・矢答８月３１日（月）

 江福・龍宿浦・小宮道・東塩屋・西塩屋・西葉・中町・八宿９月１日（火）

骨粗しょう症検診を受けましょう
　４０歳を過ぎたら骨量チェック

　検査はとっても簡単です。

　下記対象者で希望する人はお

申込みください。

対象者　平成21年4月2日～平成22

　　　　　年4月1日の間に、４０･４５・５０・

　　　　　５５・６０・６５・７０歳になる女性

検診日時　８月３１日（月）

　　　　１３時３０分～１５時３０分

検診場所　保健センター

料　金　６００円

　　　　　（ただし、市民税非課税世帯・

　　　　　生活保護世帯の方は無料）

内　容　腕のレントゲン撮影

　　　　（１０分ほどで結果が出ます）

注意点　妊娠の可能性がある人

　　　　は受けられません

定　員　５０人（先着順）

申込締切　８月１４日（金）

鋸検診日程鋸
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
立派なノリ師になれるかも?ノリ摘みを模擬体験 七浦小学校ノリづくり体験授業始まる

　七浦小学校では、郷土や有明海への愛着を深め、ノリに親しんで

もらおうと、漁協鹿島市支所青年部七浦支部と共同で交流授業を企

画し、１年を通して養殖ノリができるまでの工程を授業や現場体験

で学んでいきます。

　初日となった７月２日は、４・５年生５０人が、体育館に設置され

た船に乗り、約８メートルの網を巻き取ってノリを摘み取る作業を

模擬体験したり、プールでは作業用の箱舟に乗り 櫂 を使って漕いで
かい

みたりとなれない作業に悪戦苦闘の子どもたちでした。　

安全運転で『ノリ』きれますように! 交通安全街頭キャンペーン

　７月１０日、井手の国道２０７号線沿いで、交通安全街頭キャンペーン

が行われました。これは、平成２１年度夏の交通安全県民運動に合わ

せ市交通対策協議会などが共催したもので、改正道交法による飲酒

運転厳罰化の内容を記載した有明海特産の鹿島産のり（２００枚）を交通

安全啓発チラシとともに、市立保育所みどり園の園児など関係者６０

人がドライバーに配布、安全運転・飲酒運転撲滅を呼びかけました。

それでもあなたは『ノリ』ますか?お酒を飲んで『ノリ』ますか?

－６月１日から飲酒運転がらみの違反点数が大幅ＵＰ－

潤酒酔い運転　改正前２５点閣改正後３５点　免許取消！

潤酒気帯び（0.25mg以上）運転　改正前１３点閣改正後２５点　一発取消！へ

潤酒気帯び（0.25mg未満）運転　改正前６点閣改正後１３点　

おいしい大豆づくり　たのしみだね!! 能古見保育園で大豆の種まき

　７月１３日、能古見保育園横の圃場で園児や保護者など８０人が参加

して大豆の種まきが行われました。

　これは、食農教育や地産地消などを進める県の平成２１年度“食と

農”プロジェクト活動支援事業の一環として、園児やその保護者に

「食と農」に関心を持ってもらうための事業です。今年度事業の採

択を受けた能古見地区農産物加工直売所「能美の郷」が園と協力し

て行ったもので、来年３月まで地域の生産者の支援を受けながら播

種から収穫までの一連の作業や観察のほか、収穫した大豆等を使っ

ての豆腐やおやつづくりに取り組んでいきます。

　農家の指導を受けて種をまく園児らはとても楽しそうでした。

　参加した保護者からは『親子の絆づくりや地域との絆づくりもで

きて最高でした。』という感想をいただきました。

“食と農”プロジェクト活動支援事業

キャラクター紹介
フードくんとアグリちゃんは、いつも仲良しの

双子の兄妹。フードくん

とアグリちゃんが手を

取り合って“食と農”に

ついて学んでいきます。
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

　７月３日（金）、はばたきの会の方々や保

護者の方々にご協力いただき、「ことば大

好き集会」を開催しました。

　この集会は、日本語の「よさ」「美しさ」

「すばらしさ」を子どもたちに感じさせる

ためのものです。このような機会を通し

て「ことばの力」を身につけた『鹿島っ子』

を育てていきたいと思います。

 《児童の感想》

毅はばたきの会のよみきかせの「だめだめ

デイジー」がおもしろかったです。５年生

のかんようくがべんきょうになりました。

２年生の「のはらのシーソー」のシーソー

が同じになったのがおもしろかったです。

（１年児童）

毅わたしは、２年生のはっぴょうのときは、

しぬほどドキドキしました。でも、すぐ

になおりました。４年生、５年生のはっ

ぴょうを見たら、すごくじょうずでした。

おもしろかったです。わたしもはやく大き

くなってげきとかをじょうずにしたり、せ

りふをもっと多くしてもらってがんばっ

て、みんなを楽しませたいです。

（２年児童）

毅最後の５年生の出し物は特におもしろ

かったです。ぼくもときどき慣用句を使う

けど、意味はよく知りませんでした。５年

生は、身体を使ってわかりやすく表現して

いたので、さすが上級生だなと思いました。

　はばたきの会の読み聞かせもおもしろ

かったです。ぼく達も次回はがんばろうと

思いました。 （６年児童）

～ことば大好き集会の様子～

みんなで歌おう（まあるいいのち）

鹿島小学校

校学 だ よ り

No.147

 しあわせ街道 沿いに地産地消のお店OPEN
国      

やまびこ広場『お食事処　のみの 郷 』が開店
さと

　７月２０日、中木庭ダムに程近い国道４４４号線沿いに能古見地区振興会

が運営する『お食事処のみの郷』が開店、式典には地元関係者らが出席、

能古見保育園などのアトラクションで花を添えました。

　韓国 高興郡 との交流から２０年あまり、その間毎年通訳をしていた
こふんぐん

だいた 李夕湖 氏（百済史では著名な歴史家）。この子女２人は無形文
イ・ソッコウ

化財の師を持ち、大統領の就任式で演奏するなど 伽耶琴 の名奏者で
か や ご と

あります。この度、鹿島での演奏会のためだけに来日していただく

ことになりました。

　地元の 雛菊会 の皆さんの演奏とあわせ、この機会にぜひ日韓の琴
ひなぎくかい

の音色をお楽しみください。

と　き　８月８日（土）１５時～１７時

ところ　エイブルホール

演奏者　 李文姫 （無形文化財演奏者）氏
イ ・ ム ニ

　　　　 李水姫 団長及び百済伽耶琴演奏団
イ ・ ス ニ

　　　　鹿島市の「雛菊会」の皆さん

演奏曲　韓国の伝統的な筝曲、ポップス、日本の童謡など

主　催　フォーラム鹿島　　　共　催　鹿島市

問合先　鹿島市企画課　緯（６３）２１０１

日韓『琴の調べ』で文化交流　  百済伽耶琴 演奏会のお知らせ
く だ ら か や ご と

渓　流　広　場寓やまびこ広場寓

入場無料

地元産食材をふんだんに使ったメニューを

ぜひご利用ください!!

営業時間　９時～１８時 （夏季） ９時～１６時 （冬季） 
　　　　　　　　　（食事サービス　１１時～１４時）緯（６４）２００５
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北園 忠治氏（行成）

　平成元年から鹿島市観光協会理事を務められ、昭和６２年から始まっ

た「祐徳植木市」を考案、定着させるなど地域の観光振興に努めると

ともに「桜まつり」等ではカルメラ焼き体験や竹とんぼ教室をボラン

ティアで開催するなど、市の観光発展に大きく寄与した功績により、

市では３人目となる功労者表彰を受けられました。

　佐賀県観光連盟２１年度観光功労者表彰

鹿島小学校防犯ボランティア

　この財団が助成する児童・少年の健全育成や地域防犯活動など熱心

に取り組む県内１１団体のひとつに鹿島小学校防犯ボランティアが選

ばれ、６月４日に行われた県庁での贈呈式には代表して折敷瀬傳さん

（中牟田）が出席、贈呈書を手渡されました。

　ニッセイ財団生き生きシニア活動顕彰

団体優勝　能古見小学校

　６月２７日、鹿島地区安全協会主催の標記大会には、市内外の小学

５・６年生でつくった１０チーム５０人が出場、団体の部で能古見小学校

が優勝しました。同校が地区代表として出場した７月１８日開催の県大

会では、５位入賞と見事な成績を収められました。

　第４３回交通安全子供自転車鹿島地区大会

紹介 受賞おめでとうございま受賞おめでとうございますす

峰松政男 氏（浜新町）

　昭和６０年から平成２０年３月までの２２年７カ月の永きにわたり、民生

委員・児童委員として地域に密着した活動を行い、福祉の増進に寄与

されました。このたび、その功績が認められ特別表彰を受けられまし

た。

　厚 生 労 働 大 臣 特 別 表 彰

　イベントや色鮮やかな船出など見ど

ころいっぱい!

　皆さんお揃いでお出かけください。

と　き　８月９日（日）　少雨決行

　　　　潤夏まつり　　　 １８時３０分～

　　　　潤おしまさん詣り ２２時３０分～

ところ　七浦海浜スポーツ公園

夏まつりアトラクション

　潤園児による出し物　１８時５０分～

　潤龍宿浦面浮立　　　１９時２５分～

　潤七浦盆おどり　　　２０時～

　潤お楽しみ抽選会　　２１時１５分～

問合先　同実行委員会事務局（七浦公民館）

　　　　緯（６２）８３２５ 鉦 浮 立 の 競 演

－納涼ふるさと七浦夏まつり－

（写真左より敬称略）副島　将平（本城）・吉武　雄大（南川）・有森　光（川内）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　栗山　拓己（貝瀬）・高田　翼（山浦）・森田　富紹（中川内）
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Ａ：どうしたの？

Ｂ：ちょっと早めに降り出したけど、今は

　　かなり激しく降っているよ。

　　レインコート着れば良かったなぁ～

Ａ：ははは　そうだね　そうすれば良かったね。

A:

B:

A:

　　～It's  coming  down ～
今月のキーフレーズ

トゥリーサ先生
　雨が激しく降っていることを『It's coming down』と言います。
　ひどい雨の日に英語を話す友達に使ってみるといいですね。

　　　　どしゃ降りの雨の中、びしょ濡れでアパートに帰った

　　　　あなた（Ｂ）と友人（Ａ）の会話です。

№４５

What happened to you?

It was only raining a bit earlier , but now
it's really coming down.  I should've
worn a raincoat.

Haha! Yeah,you should've.

　夏場、ペットボトル飲料を手にする機会も増えると思いますが、
今回はペットボトルの出し方についてお話します。
　「ペットボトルは中身をすすいで、ふたを外して出してくださ
い。」とお願いしていますが、次のものはリサイクルできませんの
でご注意ください。このようなものを出す際は、「もえるごみ」の
袋に入れてください。

ペットボトルの出し方について（おさらい）

リサイクルできない事例【写真】
①食用油が入っていたもの
②中が汚れているもの
③中に異物（ラベル等）が入っているもの
④加工したもの
⑤マジックで落書きされたもの

ペットボトル追加収集のお知らせ

　回覧板でもお知らせしましたが、6月より

実施している、夏期限定でのペットボトル収

集日の追加については次のとおりです。

西部地区

（鹿島・能古見・北鹿島）

東部地区

（古枝・浜・七浦）

３１日（月）２８日（金）８月

３０日（水）２９日（火）９月

３０日（金）２９日（木）１０月

No.８４

 ①　②   ③  　④ 　⑤
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　戦没者を追悼し平和を祈念するた

め、次の日時に1分間のサイレンを

鳴らします。黙とうをお願いします。

　煙８月６日（木）　８時１５分

　　【広島市原爆被爆の日】

　煙８月９日（日）　１１時２分

　　【長崎市原爆被爆の日】

　煙８月１５日（土）　１２時

　　【終戦記念日】

問合先　財政課

　　　　緯（６３）２１１４

 

　この手当は、中度以上の障害があ

る在宅の２０歳未満の児童を監護・養

育する保護者などに対し支給されま

す。また、これに該当する子どもが

いる母子家庭には児童扶養手当と併

給して支給されます。

　該当する人はご連絡ください。

支給制限

潤児童が施設に入所している場合

潤児童が障害を支給事由とする公的

　な年金を受給している場合

潤受給者の所得が一定額以上の場合

支給期間

潤児童が２０歳に到達する月まで

その他

　現在この手当を受給中の人は毎年

現況届が必要です。現況届の期間が

決まっていますので、受給者には個

別に通知します。

問合先　　福祉事務所社会福祉係

　　　　　緯（６３）２１１９

おお知知ららせせ
戦没者追悼のため
サイレンを鳴らします

特別児童扶養手当
のお知らせ

 

　いつ起こるかわからない地震に対

する備えとして地震に強い家づくり

を進めていくためには、現在お住ま

いの建物が、地震に対して安全かど

うかを知ることが重要です。

　鹿島市では木造家屋の耐震診断に

係る費用の一部を助成しています。

　ぜひ、ご活用ください！

補助要件　昭和５６年５月３１日以前に

　　　　　着工された木造住宅

補助金額　建物の延べ床面積 × 　

　　　　　1,000円／㎡ × 2／3

問　合　先　まちなみ建設課 施設管理係

　　　　　緯（６３）３４１５

 

　九州電力では、下記のホームページや

携帯メールサービスにより台風等非常

災害時の停電情報を提供していますの

で、ご利用ください。

※突発的な停電の際には、この情報はご

確認いただけません。

潤携帯電話版ホームページ

http://kyuden.jp

潤九州電力のホームページ

http://www.kyuden.co.jp

問合先　九州電力株式会社 武雄営業所

　　　　緯０１２０（９８６）３０４

住まいの耐震診断
してみませんか?

台風時の停電情報
を確認できます

 

　県内への就職促進を図り、県内企

業の人材確保と若年労働力を確保す

るために就職面接会を開催します。

　県内で就職を希望される方はぜひ

ご参加ください。

と　き　８月１２日（水）　１３時～１６時

　　　　　（受付　１２時～１４時３０分）

ところ　マリトピア（佐賀市）

対象者　

　潤佐賀県内へのＵターン就職を希

　　望される方

　潤大学・短大・高等専門学校・専

　　修学校等を平成２２年３月卒業予

　　定の学生および平成２１年３月卒

　　業者のうち未就職者

　潤県内で就職を希望される方

内　容

　企業ごとにブースを設け、企業と

　対象者との面接・相談を行う。

参加企業　５０社（予定）

問合先　県雇用労働課

　　　　緯０９５２（２５）７３１０

SAGA就職面接会
を開催します

　平成２１年６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２件３０,０００円６月８日

弔　慰
供花１件１５,０００円６月１５日

故人へのお供物１１,６００円６月１５日

香典１件１０,０００円６月２４日

第５４回鹿島市観光協会通常総会５,０００円６月３日

祝　儀 鹿島市大字重ノ木協議会３,０００円６月４日

鹿島機械金属工業会通常総会５,０００円６月５日

釜山外国語大学校歓迎交流会用ワイン代(１５本)１５,０００円６月５日
接　遇

釜山外国語大学校交流会用フルーツ代１４,０００円６月７日

鹿島ガタリンピック合同歓迎会出席者負担金３,０００円６月６日

会　費 東京佐賀県人会１０,０００円６月２２日

青木幸平氏叙勲受章祝賀会７,０００円６月２７日

稲荷羊羹８箱　関西佐賀県人会へ提供１０,１６０円６月１２日その他

１３８,７６０円合　計

平成２１年６月
市長交際費支出状況表

市税集合徴収分の

第３期の口座振替日は

８月３１日（月）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）
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　本年９月から１１月までの３ヵ月間

にわたり、平成２１年全国消費実態調

査が実施されます。

　この調査は、近年の我が国の経

済・社会が人口の高齢化、サービス

産業の増大、高度情報化等により多

様化している中で、国民生活の実態

を家計面から明らかにするために行

うものです。調査の結果は、経済・

社会施策の基礎資料として、また、

消費・経済分析の貴重なデータとし

て広く利用されます。

　調査内容は、主に家計簿を記入し

ていただくことです。

　調査員が皆様のお宅に伺いました

ら、調査の趣旨をご理解いただき、

ご協力をお願いします。

問合先　企画課情報統計係

　　　　　　　　緯（６３）２１０１

 

　結婚５０周年を迎えられるご夫婦を

祝福する「第１５回佐賀新聞金婚さん

表彰」を9月の敬老月間に行います。

　参加希望のご夫婦はぜひお申し込

みください。

と　き　９月１６日（水）　１０時～

ところ　エイブル

対　象　昭和３４年ご結婚のご夫婦

内　容　表彰状・記念品の贈呈や記

　　　　念写真提供、新聞紙面での

　　　　紹介（希望者）

参加費　無料

申込期限　8月18日（火）

申込・問合先　佐賀新聞社　事業部

　　　　緯０９５２（２８）２１５１

 

　（財）日本遺族会では、戦没者の遺

児を対象に旧戦域を訪問、慰霊追悼

を行うとともに同地域の住民と友好

親善を目的とする慰霊友好親善事業

を実施しています。本年度は、中国な

ど１６地域について実施予定です。

参加費(賛助金)　一律１０万円（沖縄５万円）。

申込・問合先　佐賀県遺族会

　　　　緯０９５２（２３）４４９０

統計調査にご協力ください
-全国消費実態調査-

「佐賀新聞金婚さん表彰」
に申し込みませんか?

戦没者遺児による慰霊友好
親善事業を行っています

 

　協会けんぽとは中小企業等で働く

従業員やその家族の皆様が加入され

ている健康保険のことです。

　平成２１年９月分（１０月納付分）から

佐賀県の健康保険料率が、８．２５％に

変わります。任意継続被保険者の方

は、平成２１年９月納付分（９月１０日納

付期限分）から変わります。

対象者

協会けんぽ佐賀支部に加入されてい

る被保険者

問合先

全国健康保険協会（協会けんぽ）佐賀支部

緯０９５２（２７）０６１２

 

　『建退共制度』は、建設現場で働く

人のために『中小企業退職金共済法』

という法律により国が作った退職金

制度です。

　事業主は、現場で働く労働者の共

済手帳に働いた日数に応じて掛け金

となる共済証紙を貼り、その労働者

が建設業界で働くことをやめたとき

に建退共から退職金を支払うという、

いわば業界全体での退職金制度です。

加入できる事業主　建設業を営む人

対象となる労働者　建設業の現場で働く人

掛け金　日額３１０円

問合先　建退共佐賀県支部

　　　　緯０９５２（２６）２７７８

 

　各大学、大学院、短期大学別に相

談コーナーを設け、希望する大学の

教職員から講義内容・学習方法・受

講手続き等について直接相談を受け

ることができます。（入場無料）

と　き　９月６日（日）１１時～１６時

　　　　参加申込不要・入退場自由

ところ　エルガーラホール８階

　　　　（福岡市中央区天神１-４)

対　象　一般および高校生

参加校　４２校

問合先　（財）私立大学通信教育協会

　　　　緯０３（３８１８）３８７０

　　　　http://www.uce.or.jp/

協会けんぽの
健康保険料率が変わります

知っていますか？
『建退共制度』

大学通信教育秋期
合同入学説明会を開催

 

　なかいけ庵よらんねでは、作品展・

写真展などの『まちかどギャラリー』

を定期的に開催しています。

　まちなかにお越しの際はよらんね

でひと休みしてみてはいかがですか。

　ギャラリーのほかにも気軽に参加

できる体験教室やイベントなどを企

画中です。

　また、展示・イベント等館内の空

きスペースをご利用いただけます。

　詳しくはお問い合わせ下さい。

建よらんねイベント案内建

ことじ保育園による

『おはなしの国～読みがたり』

と　き　８月２２日（土）14時頃～

問合先　なかいけ庵よらんね　井上

　緯０５０（３４３２）９７１１

 

怯蟻尾山ナイター陸上競技記

　録会に出場しませんか？
と　き　８月２２日(土)１３時～

ところ　蟻尾山陸上競技場

対象者　小学４年生以上

参加料　小学生１００円　中学生以上２００円

申込先　鹿島市体育協会（陸上競技場事務室）

　　　　毎週火曜定休日

締　切　８月７日（金）

怯陸上競技

　　　審判講習会を行います
　興味がある人は気軽に参加して下さい。

と　き　８月５日（水）１９時～

ところ　古枝公民館２階会議室

受講料　無料

怯県体（陸上競技）の練習へ

　　　　　　参加しませんか？
　気軽にご参加ください。

と　き　８月３日（月）１８時～２０時

ところ　蟻尾山陸上競技場

内　容　県体種目の案内・練習等

問合先　同協会　峰松

　　　緯０９０（４４８５）４８４１

なかいけ庵よらんねを
ご利用ください

鹿島市陸上競技協会
からのお知らせ
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　県内の図書館で本を借りて、スタ

ンプを５個集めると、抽選で図書

カードが当たります。鹿島市民図書

館もキャンペーン参加図書館です。

期　間　５月１日～平成２２年２月２８日

抽　選　年４回（６月・９月・１２月・３月）

記念品　１回につき

　　　　　３,０００円の図書カード ×２０人

　　　　　１,０００円の図書カード ×１００人

問合先　県社会教育・文化財課

　　　　緯０９５２（２５）７３５８

 

　鹿島高等学校の正門である鹿島城

赤門の建立２００年を記念して販売し

ている「赤門携帯ストラップ」（限定

１，０００個）もおかげさまで、残り１００個

を切りました。

　このストラップの売上げは赤門の

修復費用に充てられることになって

います。記念品、お土産、プレゼント

としてお買い求めください。

金　額　１個　１，０００円

販売所　商工観光課（市役所２階）

　　　　鹿島観光物産センター

　　　　　　　　（肥前鹿島駅構内）

問合先　鹿島城赤門２００年記念事業　　　

　　　　　実行委員会事務局（市商工観光課）

　　　　緯 （６３）３４１２

　　　　ＦＡＸ（６３）２３１３

『使おうビッグライブラリー』
スタンプキャンペーン

「赤門携帯ストラップ」
好評発売中！

 

 

募集期間　8月３日（月）～１４日（金）

開催日時　8月２４日（月）～２８日（金）

　　　　９時３０分～１６時３０分

会　場　のごみふれあい楽習館　

共　催　労働局、佐賀県、鹿島市

申込・問合先

　地域就職支援事業受託団体

　㈱ジェピック　地域就職支援事業担当

　　緯０９５２（３８）２３２３

　　　　　　　(９時～17時まで)

　

 

　高齢者の特性や豊富な経験を生か

した介護実技、調理実習などの実践

的なカリキュラムを設定し、訪問介

護サービス提供の基本や保健福祉の

制度、衣食住にわたる家事援助等の

講習（講義・実習）を開催します。

と　き　１０月２、６、７、８、９日

ところ　エイブルほか

対象者　６０歳前半の人

定　員　２０人（参加費無料）

問合先　市シルバー人材センター

　　　　緯（６３）０９７０

講講習習会会・・教教室室
コールセンタースタッフ
養　成　講　座

シルバー人材センター
-家事・介護スタッフ講習-

 

と　き　９月４日～１０月９日 １４時集合

　　　　（毎週金曜日・全６回開催）

ところ　武雄ボウリングセンター

対　象　一般25人（６０歳以上の人歓迎）

参加費　１,０００円（ゲーム料・指導料含む）

　　　　　※貸靴代別途必要

指導者　下田順子プロ（B級ライセンス取得）

後援・協力　鹿島市体育協会・武雄ボウリングセンター

申込先　同愛好会緯０９０（９４９２）６７６２

 

　スポーツライフ・鹿島に入会する

と体験教室に無料で参加できます。

　ぜひ入会されて健康づくりにお役

立てください。

怯体験教室

　①バランスボール体操教室

　期間　９月～１月　毎月１回/第２金曜

　時間　１４時～15時

　場所　エイブル３階

　②アーチェリー教室

　期間　９月～2月　毎月第２・4土曜日

　時間　１6時～１８時

　場所　市民武道館

　③ゴルフ教室

　期間　９月～11月　毎月第1・3土曜日

　時間　１5時～１6時30分

　場所　サンゴルフガーデン

　④硬式野球体験教室

　期間　９月～11月　毎週土曜日

　時間　１6時～１８時

　場所　市民球場及びサブグラウンド

入会費　[新規］個人１,５００円　家族２,５００円

　　　　[継続］個人１,０００円　家族１,５００円

申込・問合先

スポーツライフ・鹿島　事務局

（鹿島市体育協会内）緯（６２）３３７９

鹿島ボウリング愛好会主催
-初心者ボウリング教室-

スポーツライフ・鹿島
体験教室の案内
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　『特定保健指導』従事者の養成講座

を開催します。

研修日

潤Ａコース（短期集中コース）

　　毅１０月１０日（土）

　　毅１０月１１日（日）

　　毅１０月１２日（月）

潤Ｂコース（休日コース）

　　毅１０月２５日（日）

　　毅１１月１日（日）

　　毅１１月７日（土）

時　間　１０時～１７時

ところ　佐賀県総合保健会館

受講対象　保健師・管理栄養士等

定　員　各コース５０人

受講料　無料

申込期間　８月１日～８月３１日

問合先　佐賀県総合保健協会

緯０９５２（２５）２３２０

 

　統計知識の普及と統計の表現技術

の向上を図るため、小中学生・高校

生・大学生及び市民の皆さんから、

統計グラフ佐賀県コンクールの作品

を募集します。皆さん奮ってご応募

ください。応募用紙規格など詳細に

ついては市内小中学校・市役所企画

課に設置の応募要領をご覧ください。

応募締切　９月３日（木）必着

問合先　企画課情報統計係

　　　　緯（６３）２１０１

募募 集集
特定保健指導研修
受講生募集

統計グラフコンクール
作品募集！！

 

　雇用・能力開発機構佐賀センター

では、平成２１年１０月期の受講生を募

集します。詳細はお問い合わせくだ

さい。

対象者　雇用保険受給資格者等

入所日　１０月２日（金）

時　間　月～金曜日

　　　　９時３０分～１５時４０分

　　　　※機械加工技術科のみ

　　　　　　　　９時３０分～１６時３５分授業の日あり

締　切　９月４日（金）

申込先　ハローワーク鹿島

その他　毎月、職業訓練説明会を実

　　　　施しています。。

問合先　同センター

　　　　緯０９５２（２６）９５１６

 

　入居予備者は、抽選により選考し

ます。詳細はお問い合わせください。

対象団地　鹿島市・武雄市・大町地区（全１１団地）

申込書　９月３日（木）から配布（日曜日を除く）

受付期間　９月７日（月）～１１日（金）９時～１８時まで

抽選日　９月１７日（木）武雄総合庁舎２階

受付・問合先

　　　　指定管理者　川原建設（株）武雄管理室

　　　　緯０９５４（２６）０５２２

職業訓練
受講生募集

県営団地
入居予備者を募集します

 

　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

　鴨８月２０日（木）　１４時～１６時

　　職業ふれあいセミナー

　　夢と勇気をもとう！『電気工事業』

　　講師：堤　和之氏

　鴨８月２７日（木）　１４時～１６時

　　自分みがきセミナー

　　『面接突破には、第一印象が勝負！』

　　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

 

　ＪＡや鹿島市等で構成する『ＪＡ

さが佐賀みどり果樹産地協議会』で

は、みかんの摘果や収穫などの農作

業に従事していただける、みかん作

業支援ヘルパーさんを募集していま

す。作業をしていただく前には講習

会も開催されますので、初心者でも

安心してご参加いただけます。

　鹿島市の主力農産物の一つである、

みかん産業の発展のため取り組んで

います。農作業に興味のある皆様か

らのご連絡をお待ちします。

ヘルパー雇用に関する問合先

　ＪＡさが佐賀みどり支部鹿島営農事業所

　果樹課（浜町みかん選果場内）

　緯（６２）２１４５

若者自立支援セミナーの
受講生を募集します

みかん作業支援
ヘルパーさん募集

定員募集訓練科

１８テクニカルオペレーション科

１２機 械 加 工 技 術 科

１８金 属 加 工 科

１８電 気 設 備 科

１８住宅リフォーム技術科

２４建 築 Ｃ Ａ Ｄ 科
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　剣の道を通して、いろんなことを

学んでみませんか。
厳しいこと・うれしいこと・苦しいこと・楽しいこと

募集対象　小学1～6年生
（明倫小学校の児童以外も可）

練習日　月・水・金曜日

時間帯　１８時３０分～２０時

場　所　明倫小学校体育館

その他　見学自由（気軽にお越しください）

問合先　溝口

　　　緯０９０（８４０８）５６８１

 

 

　今年も８月７日・８日の両日、ス

カイロード・さくら通り両商店街を

会場に開催されます。活気ある場内

の生演奏や実況、踊り手の熱い共演

を皆さんもぜひ会場でお楽しみくだ

さい。

問合先　鹿島おどり実行委員会

　　　　緯（６３）３２８２

明倫舘少年剣道クラブ
部員募集

イイベベンントト
ヤッサ　ヤッサ

第4６回鹿島おどり

 

　恒例の志田病院夏まつりを開催し

ます。楽しい催しものや屋台をたく

さん揃えています。皆さんぜひお越

しください。

と　き　８月２９日（土）　１６時～

ところ　当院リハビリセンター前

　（雨天時はリハビリセンター１階）

内　容　

煙めぐみ太鼓アトラクション

煙お楽しみ抽選会　ほか

問合先　志田病院夏祭り実行委員会

　　　　緯（６３）１２３６

 

 

　相談を希望される人は、事前に福

祉事務所へ予約をしてください。

　時間は予約受付後本人へ連絡します。

予約先　福祉事務所社会福祉係

　　　　緯（６３）２１１９

怯佐賀県知的障害者更生相談所

　による巡回相談

　１８歳以上の知的障害をお持ちであ

る人に関する相談を受け付けます。

　また、療育手帳の再判定も行います。

と　き　８月１１日（火）

ところ　エイブル内保健センター
　

怯佐賀県身体障害者更生相談所

　による巡回相談

　整形外科・耳鼻咽喉科の指定医師

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　９月４日（金）

ところ　エイブル内保健センター

志田病院夏祭り

相相 談談
障害者更生相談所
巡回相談

 

 

　『責任技術者』は、下水道排水設備

工事を施工する指定工事店として指

定を受けるために必要な資格です。

試験日　１０月７日（水）

受験料　５,０００円

受験講習　９月２５日（金）　佐賀市文化会館

受講料　３,０００円

　　　　別途、販売元より直接購入した

　　　　テキスト（２,５００円）が必要

受験案内配布　８月３日（月）～２１日（金）

受付期間　８月３日（月）～２１日（金）

受験資格　次のいずれかに該当する人

　潤高校（旧制中学）以上の土木

　　　工学科等を卒業し、排水設備

　　　工事等の設計または施工に関

　　　し、２年以上の経験を持つ人

　　潤高校（旧制中学）を卒業し、

　　　排水設備工事等の設計または

　　　施工に関し、３年以上の経験

　　　を持つ人

　　潤排水設備工事等の設計または

　　　施工に関し、５年以上の経験

　　　を持つ人

試験科目　下水道に関する一般知識及

　　　　び排水設備に関する法令・

　　　　事務手続き・設計・施工並び

　　　　に維持管理について

その他　受験申込手続きや手数料に

　　　　関する詳細は、受験案内を

　　　　ご覧ください。

　　　　昨年から合格証の有効期間

　　　　が５年になっています。

問合先　環境下水道課下水道係

　　　　緯（６３）３４１６

試試験験・・採採用用
排水設備工事責任技術者

資格試験
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保健センター予防係

緯（６３）３３７３

熱中症に気をつけましょう！
気力・体力を充実させて、
夏を楽しみましょう！８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

煙母子健康手帳
　エ
イ
ブ
ル
1
階

　
　保
健
セ
ン
タ
ー

１３：１０～

１３：３０

２６日
（水）

平成２１年
　４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

２７日
（木）

平成２０年
　１月生まれ

１歳６ヵ月児

煙身長測定　煙育児相談　煙尿検査
煙小児科医の診察　煙歯・目・耳の検査　

煙母子健康手帳
煙問診票　煙尿

　６日
（木）

平成１８年
　１月生まれ

３歳６ヵ月児

怯　乳幼児の健康診査

※１　５日（水）、１１日（火）は、北公園ジャブジャブ池で遊びます。暑さ対策を！　現地集合・解散です。
※２　２６日（水）、２８日（金）は、嬉野市塩田町の『楠風館』の芝生でシャワー遊び♪タオル・着替えの準備を！
　　　その後はゆっくり手作りティータイム。（１家族１００円）
※３　２１日（金）の合同サークルには市内学童保育の児童も合流、参加します。みんなで弾き語りと朗読で素敵な
　　　いやしのひとときを過ごしましょう。

怯　子育て支援
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５・１２・１９・２６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５・１９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１８日（火）離乳食教室

エイブル１階
子育て支援センター
　緯（６３）０８７４

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

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

チャップンご機嫌竃１１日（火）※１
よちよちサークル

わぁ！いい気持ち♪２６日（水）※２

おさかなみたいに竃５日（水）※１
のびのびサークル

バンザイ！お日さま♪２８日（金）※２

エイブルホール（２階）

問合先 子育て支援センター

よちよちサークル、のびのび
サークル、放課後児童クラブ

１３：３０～１４：００
（１４時開始）

童遊おんがく会２１日（金）※３合同サークル

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。
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
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８月

 葉月 
はづき

１日（土）　海の森下刈り作業（矢答国有林）
　　　　　　　　　　　　市役所前集合　　　８時～
１日（土）　祐徳夏まつり　　祐徳稲荷神社周辺
２日（日）　市子連球技大会
　　　　　　　　　祐徳グラウンドほか　８時１５分～
７日（金）・８日（土）　第４６回鹿島おどり【P.１６参照】

　　　　　　　中心商店街ほか　１９時３０分～
９日（日）　市内中学校音楽会サマーコンサート【P.６参照】
　　　　　　　　　　　　　　市民会館　１３時３０分～
９日（日）　第25回納涼ふるさと七浦夏まつり【P.１２参照】
　　　　　　　　七浦海浜スポーツ公園　１８時３０分～
１６日（日）　市消防団夏季訓練
　　　　　　　　　　　祐徳グラウンド　７時３０分～
２１日（金）　同和問題講演会【P.５参照】

　　市民会館　開演１４時～
2２日（土）・2３日（日）　第２回えいぶる事業 なつかしの映画・上映会

　　　　　　　　　エイブルホール　９時開場
2５日（火）～2８日（金）　第2５回鹿島ドリームシップ　沖縄
２７日（木）　家計簿のつけ方勉強会
　　　　　　　　　　のごみふれあい楽習館　１０時～
２７日（木）　第３回鹿島市人権学習会　エイブル２０時～
２９日（土）　２４時間ＴＶ街頭募金　市内各地

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

 

当番薬局在宅当番医月　日

おおぞら薬局中村医院　緯（６３）９２３４８/２（日）

アルナ鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７８/９（日）

前山薬局吉田病院　緯（６２）３２０３８/１６（日）

ミズスカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５８/２３（日）

西牟田薬局別府整形外科　緯（６３）３０６３８/３０（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

無料法律相談(市民優先)　※１１日市民会館２階、２７日は市役所５階
　１１日（火）　受付１３時～　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始
　２７日（木）　受付９時３０分～（先着６人）　１０時開始
人権相談　市民会館２階
　４日（火）　１０時～１５時
成人健康相談　保健センター
　５日（水）　９時３０分～１０時３０分
消費生活相談　市民会館１階サロン（２１日のみ同２階第５会議室）
　３・１０・１７・２４・３１日（月）、７・１４・２１・２８日（金）
　　１０時～１２時、１３時～１６時３０分

発達障害児（者）専門相談　

　５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
障害児地域療育支援巡回相談（言語訓練）
　２７日（木）　１３時３０分～１６時　福祉事務所相談室
知的障害者更生相談所巡回相談【P.１８参照】
　１１日（火）　事前予約制　エイブル
厚生年金・国民年金相談　市民会館１階サロン
　４・１８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
　５・１２・１９・２６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

吉牟田水道工事店　　緯（６３）４４９７
鹿島設備工業所　　　緯（６３）３２２８
山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
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

　１日（土）
　２日（日）
　８日（土）
　９日（日）
１３日（木）
１４日（金）
１５日（土）
１６日（日）
２２日（土）
２３日（日）
２９日（土）
３０日（日）
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扱
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圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
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圧
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水道の開始・中止には

手続きが必要です
　引っ越しなどにより新しく水道を使用したいときや

使用をやめたいとき、使用者を変更したいときなどは、

水道課への届け出が必要です。異動の前日までに水道課

窓口までお越しください。

　※土・日・祝日・年末年始は業務を行っていないため事

前に手続きが必要となります。平日に都合がつかれない

人は下記までお問い合わせください。

問合先　　水道課管理係　緯（６２）３７１８

（８月分）
１・８・１５・２２・２９日（土）
２・９・１６・２３・３０日（日）

市役所
保健センター

３・１０・１７・２４・３１日（月）
２７日（木）

市民図書館

３・１０・１７・２４・３１日（月）
エイブル
生涯学習センター

４・１１・１８・２５日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館


