
　８月１０日、株式会社アイ・シー・アール（本社：名古屋市）

および佐賀県、鹿島市の３者による進出協定締結式が

行われました。今回の進出は、事務管理業務の一部と

コールセンター部門の移転を目的としており、９月初

旬にはハローワークを通じて従業員の募集が行われる

写真

企業進出協定締結式

平成２１年７月３１日現在

市の市の木木 市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい

予定です。現在、就職活動中の方や市内での就職を希

望されているご家族やご親類がいらっしゃる方、ぜひ

この機会にコールセンターへの就職を検討されてはい

かがでしょうか。

問合先　商工観光課　緯（６３）３４１２

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯４＋人１７＋世帯１０,５６２人３１,８０３

世帯３＋人１３＋世帯　５,１３２人１４,２６４鹿　　島

世帯３－人１－世帯　１,１７２人  ３,９４２能　古　見

世帯２＋人７＋世帯　　　９９５人  ３,２５８古　　枝

世帯１＋人２－世帯　１,０６０人  ３,２８６浜

世帯２＋人３＋世帯　１,２２０人  ３,７４２北　鹿　島

世帯１－人３－世帯　　　９８３人  ３,３１１七　　浦

人１３＋人１４,９３５男

人４＋人１６,８６８女

No.98No.9899

～主な内容～
平成２０年度決算の状況・・・・・・・・・・・・・・２～３
特集　敬老の日　ほか・・・・・・・・・・・・・・・・４～５
愛犬フォトコンテストを開催　ほか・・・・・・・・６
自殺予防週間　ほか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
エイブルに行ってみよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・８
みんなの安心介護保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９
９月の健康・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０～１１
トピックス　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
受賞おめでとうございます　ほか・・・・・・・・・・・１３
こんなときこのひとこと　ほか・・・・・・・・・・・・・１４
今すぐやろう温暖化対策　ほか・・・・・・・・・・・・・１５
情報掲示板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６～２２
９月の子育て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３
くらしの情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４
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決算収支歳出歳入会計区分

７億　８９１万円１１９億　１９０万円１２６億１０８１万円一般会計（地方財政状況調査）

４７５万円２０億３４０７万円２０億３８８２万円公共下水道事業

特
別
会
計

０万円１４８１万円１４８１万円谷田工場団地造成・分譲事業

（赤字）△３億１７９１万円４２億７１４９万円３９億５３５８万円国民健康保険事業

（赤字）△６２０万円　４億３１１５万円４億２４９５万円老人保健事業

１４５万円３億２６０８万円　３億２７５３万円後期高齢者医療事業

　平成２０年度の各会計別の決算状況は、一般会計は黒字でしたが、国民健康保険事業特別会計と老人保健事業

特別会計が赤字決算となりました。これらの決算は９月市議会に提案し、市議会決算審査特別委員会での審査を

経て、１２月市議会で決算認定（適否）の採決が行われます。　 　　　　問合先　財政課　緯（６３）２１１４

怯一般会計決算の状況（構成）

怯指標でみる財政事情

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００００年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算ののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状状況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況況年度決算の状況をををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを
　　　　　おおおおおおおおおおおおおおおおおおおお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せせせせせせせせせせせせせせせせせせせしししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままま知らせしますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす

平成１８年度平成１９年度平成２０年度主な指標と説明

９５．３％９３．９％９４．２％

財政構造の弾力性（余裕）を示し、低いほど余裕がある。市税
や地方交付税など毎年入ってくる財源がどのくらい自由に
使えるかの指標。公債費（△0.1％）は順調に減少したが、公
民館指定管理に伴う物件費の増、一部事務組合負担金の増
等により、0.3ポイントの指標悪化となった。

経常収支比率

０．４４１０．４４２０．４４３

市町村の財政力（自前で調達できる財源）を示す指標で、

1.000に近いほど財政に余裕がある。鹿島市の税収は堅調

で一定水準を確保しているので、更に自主財源の充実を目

指す。

財 政 力 指 数

１２．２％１２．０％１１．６％

市町村の標準的な一般財源の規模を「標準財政規模」といい、

これに対する公債費の割合で、現在の借金額が妥当か判断

する数値。18年度が公債費のピークであったため、今決算

では0.4ポイントの改善となった。

起債制限比率

１８．６％１８．５％１８．１％

起債制限比率に公共下水道など公営企業や衛生施設組合な
ど一部事務組合も含めたもの。18％以上で適正化計画の策
定が必要となり、25％以上で一部借入が制限される。今決算
では、繰上償還を行った結果、0.4ポイントの改善となり、今
後は減少していくものと想定している。

実質公債費比率

怯決算の概要
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　鹿島市の財政構造は、税収は堅調に一定水準を確保し

ているものの、全体としては自主財源の比率が低く(財

政力指数は0.4台で推移)、地方交付税（国の交付金）

や国県の補助金等に依存する形になっています。歳出

面では、少子高齢化対策、道路整備、公共下水道事業な

どの都市基盤整備、さらに基幹産業である農林水産業の

活性化対策、学校施設の改修などで、今後も引き続き財

政需要の増加が見込まれます。

　鹿島市一般会計では、行財政改革の成果もあり、平成

１２年度以降、財政調整基金（貯金）の取崩しをするこ

となく財政運営を行っております。

また平成１２年度のピーク時には１３８億円あった市

債（借入金）残高は、平成２１年度末で、９４億円に減

少する見込みです。返済金の金額を国からの交付金で

まかなえる「臨時財政対策債」を除けば、実質６５億円

の市債（借入金）残高になると見込んでいます。この

６５億円に対して、５４．２％（Ｈ２０決算）は国からの

交付金が見込めますので、市の自主財源で返済する金額

は、実質的には３０億円程度となります。

怯平成２０年度の主な目的別予算配分（決算額、構成比）

学校教育・

生涯学習

１１億４１０１万円

１０％

商工観光・

雇用対策

 ３億４８１３万円

３％

福祉・衛生

４３億８６９６万円

３７％

議会・総務・

消防

２０億８２７６万円

１８％

怯財政の現状と今後の展望

土木・建設

１２億４２０３万円

１０％

農林水産業

の振興

１１億１４７４万円

９％
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　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

ひとりが様々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。

みんなで祝いましょう

祝

敬老の日

　　　　すこやか長寿祭

怯 第３９回鹿島市老人クラブ大会

と　き　９月１５日（火）　９時～１５時

ところ　市民会館大ホール

内　容　

　潤式典および講演　９時～１２時

　潤演芸交流会　　　１３時～１５時

怯 趣味の作品展

と　き　９月１４日（月）～１５日（火）　

ところ　市民会館ホワイエ

応募資格　市内在住の６０歳以上の人

　　　　　（グループ出品可）

応募方法　作品を出品したい人は次の

　　　　要領で応募してください。

部　門　絵画・写真・工芸・手芸など

受　付　８月３１日（月）～９月１１日（金）

　　　　※土、日、祝祭日を除く

怯囲碁大会

と　き　９月７日（月）９時～（時間厳守）

ところ　福祉会館１階和室

参加資格　市内在住で６０歳以上の人

参加費　１,２００円（昼食代含む）

怯 スポーツ大会

と　き　１０月７日（水）※雨天順延　

　　　　８時３０分～１２時３０分

ところ　中川公園グラウンド

問合先　鹿島市老人クラブ連合会事務局　緯（６２）３３９０

鹿島市高齢者憲章

　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。

－　平成１８年３月制定　－

怯敬老行事
　この日を中心に各地区や各部落で敬老行事が行われますので、

積極的にご参加ください。

怯敬老の日関連事業
　市では、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

　県より、今年度で１００歳になる人に祝品が贈られます。

　また、市より８８歳と１００歳以上の人に祝金が贈られます。

　（それぞれ県内・市内に１年以上住所を有する人）

問合先　保険健康課長寿社会係　緯（６３）２１２０

　 敬 老 行 事 の 場 所 と 日 程　

各部落ごとに開催鹿　島

各部落ごとに開催能古見

９/２３　１０時～祐徳稲荷神社参集殿古　枝

９/１３　１０時～臥竜ヶ岡体育館浜

９/２３　１０時～北鹿島体育館北鹿島

９/２１　１０時～七浦海浜スポーツ公園七　浦
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※　サービスによって、事前に訪問調査を行い、利用できるか判定が必要になります。

　　また、介護保険サービスとあわ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。

高齢者福祉サービスの紹介
怯高齢者福祉に関する相談・問合先

　市保険健康課長寿社会係　緯（６３）２１２０

　地域包括支援センター　　緯（６３）２１６０

 その他の

 サービス

緊急通報設置

一人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。

愛の一声ネットワーク

一人暮らしの高齢者の人を中心に

ネットワークをつくり、一日一回の

見守りを行います。

 介護が必要な人へ

 お手伝い

高齢者位置検索システム

徘徊行動がみられる高齢者を介護し

ている家族に、高齢者位置検索シス

テム利用時の初期費用を助成します

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を

支給しています

 支援が必要な人へ

 生活へのお手伝い

食生活改善事業（会食）

一人暮らしの高齢者が月１回公民館

等に集まり一緒に食事を作って食べ、

食生活を改善します

軽度生活援助

一人暮らしの高齢者、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

外出支援サービス

車イスや補助具を使用している人で、

指定された遠隔地域の人に市内の通

院や公共施設への外出を車イス搬送

用の車でお手伝いします

グループリビング

近くに身寄りがなく、自立した高齢

者の人で、一人で生活するのが不安

な人。共同で助け合いながら生活し

てみませんか？

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

族が不在の時、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

一人暮らしの高齢者、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

シルバー人材センターでの活動

様々な経験を生かして働くことによ

り生きがいを見つけてみませんか

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

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

陶芸教室

陶芸を通じて仲間づくり

 元気な人へ

 生きがいづくり、

 介護予防への支援 シルバー人材センターでの活動

様々な経験を生かして働くことによ

り生きがいを見つけてみませんか

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

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

陶芸教室

陶芸を通じて仲間づくり

　夏休み期間中、鹿島地区民生・児童

委員、主任児童委員（島内健吾代表・

３０人）が地区独自の活動として、鹿島

警察署の指導のもと、子どもたちの安

全を願って、週末の夜、鹿島・明倫校

区に分けて、委員８人ほどで計４回、

夜間パトロールを実施しました。

　これにより、地区の実状を再認識し、

また、委員間の連携が深まり、有意義

な取り組みができました。

鹿島地区の安全に一役！
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　『救急の日』は、救急業務及び救急医療に対して

住民の方の理解と認識を深めていただくことなど

を目的に昭和57年に定められました。

　以来、毎年９月９日を「救急の日」とし、この

日を含む１週間を「救急医療週間」として、全国

各地において救急に関する様々な行事が実施され

ます。

　近年、突然の呼吸、心臓機能停止に対し、一般

市民の方の心肺蘇生法、ＡＥＤの使用による救命

事例が報告されています。この機会により一層の

関心を持っていただくようお願いします。

問合先　鹿島消防署救急係　緯（６３）１１１９

９月９日は『救急の日』
９月６日（日）～１２日（土）は『救急医療週間』

怯応急手当講習会等に関することは

　鹿島消防署救急係緯（６３）１１１９までご相談ください。

あたたかい愛の献血を ！
　救急医療週間の行事の一環として、献血車による献血が

実施されます。皆さんぜひご協力ください。

と　き　9月8日（火）　9時～１３時

ところ　鹿島消防署内　駐車場

寓ＡＥＤ講習会のもよう

　　　我が家のOnlyワンを応募しよう！
　　　　　　　『愛犬フォトコンテスト』を開催
　飼い主と愛犬のふれあいを通じて動物愛護の普及促進

を目的とする、愛犬フォトコンテスト（鹿島藤津地区生

活環境協議会主催）を開催します。

　愛犬のお気に入りの一枚を応募されてみませんか？

応募資格　鹿島・藤津地区にお住まいで現在ご自身で犬

　　　　　をお飼いの方（犬種は問いません）

　　　　　潤プロ・アマは問いませんが、作品は自作・　

　　　　　　未発表のものに限ります。

募集期間　９月１日（火）から１０月３０日（金）必着

募集内容　愛犬の写真（プリント写真Ｌ版または画像データ）

　　　　　潤応募については1人１点まで

　　　　　潤画像データはＪＰＥＧデータ形式

応募方法　①プリント写真（Ｌ版）の場合

　　　　　　市環境下水道課や市ホームページで配布す

　　　　　　る応募用紙に必要事項（犬の名前や紹介文

　　　　　　（１００字以内））などを記入の上、写真を添え

　　　　　　て事務局へ郵送してください。

　　　　　②画像データの場合

　　　　　　市ＨＰよりダウンロードした応募用紙に必

　　　　　　要事項を記入の上、画像データと応募用紙

　　　　　　をメールに添付して送信してください。

審査方法　１１月８日（日）に当協議会が開催する愛犬イベ

　　　　　ント内において掲示し、当日イベント参加者

　　　　　の投票により入賞を決定します。

賞　　品　最優秀賞（１点）・・Ｑｕｏカード　５千円分

　　　　　優　秀　賞（２点）・・Ｑｕｏカード　２千円分

応募に当たっての注意点

　１．応募作品の使用権については、鹿島藤津地区生活

　　　環境協議会に帰属します。

　２．応募作品・被写体等のあらゆる権利は当協議会で

　　　は一切の責任を負いかねます。

　３．作品の掲示にあたり、主催者にて必要最小限の加

　　　工を行うことがあります。

応募・問合先

　鹿島藤津地区生活環境協議会事務局（市環境下水道課内）

　緯（６３）３４１６（土日祝を除く、８時３０分～１７時）

メールアドレス　kankyou@city.kashima.saga.jp

市ホームページ　http://www.city.kashima.saga.jp/

犬の里親希望者募集
　１１月８日（日）の愛犬イベントで『犬の里親探し

コーナー』を設けます。事前に犬の里親希望者の

募集を行いますので、我が家に愛犬がほしい方

の応募をお待ちしてします。

　また、犬を譲りたい方も合わせて募集します。

申込・問合先

　鹿島藤津地区生活環境協議会事務局（市環境下水道課内）

　緯（６３）３４１６（土日祝を除く、８時３０分～１７時）
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心の症状

憂うつな気分

やる気が起こらない

頭のぼんやり感

何も考えたくない

不安・落ち着かない

イライラする・あせる

身体の症状

体のだるさ

眠れない

食欲がない

疲れやすい

気をつけたいうつの症状 家族や周囲の人が気づきやすい症状

毅何にも興味を示さなくなった

毅飲酒量が増えた

毅死にたいなど悲観的なことを言う。

毅てきぱきとやれなくなった。

毅涙もろくなった。

毅以前と比べ、急にやせてきた。

毅習慣化していたことをやらなくなった。

毅朝早く目覚め、イライラしたり、気分の沈みが

　みられる。

こんな症状があったら
潤まず、専門医の診察を受けて正しい診断を受けま

　しょう。一度、精神科か心療内科の専門医に相談

　することが大切です。

潤必要な治療はきちんと受けましょう。

潤ゆっくり休養しましょう。あせりは禁物です。

潤重要な決定は回復まで先延ばしましょう。

　“時間”が解決してくれることもあります。

接し方のコツ
潤ゆっくりとくつろげる環境をつくりましょう。

潤励ましは厳禁です。

潤（本人は気がすすまないのに）気晴らしを勧めるこ

　とはやめましょう。

潤自殺まで考えるほど苦しんでいることがあります。

　そっと寄り添って見守ってください。

潤診察を受ける決心がつかないでいるとき、力を貸

　してください。（ときには家族の決断が必要です。）

佐賀いのちの電話

緯０９５２（３４）４３４３

　　　（年中無休　２４時間）

緯０１２０（４００）３３７

　　　（毎月１日フリーダイヤル）

緯０１２０（７３８）５５６

　　　（毎月１０日フリーダイヤル）

佐賀こころの電話

緯０９５２（７３）５５５６

　　　（月～金　９時～１６時）

杵藤保健福祉事務所

緯０９５４（２２）２１０５

　　　（月～金　８時３０分～１７時１５分）

精神保健福祉センター

緯０９５２（７３）５０６０

　　　（月～金　８時３０分～１７時１５分）

自殺予防・全国精神保健福祉センター

共同キャンペーン電話相談

９月７日（月）～１１日（金）９時～２１時

緯０９５２（７３）５０６０

まずは相談を ！　心の悩み・不安電話相談

ひとりで悩まないで！
９月１０日（木）から９月１６日（水）までは『自 殺 予 防 週 間 です』

問合先　福祉事務所　緯（６３）２１１９

怯下水道の役割

　海や川の汚染原因の７０％は家庭から流れる台所、洗濯、入浴等の生活排水

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
　毅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。）

　毅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。）

　毅川や海がきれいになります。（市街地でもホタルが見られるようになった

　　という声を聞きます。）

　鹿島市のみらい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。また、排水設備の工事につきましては、市の指定工事店へお問い合わせく

ださい。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。

問合先　環境下水道課下水道係　緯（６３）３４１６

９月１０日は
下水道の日
　下水道の全国的な普及を図るため、

１９６１年に『全国下水道促進デー』と

して始まりました。

　９月１０日に定められたのは、下水

道の大きな役割のひ

とつである『雨水の排

除』を念頭に台風シー

ズンであるこの時期

が適当であるとされ

たことによります。
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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

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

　昨年好評だった白根先生の

ブックトーク研修を、今回は２

回に分けて行います。多数の参

加をお待ちしています。

対　象　学校や図書館で読み聞

　　　　かせに取り組まれてい

　　　　る方、自宅でお子さん

　　　　と本を楽しみたい方、　

　　　　本が好きな方など

　　　　初心者の方も大歓迎！

定　員　２０人

講　師　白根恵子先生

　　　　（佐賀女子短期大学）

怯１回目

と　き　９月１２日（土）１４時～

ところ　エイブル２階 音楽スタジオ

怯２回目

と　き　１０月３日（土）１４時～

ところ　エイブル２階 音楽スタジオ

申込・問合先　市民図書館

　　　　　　緯（６３）４３４３

　金子剛氏は鹿島市出身の

画家で、高校の元美術教師。

　高校時代よりさまざまな

美術展で入賞し、先日の「第

７５回記念東光展」では県内

初の「森田賞」を受賞されま

した。油絵・版画等色々な作品を描かれ、７０歳になっ

た今でもさらに上を目指し挑戦する金子氏の情熱

を感じとってください。

　エイブルにお越しの際は、ぜひご覧ください。

期　間…９月６日～１０月３０日

問合先　かしま市民立楽修大学　緯（６３）２１３８

　Jazz界のトップアーティスト 鈴木重子 
す す ぎ し げ こ

（ヴォーカル）・ 木住野佳子 （ピアノ）のお二人を、エイ
き し の よ し こ

ブルにお迎えします。

　お二人の演奏を低価格しかもホールで

聴ける機会は、めったにありません!!

　たくさんの方に音楽の良さ・言葉の大切

さを伝えるため、今回は童謡を主にボサノ

バ、ジャズ、ポップスといったさまざな

ジャンルの音楽を演奏していただきます。

と　き　９月２６日（土）

　　　　　開場１８時３０分　開演１９時

ところ　エイブルホール

入場料（全席自由）

　　　　一　般　　　２,０００円

　　　　楽修大学生　１,５００円

　　　　高校生以下　１,０００円

主　催　かしま市民立楽修大学・童謡の郷づくり実行委員会

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） 潤ララベル
潤ピオ 潤モリナガ鹿島店 潤Ｑ－ＢＯＸ
潤ゆめタウン武雄 潤佐賀玉屋
潤童謡の郷づくり実行委員会緯（６２）５８０１

芸術の秋は

に行ってみよう

テーブルコーディネート講座 【定員２０人】

～深まりゆく秋を感じて～

講　師　福田　雅子　先生

と　き　９月６日(日)1０時～１３時

ところ　エイブル2階　調理実習室

受講料　一　般　１,０００円

　　　　楽大生　　５００円

材料費　500円　

持参物　エプロン・三角巾

公開講座-どなたでも参加できます-

講　師　小森　博　先生

と　き　９月１３日（日）・２７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　松浦　 妃呂子 　先生

ひ ろ こ

と　き　９月１０日（木）

　　　　１３時３０分～１５時３０分

ところ　エイブル２階　音楽スタジオ

和紙ちぎり絵教室 【定員２０人】

講　師　小野原　トシミ　先生

と　き　９月２日（水）・１６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　中村　富士子　先生

と　き　９月１日（火）・１５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】

寓 鈴 木 重 子さん　　　　寓木住野佳子さん

第　３　回
えいぶる
事　　業

鈴 木 重 子meets 木 住 野 佳 子　～こころに染みるコンサート～

みつめていたい

市民図書館 ［ブックトーク研修会］のお知らせ 床の間
コーナー  金子 剛 展を開催

か ね こ た か し
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　訪問を受けて
　利用できるサービス①

　介護保険で利用できるサービスには、自宅などの生活の場で訪問を受けて利用できる在宅サービスと、自宅などか

ら通いながら利用できる在宅サービス、それ以外の在宅でのサービス、施設へ入所して利用する施設サービスなどが

あります。利用する人の心身の状況などに合ったサービスを選んで活用しましょう。

　今回は自宅で利用できる代表的な在宅サービスを紹介します。

問合先　杵藤地区広域市町村圏組合介護保険事務所　緯（６９）８２２２

　　　　市保険健康課長寿社会係　緯（６３）２１２０　

自宅での家事や介護の手助けがほしいときのサービス

【主なサービス内容】
　※要支援1・2の方が利用できるサービス（介護予防訪問介護）では、「身体介護」と「生活援助」 の 
　　区分はありません。

       身体介護の例　　　　　　　　生活援助の例
　　・食事や入浴の介助　　　　　・食事の準備や調理
　　・衣類の着脱の介助　　　　　・衣類の洗濯や掃除
　　・洗髪、身体の清拭　　　　　・生活必需品の買い物
　　・通院・外出の付き添いなど　・薬の受け取りなど

訪問介護
（ホームヘルプ）

【主なサービス内容】

　　　・入浴、洗髪、清拭の介助

　　　・看護師などによる健康チェックなど　　　　　

訪問
入浴介護

　9月・10月に65歳になられる方を

対象に６５歳になった人を対象に、制度

説明会を開催しますので、多くの皆さ

んのご出席をお待ちしています。

　なお、制度に興味をお持ちの皆さん

も気軽にご出席ください。

と　き　９月１７日（木）　１４時～

ところ　市民会館１階第４会議室

介護保険制度説明会を開催 介護保険料の

第４期の口座振替日は

９月３０日（水）です
口座の預金残高の確認をお願いします

　介護士と看護師が居宅を訪問し、浴槽を提供しての
入浴介護を行います。

■自己負担(１割）の めやす（１回）　１,２５０円

要介護　１～５の人

　居宅に浴室がない場合や、感染症などの理由からそ
の他の施設における浴室の利用が困難な場合等に限定
して、訪問による入浴介護が提供されます。

要支援　１～２の人

■自己負担(１割）の めやす（１回）　８５４円

　ホームヘルパーが居宅を訪問して、入浴、排せつ、食
事などの身体介護や調理、洗濯などの生活援助を行い
ます。通院などを目的とした乗降介助（介護タクシー）
も利用できます。

■自己負担(１割）の めやす（１回）
　　身体介護（３０分～１時間未満）  　        402円
　　生活援助（　　　　〃　　　　）　　　　229円
      　 ※早朝、夜間、深夜等は加算されます。
　　通院のための乗車または降車の介助　  100円 
      　 ※移送にかかる費用は別途自己負担

要介護　１～５の人
  利用者が自力では困難な行為について、同居家族の支
援などが受けられない場合には、ホームヘルパーによ
るサービスが提供されます。　
　※月単位の定額となります。

■自己負担(１割）のめやす(１ヵ月)       
　　週1回程度の利用　　 　                       1,234円
　　週2回程度の利用　　  　                      2,468円
　　週2回程度を超える利用（要支援2のみ） 4,010円　
※「身体介護」、「生活援助」の区分はありません。
※「通院のための乗車または降車の介助」の利用はできません。

要支援　１～２の人
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【検診日程】がんセット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。

　５月に実施したがん検診申込書により申し込んだ人

には受診票を郵送します。（９月実施分は郵送済、１０月

実施分は９月中旬頃に送付予定）

　新たに希望する人はご連絡ください。

受　付　８時３０分～１０時３０分

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。

潤１０月１９日のみ夜間検診を実施します。

　受付時間：１８時～１９時

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】４０～７０歳

【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】５０～６４歳の

　　　  男性

【内　容】

血液検査

【自己負担金】

７００円

対　象　区月　日

新方、湯ノ峰、庄金、南舟津、野畠、北舟津、中町、八宿、浜新町９月７日（月）

末光、本町、乙丸、中村、井手、三部９月８日（火）

執行分、森、土井丸、新籠、常広、古城、組方、江福、飯田、龍宿浦９月９日（水）

新町、嘉瀬浦、音成、大宮田尾、小宮道、東塩屋、西塩屋、母ヶ浦、西葉、矢答９月１０日（木）

大村方、鮒越、中尾、上古枝、下古枝、久保山、奥山、竹ノ木庭、平仁田開拓、七開９月１１日（金）

横田、南川、筒口、大殿分、川内、山浦、白鳥尾、貝瀬、土穴、本城、中木庭、山浦開拓、番在開拓１０月１４日（水）

城内、中牟田、犬王袋、伏原、下浅浦、中浅浦、上浅浦、大木庭、東三河内、西三河内、中川内、早ノ瀬、大野、広平１０月１５日（木）

高津原１０月１６日（金）

西牟田、若殿分、世間、重ノ木１０月１７日（土）

大手、行成、小舟津１０月１８日（日）

東町、納富分、井手分、馬渡　※１９日のみ夜間検診［受付時間：１８時～１９時］を実施します。１０月１９日（月）

怯がんセット検診日程

【注目情報】新型インフルエンザの再流行に向けて備蓄をしておきましょう
　県内でも感染拡大し、市内でも発生しました新型インフルエンザですが、秋からの再流行が予測されています。秋から発生する
新型インフルエンザは、これまでの季節性のインフルンザ並みのものが引き続いて流行する場合と強毒性に変異したものが流行す

る場合があり、これまで同様一人一人が感染予防に向けて準備をしておく必要があります。

　流行中は、感染を避けるためできるだけ外出の機会を少なくする必要があります。また、食料品や生活必需品などの物流に影響

がでることも予想されます。秋からの再流行に備え、またその他の災害対策の意味も含めて２週間分の備蓄から始めましょう。

【個人での買い置き物品の例】

　　潤食　糧閣米、乾麺類、レトルト食品、缶詰、ペットボトル飲料、育児用調整粉乳、調味料など（長期保存が可能なもの）
　　潤日用品・常備薬閣トイレットペーパー、洗剤、水枕、氷枕、胃薬、痛み止めなど
　　潤インフルエンザ対策の物品閣マスク（１人あたり２０～２５枚）、ゴム手袋、消毒用アルコールなど

９月は食生活改善普及運動月間です

怯朝ごはんをきちんと食べましょう
　朝ごはんは一日の栄養のバランスの基本となり、健康

の源であり、忙しい家族をつなぐ絆でもあります。

　毎朝朝ごはんを食べましょう。　

怯野菜をたくさん食べましょう
　野菜には、がん、脳卒中などの生活習慣病の予防はも

ちろん、便秘、骨粗鬆症、貧血を防ぐなど、健康を維持

するための働きがたくさんあります。毎日、できるだけ

多種類の野菜を５皿分（350g）・果物（200gみかん２個、

りんごなら１個等）以上食べましょう。

　９月の健康
９月の健康に関する問合せ・申込先

保健センター（エイブル１階）

　緯（６３）３３７３
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対象区実施場所受付時間月　日対象区実施場所受付時間月　日

乙丸・土井丸北鹿島公民館１１:１５咳１１:４５

９月２５日

（金）

納富分納富分公民館　９:１５咳１０:３０

９月１４日

（月）

上古枝上古枝公民館１３:３０咳１３:５０小舟津小舟津公民館１１:００咳１２:００

下古枝・久保山古枝公民館１４:２０咳１５:２０北舟津北舟津公民館１４:００咳１４:３０

大村方大村方公民館１５:５０咳１６:２０中町・八宿・浜新町中町公民館１５:００咳１５:３０

馬渡・末光保健センター　９:００咳１0:00

９月２８日

（月）

高津原 高津原
 コミュニティーセンター

かんらん

　９:３０咳１１:３０
９月１５日

（火）
母ヶ浦・西葉母ヶ浦公民館１１:００咳１１:３０高津原１３:３０咳１４:３０
大宮田尾・小宮道
東塩屋・西塩屋小宮道公民館１３:００咳１３:４５南川・筒口　  能古見

ふれあい楽習館１５:４５咳１６:３０

犬王袋・世間
保健センター

１４:３０咳１５:３０新方・湯ノ峰・庄金
浜公民館

　９:００咳　９:３０

９月１７日

（木）

重ノ木・行成１５:３０咳１６:３０南舟津・野畠　９:３０咳１０:１５

飯田・江福飯田公民館　９:３０咳１０:１５

１０月１日

（木）

中木庭中木庭公民館１３:３０咳１３:３５
龍宿浦・嘉瀬浦
音成・矢答七浦公民館１０:４５咳１１:３０本城・土穴本城集会所１３:４５咳１４:０５
中尾・竹ノ木庭
奥山・平仁田開拓中尾公民館１３:３０咳１４:３０貝　瀬貝瀬公民館１４:２０咳１４:３０

鮒越・七開鮒越公民館１５:００咳１５:１５中川内・広平
大野・早ノ瀬中川内集会所1５:００咳１５:３０

井手井手公民館　９:００咳　９:３０

１０月２日

（金）

西三河内西三河内公民館1５:５０咳１６:００

新籠・三部三部公民館　９:５０咳１０:１０伏原・下浅浦伏原公民館　９:００咳　９:３０

９月１８日

（金）

常広・古城北鹿島公民館10:３0咳1１:１５上浅浦・中浅浦中浅浦公民館　９:４５咳１０:１５

横田・城内保健センター1３:３0咳1４:３0山浦・白鳥尾・
山浦開拓・番在開拓山浦公民館１０:４５咳１１:００

大殿分・若殿分  　能古見
ふれあい楽習館1５:３0咳1６:00川内川内公民館１１:３０咳１１:４５

執行分・井手分保健センター1３:３0咳1４:３0
１０月５日

（月）

大手・東町・中牟田保健センター１３:１５咳１４:１５

大木庭大木庭公民館1５:３0咳1５:４５西牟田・新町西牟田公民館１５:００咳１６:３０

東三河内東三河内公民館1６:00咳1６:１0本町・中村・組方北鹿島公民館　９:００咳１０:００９月２５日

（金） 森森公民館１０:３０咳１０:４５

　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。

　『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。

潤都合が悪い場合は、都合のよい場所で受診できます。

潤受診票がなくても受付で申し出れば受診できます。

潤撮影時、薄手のシャツや肌着は着用できます。

潤料金は無料です。

【健診日程】６５歳以上の人は結核健康診断を受けましょう

後期高齢者医療制度加入者の健康診断

　後期高齢者医療制度に加入の人の健康診断を実施し

ます。健康診断の受診券・受診票等を９月中にお配りし

ます。朝食を抜いて受診してください。

対象者　後期高齢者医療制度に加入している人で、生活

　　　　習慣病の治療中でない人

健診場所　鹿島市、嬉野市、太良町の委託医療機関

　　　　（詳細は受診票と一緒に送られてくる一覧表をご覧ください）

健診時期　１０月～１１月

自己負担額　　無　料

持参品　『受診券』『受診票』『後期高齢者医療被保険者証』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などを鉛筆で記入して

　　　　受診してください。

鹿島市国保（追加）の特定健診のお知らせ

　
　鹿島市国保の特定健診は、４月２０日～７月１８日に実

施しましたが、この期間に受診できなかった人の追加

健診を１０月から１１月に実施します。受診希望の人は

電話で保健センターまでお申し込みください。

　新しい受診券を送ります。※４月２０日～７月１８日

期限の特定健診受診券などは使用できません。

　鹿島市国保では、４月２日以降に国保の資格を取得

した人の特定健診を１０月から１１月に実施します。　受

診希望の人は電話で保健センターまでお申し込みく

ださい。受診券を送ります。
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　８月２日、『第３０回佐賀県消防操法大会』が有明佐賀空港グラウ

ンドで開催され、鹿島市消防団の代表として能古見分団の皆さんが

【訓練礼式の部】に出場しました。

　能古見分団の皆さんは、２ヵ月半に及ぶ訓練の成果を存分に発揮

し、見事優勝の栄誉を勝ち取り、鹿島市消防団の輝かしい歴史に新

たな１ページを刻みました。また、８月１６日に行われました鹿島市

消防団夏季訓練の際に模範演技としてご披露いただきました。

　漁協鹿島市支所青年部では、幼少期からのりに親しんでもらい消費拡大につなげようと、支部毎に市内の保育園

や小学校を訪問、子どもたちに地元産のりを手渡しています。また、「ノリを作る人たち」や「海と山のつながり」、「ご

み問題」のことを少しでも知ってもらい「有明海」や「のり」をもっと身近に感じてもらおうと、今回、浜小学校・北鹿島

小学校でノリづくり体験授業を開催しました。

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
一糸乱れぬ行進で能古見分団が見事優勝 佐賀県消防操法大会

おいしい『鹿島のり』を食べよう　学ぼう 漁協鹿島市支所青年部

と　き　９月１３日（日）１２時～１６時

ところ　祐徳稲荷神社

　　　　※雨天時祐徳稲荷神社参集殿

主　催　同実行委員会

問合先　市観光協会緯（６２）３９４２

　　　　商工観光課緯（６３）３４１２

出演演目

１２：００　　鹿島保育園和太鼓

　　　　鹿島一声浮立・鹿島小唄

　　　　執行分鉦浮立

　　　　臥龍太鼓

　　　　山浦面浮立

　　　　大村方獅子舞

１４：２０頃　祐徳の舞

　　　　飯田面浮立

　　　　井手獅子舞

　　　　不知火太鼓

１６：００　　日子山神社風流

出演団体

鹿島保育園

中牟田区子供おどり隊

執行分浮立保存会

臥龍太鼓

山浦面浮立保存会

大村方獅子保存会

祐徳稲荷神社

飯田面浮立保存会

井手区

不知火太鼓（嬉野市）

日子山神社風流保存会（福岡県柳川市）

秋祭りシーズン到来　伝承芸能を見に行こう 第１２回かしま伝承芸能フェスティバル

同日開催
　七浦秋祭り奉納面浮立　８時～

　　潤天子神社（音成）

　　潤鎮守神社（母ヶ浦）

　　潤戸口神社（飯田）

7/16飯田保育園［七浦支部］ 8/21浜小学校［浜町支部］ 8/25北鹿島小学校［鹿島第一支部］

寓夏季訓練での堂々たる模範演技

※出演演目と出演時間は

　　　変更になる場合があります。
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優秀賞　瀬戸則行さん（古枝）　7月３０日、第３３回佐賀県野菜生産改善共進

会「施設いちごの部」の表彰式で、瀬戸則行さ

んが優秀賞を、村田富士雄さんが優等賞をそ

れぞれ受賞されました。

　瀬戸さんは、鹿島地区いちご生産改善共進

会で最優秀賞(市長賞)を受賞されています。

　これからも鹿島市農業の発展のためにが

んばってください。

　佐賀県野菜生産改善共進会「施設いちごの部」

　２１年度　鹿島市ミニバレーボールリーグ戦

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

坂本恵美さん（若殿分）

　１５歳のときに発症した原因不明の難病と闘いながらも、結婚そして出産。

　２０年に及ぶ闘病生活や命がけの出産などをつづった体験記を日本文学館大賞

に応募したところノンフィクション部門の佳作に入賞、同館から勧められ2007

年に自伝『神様からの贈りもの』を出版。講演もこなす坂本さんは、専門職やボ

ランティア活動を通じて女性と少女の生活向上に努力した女性として、今年６

月２４日受賞されました。【７月１７日愛娘 悠夏 ちゃんとともに市長に受賞報告】
ゆ う か

　国際ソロプチミスト佐賀フレンズ　
2008年度女性のために変化をもたらす賞

第３位　高スリー準優勝　執行分優勝　中牟田

　６月２日から7月28日までの間、同実行委員会が主催するミニバレーのリーグ戦が開催されました。

　市内9チームが総当たりによる熱戦を繰りひろげ、今年度の頂点に立ったのは、唯一無敗の中牟田チームでした。

優等賞　村田富士雄さん（北鹿島）

　警察では、不審な電話やメールが来

た、身近なトラブルで相談があるなど

という方のために２４時間相談可能な

相談専用ダイヤル「＃９１１０」番を

設置しています。電話回線が「ダイヤ

ル式」「一部のＩＰ電話」からは、

「０９５２（２６）９１１０」番におか

けください。

　プライバシーや個人情報の保護等

には十分配慮しておりますので、遠慮

なくご相談ください。

問合先　鹿島警察署

　　　　緯（６３）１１１１

警察相談は安心ダイヤル ♯９１１０ 
シ ャ ー プ き ゅ う い ち い ち ま る

９月１１日は
「警察相談の日」
　警察では、警察相談専用電話

の「＃９１１０」番にちなんで、

毎年９月１１日を「警察相談の日」

としています。相談は、警察本

部の警察相談室のほか、各警察

署でも受け付けています。
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ドノヴァン先生

　はじめまして。私はドノヴァン　スミス（２５歳）です。

　アメリカのカリフォルニア出身で、大学では数学・経済を専攻し卒

業したばかりです。新しいＡＬＴとして鹿島に来ることができワク

ワクしています。

　鹿島の皆さんと知り合いになれることを楽しみにしています。

　８年前交換留学生として日本に居たときに日本語を勉強しました。

　英語や日本語で気軽に話しかけてください。

№４６

　音成分校では分校後援会やPTAの

協力で、夏休み初日の１８・１９日に、

親子のふれあいを目的に「分校キャン

プ」を実施しました。主な活動は、

ドッヂボール大会・カレーライス作

り・飯ごう炊飯などでした。ドッヂ

ボール大会は、子ども同士、親子対決

で大いに盛り上がりました。大変日

差しが強く、子どもも親も汗びっしょ

り。用意したスイカが飛ぶようにな

くなりました。次は、カレーライスを

メインにした夕食作りです。カレー

を作るグループ、飯ごうでご飯を炊く

グループに分かれての活動をしまし

た。失敗したら食べられないとあっ

て、子どもたちの目は真剣。カレーは

お母さん達に、ご飯はお父さん達に手

伝っていただき、順調に食事作りが進

みました。慣れない手つきでしたが

美味しく出来上がり、バーベキューも

あって子どもも大人も大満足でした。

　夕食後は、プール遊び、キャンプ

ファイヤー、花火、きもだめしで楽し

みました。きもだめしでは、真っ暗な

校舎に尻込みをする子もいましたが、

友達、兄姉などに励まされてゴールを

めざしました。夜は、なかなか寝付け

ず、昼間の楽しかった出来事について

友達との語らいの時間が続き、眠りに

ついたのは深夜になりました。今年

の分校キャンプも保護者に支えられ

楽しいものとなりました。
～楽しかった分校キャンプ～

七浦小学校音成分校

No.14８

校学 だ よ り

Ａ：おい、もうセーラをデートに誘った？

Ｂ：まだだよ。彼女、僕のこと好きじゃな

　　いと思うよ・・・・

Ａ：ひょっとするかもしれないよ。

　　君が間違っているかもしれないし、彼

　　女に言ってみたら・・・・

A:

B:

A:

　今月のフレーズは『You never know』です。
　この表現は何かに対して１００％の確信がないときに『ひょっとして・・』

　可能性があるかもしれないと伝えるものです。

　それでは、例文で学んでみましょう！

Hey, so, did you ask Sarah on a date yet ?

No, I don't think she likes me.

You never know. You should ask her out
just in case you are wrong. 

８月２１日（金）、ドノヴァン先生の外国語指導助手（ＡＬＴ）就任式が行わ

れました。先生に自己紹介をしてもらいました。
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　日本は、世界に類を見ない速さ

で高齢化が進んでいます。65歳

以上の人口比率が14％以上を高

齢社会と言いますが、すでに、平

成６年には高齢社会となりました。

現在、高齢者の人口は２８００万

人、５人に１人が高齢者です。

　高齢社会を長寿社会とも呼んで

います。長生きすることは良いこ

と素晴らしいことであります。　

　しかし、現実には「長命」が

「長寿」に結び付かない、高齢者

を取り巻く多くの問題があります。

高齢者の生活を支える年金・医

療・介護など社会保障制度の充実

を図るための負担の問題や張りあ

いのある人生を送るための生きが

いの問題などがあります。また、

バリアフリーなど安全に生活でき

る環境づくりも大切です。

　内閣府の「人権擁護に関する世

論調査」によると、高齢者の人権

上問題があるものとして、悪徳商

法の被害者が多いこと/高齢者を

邪魔者扱いにし、つまはじきにす

ること/働ける能力を発揮する機

会が少ないこと/家庭内での看護

や介護において嫌がらせや虐待を

すること/などをあげています。

　この様に、高齢者の人権や尊厳

を損なう問題があります。

　特に介護を要する高齢者への虐

待が増え社会問題となっています。

高齢化や少子化などの社会の変化

により介護力が不足し、家族が虐

待を行う例が多くみられます。

　高齢者への虐待が増えている原

因には「介護者の心身の疲労、介

護の孤立化」などがあります。　

　虐待の悲劇をなくすには、一人

で抱え込まないで、介護サービス

の利用、関係機関や地域社会の見

守りなどが大切になってきます。

高齢社会と高齢者の人権

噛ご意見等をお寄せください

　同和対策課　緯（６３）２１２６

交交通通事事故故ゼゼロロをを目目指指ししてて『『安安全全安安心心フフェェススタタIINN鹿鹿島島』』をを開開催催
　 　鹿島市交通対策協議会では、秋の交通安全県民運動

（９月２１日～３０日）にちなみ、「安全安心フェスタＩＮ鹿

島」を開催します。

　当日は、パトカー・白バイの乗車体験も実施！

　ご家族揃っての参加をお待ちしています。

と　き　９月２６日（土）１０時開演

ところ　鹿島市民会館　大ホール

内　容　毅交通安全・防犯劇公演（はっぴー・かむかむ）

　　　　毅県警音楽隊による演奏会

　　　　毅保育園児による演奏会

　　　　毅交通安全ビンゴゲーム大会（賞品があります）など

　　　　　

問合先　鹿島市交通対策協議会（市総務課内）

　　　　緯（６３）２１１３

もったいない！待機電力
　ご家庭で使用していない家電製品をコンセントに差

しっぱなしにしていませんか？

　ほとんどの家電製品は使用していなくても待機電力

とよばれるムダな電気を使用しており消費電力全体の

約１割を占めると言われています。

　そのムダを省けばＣＯ2削減にも繋がりますし、電

気代も抑えられ家計も助かりますね。では、待機電力

を減らすにはどうすればいいのでしょうか？

　答えは簡単、

　①使わないときは主電源を切る。

　②長期間使わない機器はプラグを抜く

　これだけでいいのです。

　また、スイッチ付タップを

利用してまめにON・OFFする

事でも同様の効果があります。

　ちょっとの心がけで

　エコと家計のダイエット

　に取組んでみませんか？

今今すすぐぐややろろうう温温暖暖化化対対策策 NNoo..５５

資源回収でのお願い
　地区の資源回収でアルミ缶の回収に取組んでいただ

いていますが、一部スチール缶の混入が見受けられま

す。出す際はマークを確認して混入の無いようにご注

意ください。

守ろう交通ルール　高めよう交通マナー
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　定額給付金は住民への生活支援と

地域の経済対策を行うことを目的と

して広く住民へ支給するものです。

　定額給付金の給付を受けるために

は、申請書に必要書類を添付して市

役所に提出する必要があります。

　鹿島市では、申請書を受付できる

期限は平成２１年１０月１日（木）までと

なっていますので、申請書をまだ提

出していない人は、申請期限までに

申請書の提出をお願いします。　

　期限までに申請書の提出がない場

合は、定額給付金の給付はできませ

んので、ご注意ください。

　なお、申請書をまだ受け取ってい

ない人は下記までご連絡ください。

　その他定額給付金に関して不明な

点などもお問合せください。

問合先　総務部調整室

　　　　緯（６３）２１１２

 

　鹿島市プレミア商品券の使用期限

は９月３０日（水）までです。

　まだ使用されていない人は早めに

ご使用ください。期限を過ぎた商品

券は使用できなくなりますのでご注

意ください。

問合先　鹿島商工会議所

　　　　緯（６３）３２３１

おお知知ららせせ
定額給付金申請は１０月１日までに
手続きをお願いします

鹿島市プレミア商品券の
使い忘れはありませんか？

 

　就労や人間関係、様々の状況でつ

まずき不安を抱える若者たち。

　若者にとって本当の自立とは？家

族や社会は何ができるのでしょう

か？若者当事者の立場から、そして

神奈川県で長年若者と関わってこら

れた西野博之氏に、若者の生き方、

存在を肯定的に捉える視点で、若者

たちが本質的な意味の自立へ繋がる

ようお話をしていただきます。

－佐賀県若者自立支援モデル事業－

と　き　９月２０日（日）１３時３０分～

ところ　アバンセ４階（佐賀市）

テーマ　自立を迫られる若者

　　　　家族・社会ができること

参加料　無料（事前申込み不要）

定　員　８０人

対象者　ニート等自立できない若者

　　　　を家族にもつ人、子どもの

　　　　自立に関心のある人等

問合先　県こども未来課

　　　　緯０９５２（２５）７３８１

若者自立支援・理解
のための講演会  

　オータムジャンボ宝くじは１等前

後賞合わせて２億円！

　この宝くじの収益金は市町村の明るい

まちづくりや環境対策、高齢者対策など

地域住民の福祉向上のために使われます。

発　売　９月２８日（月）～１０月１６日（金）

抽選日　１０月２３日（金）

問合先　（財）佐賀県市町村振興協会

　　　　緯０９５２（２５）１９１３

９月２８日(月)発売！
オータムジャンボ宝くじ

秋季農作業安全運動 　～農作業は急がず あせらず 段取りよく！～

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禁禁

欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣

欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽

９月
１日

▼

１０月
３１日

農家の皆さん、これから繁忙期に入りますが、農作業事故には十分注意してください。
農作業はあせらず、ゆとりを持って行い、適度に休憩を入れましょう。
みんなで農作業事故ゼロを目指しましょう！　問合先　農林水産課農政係　緯（６３）３４１３

４日（金）　　　　　　　開会、会期の決定、議案の一括上程、議案審議、質疑、

　　　　　　　　　　　討論、採決

５日（土）～７日（月）　　休会

８日（火）～１０日（木）　　一般質問

１１日（金）　　　　　　　調整日

１２日（土）・１３日（日）　　休会

１４日（月）・１５日（火）　　議案審議、質疑、討論、採決

１６日（水）　　　　　　　決算審査特別委員会（水道事業会計：現地調査）

１７日（木）　　　　　　　決算審査特別委員会（水道事業会計：審査）

１８日（金）　　　　　　　常任委員会（議案・請願）

１９日（土）～２７日（日）　　休会

２８日（月）　　　　　　　委員長報告、議案審議、質疑・討論・採決、閉会

開　議　１０時

問合先　議会事務局　緯（６３）２１０４

市議会９月定例会会期日程（案）
～あなたも傍聴してみませんか～

※一般質問をする議員の数により議事日程を一部変更するときがあります。

※一般質問などの内容は、鹿島市ＨＰに掲載します。

※ＣＡＴＶでは１２チャンネルで議会中継を放送します。

ご協力ありがとうございました
　調査票への記入・回収に

際しましては、お忙しいと

ころご協力いただきありが

とうございました。

　集計した結果はこれから

のまちづくりに役立てます。

総務省統計局　佐賀県　鹿島市

平成21年

経済センサス-基礎調査
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　税関では、戦後、海外からの引揚

者の皆さまからお預かりした通貨や

証券類の返還を行っていますが、半

数以上はまだ申し出がなく、税関に

保管されたままになっています。返

還請求がお済みでない人やご両親等

から預けた話を聞いたことのあるご

家族の人はご遠慮なくお問い合わせ

ください。

問合先　長崎税関監視部

　　　　緯０１２０（８２８）６８０

 

　この免除を受けるには福祉事務所

で申請が必要です。

毅身体障害者

毅知的障害者　世帯全員が市町村民税非課税

毅精神障害者

毅身体障害者・・視覚・聴覚障害者、重度

　　　　　　　（１・２級）の身体障害者

毅知的障害者・・重度（Ａ）の知的障害者

毅精神障害者・・重度（１級）の精神障害者

問合先　福祉事務所

　　　　緯（６３）２１１９

引揚者の皆様へ
～『通貨・証券』等の返還～

障害のある人を対象とした
ＮＨＫ放送受信料の免除制度

 

　旅券（パスポート）の手続き（申請・

受取り）窓口は、原則、住民登録をし

ている市役所・町役場となります。

　市民の皆さん、パスポートの手続

きは鹿島市役所窓口（市民課）をご利

用ください。

　県庁（佐賀県旅券センター）では、通

勤や通学の関係上、こちらで取得手

続きをしたほうが便利な人のみでき

ます。不明な点がありましたら、下記

までお問い合わせください。

問合先　市民課市民年金係

　　　　緯（６３）２１１７

 

　掛け金は、中途加入の場合でも１

人５００円です。共済期間は、掛

け金を納められた日の翌日から平成

２２年３月３１日までとなります。

　加入申込は、鹿島市内の「ゆう

ちょ銀行・郵便局窓口」でできます。

　申込書も備えてあります。

　交通災害の対象となる事故は、

　煙「人と車・バイク」

　煙「車・バイクと車・バイク」

　煙「車・バイクと自転車」

　煙「人と自転車」

　煙「自転車と自転車」

　煙「車両の自損事故」などです。

　災害見舞金の請求や詳しいことは、

気軽にお尋ねください。

問合先　市民課市民年金係

　　　　緯（６３）２１１７

パスポートの手続きは
鹿島市役所で！

交通災害共済の加入は
今からでもできます

 

　佐賀商工共済協同組合の破産によ

り配当を受けた元組合員（元役員を

除く）で、訴訟を提起していない方に

対し、給付金を支給しています。

　給付金の申請の受付は、昨年１０月

7日から開始しており、本年１０月6

日で終了します。

　手続がお済みでない方は、早めの

申請をお願いします。

給付金の額

配当の対象となった債権額の約10

～16.6％に相当する額

申請期限　１０月6日（火）

申請受付窓口・問合先

県商工課緯０９５２（２５）７４０１

巡回受付日程

と　き　９月９日（水）

　　　　　　　９時３０分～１６時３０分

ところ　市役所第５、第６会議室（５階）

 

　市民便利帳（冊子）は、発行して十

数年が経過しており、現在の行政上

の手続きや市民サービスの内容とは

大きく異なっています。わからない

ことがありましたら気軽にお問い合

わせください。

　また、市ホームページに掲載して

いる市民便利帳Ｗｅｂ版（２００９年版）

をぜひご利用ください。

 

 

　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

佐賀商工共済問題で被害を受けら
れた方に給付金を支給しています

市民便利帳を
ご利用の方へ

講講習習会会・・教教室室
シルバー人材センター
-家事・介護スタッフ募集-

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

北鹿島水田排水対策運営協議会解散式３,０００円７月２０日祝　儀

フォーラム鹿島総会４,０００円７月２４日
会　費

行政機関と鹿島市老人クラブ連合会との学習懇親会２,０００円７月２９日

名刺台紙代２００円７月２日

その他

名刺印刷代５,２５０円７月１５日

鹿島市消防団能古見分団操法大会訓練激励５,１６０円７月１５日

稲荷羊羹８箱　東京佐賀県人会へ提供１０,１６０円７月１７日

PR用名刺入れ・ペンケース（鹿島錦）５８,０００円７月２７日

８７,７７０円合　計

平成２１年７月市長交際費の
支出状況を公表します

全　額　免　除
【障害者の人が世帯にいる場合】

半　額　免　除
【障害者の人が世帯主で受信契約者の場合】

}
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　地域や団体の勉強会などに『高齢

者を狙う悪徳商法』などといった出

前講座をぜひご利用ください。

対　象　原則１０人以上の団体

所要時間　１時間程度

開催日　月曜から金曜までの

　　　　１０時～１２時、１３時～１７時

　　　　（祝日を除きます）

開催場所　市内に限ります

費　用　無料

申込方法　事前に電話またはＦＡＸに

　　　　より申し込んでください。

申込・問合先

　　　商工観光課緯（６３）３４１２

　　　　　　　　胃（６３）２３１３

 

　佐賀地方法務局では、公民館での

講座やグループの勉強会等に法務局

職員を講師として派遣します。

内　容　法務局所掌業務（登記、戸籍、

　　　　供託、人権擁護等）の情報や

　　　　生活に役立つ法律知識など

時　間　６０分～９０分

費　用　無料（資料は法務局で準備）

その他　受講者アンケートにご協力

　　　　をお願いする場合があります。

申込・問合先

　　　　佐賀地方法務局総務課

　　　　緯０９５２（２６）２１４９

　　　　胃０９５２（２５）７７４０

　　　　土日、祝日を除く８時３０分

　　　　から１７時１５分までにご連絡

　　　　ください。

消費者向けの出前講座

法務局出前講座

　９月より新たに市民を対象とした

資格取得対策ための講座を始めます。

　就転職や社内でのスキルアップに

ぜひ受講してみませんか？

　また、労働に関する基本的な法律

の話も合わせて行います。

講座区分　①Microsoft Word

　　　　②Microsoft Excel

　　　　③Microsoft Powerpoint

　　　　※各講座とも週2時間（３ヵ月程度）

と　き　毎週水・金曜　　１０時～１２時

　　　　毎週水・金曜　　１４時～１６時

　　　　毎週火・土曜　１８時～２０時３０分

ところ　情報交流センター『あすとプラザ』

　　　　東亜工機横田工場事務所ビル１階

受講料　４,０００円／月（講座毎）

　　　　※初回のみ公認テキスト代

　　　　２,１００円が必要です。

申込先　ＮＰＯ法人フロンティア

　　　　緯（６３）４５７１

就労支援講座（しごと準備講座）
－ワード・エクセル・パワーポイント資格取得対策－

講習内容

　　パソコンの起動からキーボード、

　マウス等の説明、マイクロソフト

　「ワード」の基礎的な操作

募集人員　各会場２０人

受付期間

　　９月7日（月）～９月２５日（金）

　　※申込多数の場合は先着順。

　　（受講決定者のみ郵送通知します。）

応募資格　

　①２０歳以上で、圏域内居住者もし

　　くは勤務者の方

　②パソコンを基礎から学びたいと

　　思う方や文字の入力等(文書作

　　成）をしてみたい方。

参 加 費

　初回のみ2,000円（テキスト代を含む）

申込方法

　　市役所３階企画課に備え付けの

　申込用紙に必要事項を記入の上、

　持参・郵送・ＦＡＸのいずれかで、

　下記に送付してください。

　　申込用紙は、ホームページから

　もダウンロードできます。

受付・問合先

　〒８４３－００２３　武雄市武雄町大字昭和１番地２

　杵藤地区広域市町村圏組合　事務局総務課

　緯０９５４（２３）５１４２

　胃０９５４（２３）５１４３

　http://www.kitou-web.jp

初心者からの
パソコン教室

開　催　場　所
開　催　日　程

いずれの日も１９時～２１時
会　場

江北公民館　２階　講座室

　江北町大字山口１６５４番地１

１０月１３日（火）～

１０月１５日（木）の３日間
江北会場

介護保険事務所　２階　会議室

　鹿島市大字中村９１７番地２

１０月１９日（月）～

１０月２１日（水）の３日間
鹿島会場

杵藤地区広域市町村圏組合庁舎　２Ｆ　「大会議室」

　武雄市武雄町大字昭和１番地２

１０月２６日（月）～

１０月２８日（水）の３日間
武雄会場



広報かしま　Ｈ２１(200９).9.119

 

　秋の一日、気軽に書に親しんでみ

ませんか。参加を希望する人は、事

前にお申し込みください。

と　き　９月１３日（日）９時３０分～１６時

ところ　福祉会館3階大会議室

講　師　 米倉基峰 先生（佐賀市）
よねくら　きほ う

内　容　かな書道、調和体書法の　

　　　　初歩から作品作りまで

持参品　書道用具一式、半紙、条幅用紙

費　用　2,000円（昼食代を含む）

申込先　鹿島書の会庶務　久富

　　　　緯（６２）４７１６

 

　家計簿のつけ方の勉強会を開催し

ます。興味のある人はお出かけくだ

さい。

と　き　９月２４日（木）１０時～１１時３０分

ところ　のごみふれあい楽習館

持参品　筆記用具、家計簿、

　　　　レシート、領収書、

　　　　電卓（そろばん）　など

問合先　鹿島友の会　下村　　　　

　　　緯（６２）５９３０

 

 

　夜店(金魚すくい、たこ焼き、串焼

き他）など楽しい催しものがたくさ

んあります。気軽にお越しください。

と　き　９月１７日(木）１８時～２０時３０分

ところ　鹿島療育園広場

問合先　鹿島療育園

　　　　緯（６２）２７８０

鹿島書の会　秋の錬成会

家計簿のつけ方勉強会

イイベベンントト
鹿島療育園
秋まつり

 

　佐賀県美術展覧会が下記の日程で

開催されます。皆さん、この機会に

芸術の秋をお楽しみください。

とき・ところ

 

時　間噛佐賀会場　９時３０分～１８時

　　　噛唐津会場　１０時～１８時

鴨最終日は各会場とも１６時３０分まで

入館料　一般　　　２１０円

　　　　大学生　　１００円

　　　　高校生以下　　無料

作品搬入　９月１３日（日）　１０時～１６時

　　　　県立美術館・博物館

問合先　（財）佐賀県芸術文化育成基金

　　　　緯０９５２（２６）０８１５

 

　恒例の市民チャリティーゴルフ大

会を開催します。ゴルフ愛好家の皆

さんぜひご参加ください。

と　き　１０月１１日（日）

ところ　武雄嬉野カントリークラブ

参加資格　鹿島市民および市内に勤務

　　　　する人

定　員　１５０人（定員になり次第締切）

申込締切　９月１８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

申込先　鹿島市民チャリティーゴルフ大会事務局

　　　　（佐賀西信用組合本店内）栢森・井上

　　　　緯（６３）２４１１

佐賀県美術展覧会

会　場期　間

県立
美術館・博物館

９月１９日（土）
～９月２７日（日）

唐津市
近代図書館

１０月１７日（土）
～２５日（日）

※１０月１９日（月）は休

市民チャリティーゴルフ大会
参加者募集

 

　スポーツライフ・鹿島では、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。多く

の参加をお待ちします。

と　き　１０月１０日（土）　少雨決行

　　　　８時３０分より受付

　　　　９時１５分競技開始

場　所　蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場

内　容　団体戦(５～７人１組）

参加費　スポーツライフ・鹿島会員　無料

　　　　一般参加者　５００円（１人）

申　込　９月３０日（水）までに参加料

　　　　を添えて申し込む

定　員　２４チーム（先着順）

申込先　スポーツライフ・鹿島事務局

　　　　（鹿島市体育協会）

　　　　緯（６２）３３７９

 

建健康体操コーチ―ズ参加者募集

　椅子にすわって、運動が苦手な方

や高齢者でもでも気軽に楽しめる内

容です。気軽にご参加ください。

と　き　毎月第１・第３水曜日　１４時～

ところ　なかいけ庵よらんね

参加費　無料（見学もできます）

建ことじ保育園主催　『おはなしの国～読みがたり』

　お子さんと一緒に楽しいひととき

をいかがですか？

と　き　９月１２日（土）１４時～

建脳トレ教室の講師と参加者募集

　詳しくはお問い合わせください。

問合先　なかいけ庵よらんね　井上

　　　緯０５０（３４３２）９７１１

　皆さんの趣味の作品や手芸品を展

示してみませんか？よらんねでは多

くの方のご利用をお待ちしています。

グラウンド・ゴルフ大会を
開催します！

なかいけ庵よらんね
イベント案内



20 Ｈ２１(200９).9.1　広報かしま

 

 

　市では、「緊急雇用創出事業特別交

付金」により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。

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』で配布します専用の『申込書』

を市総務課職員係に提出していただ

くか、ハローワーク鹿島に申し込ん

でください。

募集事業

恭消費者啓発事業(２人)

　消費者トラブルの未然防止のため

　消費者の啓発活動に取り組む

　雇用期間　１０月１日～６ヵ月未満

　業務に関する問合先

　商工観光課　緯（６３）３４１２

　この事業のほか、下記の委託事業

もあります。雇用を希望する人はハ

ローワークまたは下記の問合先に申

し込んでください。

恭肥前浜宿ふるさと産地直売所

　「空き家」活用事業(４人)

　空き家を活用した「産地直売所」の

　接客業務等を行う。

　雇用期間　１０月１日～３月３１日

　　　　　　（年度毎に更新）

　　　　　　※最長２年6ヵ月未満

　申込・問合先

　特定非営利活動法人　肥前浜宿水とまちなみの会

　緯（６９）８００４

臨臨時時職職員員募募集集
市役所日日雇用職員等

を募集します

 

 

　佐賀県司法書士会では、１０月１日

「法の日」週間にちなんで、無料相

談会を開催します。

と　き　１０月１日（木）～７日（水）

　　　　１０時～１５時（要予約）

ところ　県内の各司法書士事務所

相談内容　登記・相続・会社設立

　　　　成年後見・クレジット

　　　　サラ金に関すること

　　　　簡易裁判所訴訟代理

　　　　その他司法書士が行う業務

問合先　佐賀県司法書士会

　　　　緯０９５２（２９）０６２６

 

　成年後見制度は、認知症や知的障

害・精神障害等により判断能力が不

十分な方々が、財産侵害を受けたり、

人間としての尊厳が損なわれたりす

ることがないように、法律面や生活

面で保護・支援する身近なしくみで

す。相談会では、ご本人はもちろん、

養護者の方々の不安やご相談にお応

えします。

と　き　９月１９日（土）　１０時～１５時

ところ　アバンセ４階研修室（佐賀市）

相談料　無料

問合先　佐賀県司法書士会

　　　　緯０９５２（２９）０６２６

相相 談談
全国一斉司法書士
無料相談会

全国一斉無料
成年後見相談会

 

　『金銭』『土地』『建物』『公害』

『交通事故』『相続』『戸籍』『夫婦・

親子関係』などでお悩みの人はい

らっしゃいませんか。鹿島調停協会

では、弁護士や調停委員による無料

相談会を実施しますので、お気軽に

ご相談ください。

と　き　１０月６日（火）　１０時～１５時

ところ　嬉野市中央公民館（同市塩田町）

問合先　鹿島簡易裁判所

　　　　緯（６２）２８７０

 

主　催　佐賀県公証人会

後　援　佐賀地方法務局

内　容

（１）相談担当者　公証人

（２）相談内容

　　ア　遺言の作成に関する事項

　　イ　金銭・土地建物の貸借、老

　　　　後の財産管理（任意後見）、

　　　　離婚に伴う子の養育費及び

　　　　財産分与等各種契約に関す

　　　　る事項

（３）武雄会場での日程

と　き　１０月９日（金）１０時～１５時

ところ　武雄市役所１階会議室

　　　　※武雄会場など県内5会場

　　　　　で実施されます。

　　　　　他会場での開催日程は、

　　　　　お問い合わせください。

相談料　無料

問合先　唐津公証人役場

　　　　緯０９５５（７２）１０８３

　　　　※電話予約願います。

無料調停相談会

公証人による遺言・
各種契約等無料相談

市税集合徴収分の

第４期の口座振替日は

９月３０日（水）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）
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　杵藤保健福祉事務所では、体の不

調や症状で悩んでいらっしゃる方や

難病と診断された方等の医療に関す

る相談を受けています。

　９月の医療相談は下記のとおりで

すので、気軽にご利用ください。

と　き　９月３０日（水）１３時３０分～１５時

ところ　ふれあい郷研修室（白石町）

相談医　溝口克弘先生（神経内科医）

その他　相談を希望する人は、９月

　　　　２４日（木）までにご連絡くだ

　　　　さい。

問合先　杵藤保健福祉事務所　難病担当

　　　　緯０９５４（２２）２１０５

 

 

　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

を覚える人を対象とした若者自立支

援事業を実施しています。ぜひご参

加ください。

とき・内容

　　　◇９月１７日（木）　１４時～１６時

　　　　職業ふれあいセミナー

　　　　『働くチャンスを活かそう』

　　　　講師： 多々良珠枝 氏
た た ら 　 た ま え

　　　◇９月２４日（木）　１４時～１６時

　　　　自分みがきセミナー

　　　　『計画と実行』

　　　　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

難病医療相談

募募 集集
若者自立支援セミナー

受講生募集

募集人員　４０人(一般・社会人入試合わせて）

入試区分

【一般入試】

　受験資格　中学校卒業（見込み）以上

　　　　　の学歴を有するもの 

　試験科目　国語、数学、面接　　

【社会人入試】

　受験資格　高等学校を平成２０年３月

　　　　　以前に卒業した人 

　試験科目　一般常識的な筆記試験、

　　　　　面接

出願期間　１０月１９日（月）～１１月６日（金）

試験日　１１月１０日（火）　１０時３０分～

願書請求

　問合先窓口で直接受け取るか、　

　住所・氏名・連絡先を記入、返信用

　切手１４０円を同封し郵送で請求（返

　信用封筒不要）、またはホーム　

　ページより請求してください。

携帯電話から簡単アクセス ▼

看護高等専修学校
平成２２年度生徒募集

　鹿島藤津地区医師会立看護高等専修学校では、平成２２年度の生徒を募集

します。出願手続き等の詳細はお問い合わせください。

問合先　〒８４９－１３１１　鹿島市大字高津原８１３

　　　　鹿島藤津地区医師会立看護高等専修学校　緯（６３）３９６９

　　　　http://www.kf-med.or.jp/

　鹿島市地場産業振興協議会では、本年度より、地場産品などの市内外の市

場における、新規開拓、販路拡大への取組みに重点を置いた活動をしていく

ことになりました。この活動に賛同してくださる会員を募集します。

鹿島市地場産業振興協議会
会員募集

要　件

①市内で地場産品に関する事業を営ん　

　でいる法人及び個人事業主。

　（事業を営んでいるとは、地場産品の　

　生産、流通、販売に携わっている方たち）

②将来、鹿島市内で地場産品に関する事　

　業を営もうとする法人及び個人事業主。

③当協議会の活動に賛同する方は賛助　

　会員となることができます。

会員特典

①市外、県外で開催される物産展について、

　市より情報提供が受けられます。

②上記物産展などに出展される場合、補助

　金の交付を受けられます。

③当協議会が主催する場合の物産展に出

　店することができます。

　特に、鹿島市特産品まつりに出店できる

のは、原則、会員に限ります。

　その場合、小間料や出店場所で有利な取

扱を受けることがあります。

④ホームページ、パンフレットなどでＰＲ

　されます。

⑤新規地場産品開発に対する補助金の交

　付を受けることができます。

申込方法

　入会申込書を提出して、会費を払わなけ

ればなりません。

①会費　年間　5,000円

②所定の「入会申込書」に記入の上、事務

　局まで提出して下さい。

問合先

協議会事務局（市商工観光課内）

　　　　　緯（６３）３４１２
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　佐賀県企業メセナ協議会では、芸

術・文化活動を行っている青少年を

中心とした団体に支援金を贈呈して

います。詳細につきましてはお問い

合わせください。

対象団体　芸術・文化活動に熱心に取

　　　　り組む県内の高校生以下を

　　　　中心とした団体

応募締切　９月２５日（金）

支援金　１団体につき１０万円

問合先　佐賀県企業メセナ協議会事務局

　　　　（㈱佐賀広告センター内）

　　　　緯０９５２（２８）３８９０

 

　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

芸術・文化活動団体
を支援します

みかん作業支援
ヘルパーさん募集

募集人員・派遣先

募集期間　１０月１日（木）～

　　　　　１１月９日（月）※消印有効

応募資格　満２０歳（２０１０年４月１日現在）～

　　　　　満３９歳（２００９年１１月９日現在）

　　　　　までの日本国籍を持つ人

派遣までの流れ

　　　　　応募→一次選考（書類選考）　

　　　　　→二次選考→派遣前訓練→派遣

派遣期間　１年間または２年間

待 遇 等　規程により旅費・現地生

　　　　　活費・住居費等を支給

現職参加　企業や官庁など関係各方

　　　　　面に身分を残したまま参

　　　　　加する「現職参加」促進を

　　　　　お願いしています。

体験談＆説明会

　と　き　１０月９日・１７日１９時～

　ところ　佐賀会場アバンセ（佐賀市）

JICA「青年海外協力隊」「日系社会シニア・ボランティア」
平成２１年秋募集

　青年海外協力隊とは、技術や経験を生かして開発途上国の人々と共に生活

し、相互理解を図りながら、彼らの自助努力を促進させる形で協力活動を展

開していく海外でのボランティアです。

問合先　ＪＩＣＡ九州　緯０９３（６７１）８３４９　http://www.jica.go.jp

約１，４００人募集人数

募集 農林水産、加工、保守操作、土木建築、保健衛生、教

育文化、スポーツ、計画・行政の８部門約１２０業種
募集人数

アジア、アフリカ、中南米、大洋州、中近東、計約８０国派遣国派遣

募集概要と定員

①専門課程（陶磁器科）　４年［10人］

②専門課程（陶磁器科）　２年［20人］

③一般課程（ろくろ科）　１年［10人］

④一般課程（絵付科）　　１年［20人］

⑤研究科　　　　　　　１年［10人］

⑥短期研修（ろくろ成形）１年［５人］

⑦短期研修（絵付技法）　１年［５人］

※短期研修は週１回

願書受付期間

①と②　１２月１４日～平成２２年１月１５日

③～⑦　平成２２年２月１日～１５日

試験日

①と②　平成２２年１月３０日（土）

③と④　平成２２年２月２６日（金）

⑤　　　平成２２年２月２５日（木）

⑥と⑦　平成２２年２月２６日（金）

平成２２年度佐賀県立有田窯業大学校学生募集

　当校は、平成２１年度から専門課程陶磁器科（４年制）を新設し、さらに高度

な有田の伝統技術や「企画力」、「デザイン力」を身に付けた人材の育成を目指

しています。

問合先　佐賀県立有田窯業大学校　緯０９５５（４２）３１４４
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Ｂ・Ｃ・Ｇ
対象者　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。）

ところ　予防接種広域化に参加する県内の医療機関（※1）

①麻しん風しん混合②麻しん③風しん
対象者　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）

ところ　予防接種広域化に参加する県内の医療機関（※1）
その他　①を１回、もしくは②と③を１回ずつ接種しま
　　　　す。麻しんにも風しん共にかかった人は対象外、
　　　　どちらか片方にかかった人はもう片方のみ接種
　　　　もしくは①の混合を接種。

三種混合［ジフテリア・百日咳・破傷風］
対象者　生後３ヵ月から７歳６ヵ月未満の子ども

　　　　煙１期１・２・３回は、２０～５６日の間隔で受けます。

　　　　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。

ところ　予防接種広域化に参加する県内の医療機関（※1）

その他　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。

ポリオ
対象者　生後３ヵ月～７歳６ヵ月未満までに合計２回
　　　　の接種が済んでいない子ども。
　　　　対象地区の日程で都合がつかない場合は他地
　　　　区の日程でも接種できます。

と　き

ところ　エイブル1階保健センター
受付時間　１３：３０～１４：２０　診察開始１４：００
持参品　母子健康手帳、予診票（必ず記入してください）
　　 　 体 温 計（会場で測ります）
注意事項　次の場合は、必ず主治医にご相談のうえお越しください。
　　　　煙１週間以内の発熱
　　　　煙１年以内のけいれん

　　　　煙麻しんや風しん、おたふくかぜ、水痘にかか

　　　　　り、治癒後４週間以内
　　　　煙子どもの体調や予防接種について心配がある場合
　　　　煙下痢をしている時はポリオの予防接種はできません

と　き対象地区

１７日（木）　能古見地区・浜地区

２９日（火）　大字高津原地区・七浦地区

１０/９（金）　大字納富分地区・大字重ノ木地区

１０/２２（木）　古枝地区・北鹿島地区

※１　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。

　　　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。

怯子育て支援

潤よちよちサークル
５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

潤のびのびサークル
１歳７ヵ月～就学前の幼児と保護者

潤育児相談
問合先　エイブル１階
　　子育て支援センター
　　緯（６３）０８７４

のびのびサークル

１８日（金）『カラフルごま♪』
嬉野市塩田町「楠風館」で過ごします。ティータイ
ムを楽しみます。（1家族おやつ代１００円）

よちよちサークル

２５日（金）『ＵＦＯみたい?!』
嬉野市塩田町「楠風館」で過ごします。ティータイ
ムを楽しみます。（1家族おやつ代１００円）

合同サークル

１０日（木）『ママと初体験竃』
伊万里市内の梨園にバスで出かけます。動物ふれ
あい体験もあり。汗対策・準備をお願いします。
１０時１５分出発（時間厳守）１４時鹿島着の予定です。
※昼食は食べずに帰ります。［雨天決行］

母子手帳交付

受付　１０：００～１０：３０
内容　手帳交付・説明会

対象　市内在住の妊婦

２・９・１６・３０日（水）

赤ちゃん相談

受付　１３：３０～１４：３０
内容　身体計測・健康相談

対象　赤ちゃんと保護者

２・１６日（水）

マタニティスクール

受付　１３：３０～１３：５０
内容　赤ちゃんのお風呂他

対象　妊婦

１日（火）

離乳食教室

受付　１０時～１０時３０分

内容　離乳食指導・試食等

対象　５・６ヵ月児の保護者

２９日（火）

場所・問合先　エイブル１階　保健センター　緯（６３）３３７３

怯乳幼児の予防接種

怯乳幼児の健康診査（エイブル１階保健センターで実施（受付時間１３：１０～１３：３０））

乳幼児の健康診査や予防接種等の問合先

保健センター予防係緯（６３）３３７３９月の子育て

育児相談

気軽にご相談ください。

受付　９：００～１７：００
対象　子育て中の人

場所　子育て支援センター

月～金（休館日を除く）

３歳６ヵ月健診
対　象　平成１８年２月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票、尿
内　容　身体測定、育児相談、尿検査
　　　　　　　　小児科医の診察、　歯・目・耳の検査

３日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２０年２月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票
内　容　身体測定、育児相談、歯科診察、
　　　　　　　　小児科医の診察、　フッ化物塗布（希望者のみ）

２４日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２１年５月生まれ
持参品　母子健康手帳
内　容　身体測定、育児相談、
　　　　　　　　小児科医の診察 

３０日（水）
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