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平成２０年度決算　健全化判断比率の公表ほか・・・２
みんなで守ろう公共交通・・・・・・・・・・・・・・・・・・３
幼稚園で学ぼう・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４
エイブルに行ってみよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・５
鹿島市文化祭のご案内・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
みんなの安心介護保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
鹿島伝承芸能フェスティバル・・・・・・・・・・・・・・８
鹿島市福祉のつどい　ほか・・・・・・・・・・・・・・・・９
小学校新入学児童の健康診断　ほか・・・・・・・・１０
条例に基づく手続きを開始します　ほか・・・・１１
自賠責制度について　ほか・・・・・・・・・・・・・・・・１２
市役所日日雇用職員を募集します　ほか・・・・１３
１０月の健康・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４～１５
こんなときこのひとこと　ほか・・・・・・・・・・・・・１６
トピックス　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７
情報掲示板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１８～２２
１０月の子育て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３
くらしの情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

　６月号で公募しました市役所別棟の市民食堂テナント

が決定し、９月２４日リニューアルオープンしました。

　障がいのある人やお年寄りでも気軽に利用できるよう

自動ドアが設置されています。

　営業時間は、１０時から１７時までです。（日曜定休）

　皆さん、『憩いの場』としてぜひご利用ください。

平成２１年８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

市民食堂がオープン

写真

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯４－人１８－世帯１０,５５８人３１,７８５

世帯５＋人１３＋世帯　５,１３７人１４,２７７鹿　　島

世帯５－人７－世帯　１,１６７人  ３,９３５能　古　見

世帯０人９－世帯　　　９９５人  ３,２４９古　　枝

世帯３－人８－世帯　１,０５７人  ３,２７８浜

世帯２－人３－世帯　１,２１８人  ３,７３９北　鹿　島

世帯１＋人４－世帯　　　９８４人  ３,３０７七　　浦

人１２－人１４,９２３男

人６－人１６,８６２女

No.9９No.9９００
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　平成１９年度決算から『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』に基づき、『健全化判断比率』と呼ばれる４

つの指標を算定し公表することが義務付けられ、これらの比率は下表のようになりました。

　４指標のうち一つでも『早期健全化基準』を超えると『財政健全化計画』を、『財政再生基準』を超えると財政再

生団体となり『財政再生計画』を策定・公表しなければなりません。

　鹿島市の平成２０年度決算では、どの指標も早期健全化基準を下回り、概ね良好といえます。しかし、実質公債費

比率は１８％を越えて起債許可団体となりますので、今後も改善を図っていく必要があります。

　市では、これらの指標を監査委員の意見を付して9月議会に報告しました。

怯健全化判断比率の公表

指 標 の 説 明財政再生基準早期健全化基準平成２０年度主 な 指 標

　普通会計（鹿島市では一般会計のみ）での赤

字額を、標準的な収入である標準財政規模の

額で除したもの。なお、赤字の場合は正の数、

黒字の場合は負の数で表示されます。

２０.０％１３.９６％（△２.５８％）実 質 赤 字 比 率

　普通会計だけでなく国民健康保険などの特

別会計や水道事業などの公営企業会計の実質

的な赤字を標準財政規模の額で除したもの。

　公営企業では赤字の額として資金不足額を

用います。

４０.０％１８.９６％（△４.９５％）連結実質赤字比率

　普通会計の公債費と公営企業会計や一部事

務組合の公債費に対する普通会計の負担金の

合計額を標準財政規模の額で除したもの。　

　18％以上で地方債の発行に際し、県知事の

許可が必要な許可団体となります。

３５.０％２５.００％１８.１％実質公債費比率

　普通会計、特別会計、公営企業会計、一部事

務組合、第３セクター等の将来の負担すべき

実質的な負債の合計額を標準財政規模の額で

除したもの。起債残高や退職手当、債務負担な

どが実質的な将来負担の要素となります。

定められてい

ない
３５０.０％７９.４％将 来 負 担 比 率

平成２０年度決算

資金不足比率
会　計　名

（黒字のため算定されない）水　道　事　業　会　計

（黒字のため算定されない）公共下水道事業特別会計

（黒字のため算定されない）
谷田工業団地造成分譲

事 業 特 別 会 計

怯資金不足比率の公表
　健全化判断比率と同じく、『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』に基づき、公営企業会計の赤字額に関す

る指標を算定し、公表することとなりました。

　３会計とも資金不足額（実質的な赤字額）はなく、良好といえます。

【資金不足比率】

　公営企業会計の資金不足額を、事業の規模

で除したもの。資金不足額とは流動資産や土

地の売却見込額などを考慮した赤字額で、事

業の規模とは営業収益を基礎として算出した

もの。黒字の場合は算定されず、赤字の場合

は正の数の表示となります。

問合先　財政課　緯（６３）２１１４
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　鹿島バスセンター　⇔　柿原・尾崎（横田）　鹿島バスセンター　⇔　長野（行成経由）　鹿島バスセンター　⇔　新　　　　　籠

柿 原 発鹿島バスセンター発長 野 発鹿島バスセンター発新 籠 発鹿島バスセンター発

（７：２５）　（７：００）　（７：１０）

広平行
（６：５０）

８：２０　８：０５　

８：４５　８：１５　　鹿島バスセンター　⇔　大野（横田経由）

１２：２０　１１：５０　８：５５　８：３５　大 野 発鹿島バスセンター発

１６：４０　１６：１０　１３：４０　１３：２０　７：３０　７：０２　

尾 崎 発鹿島バスセンター発（１６：３０）（１６：０５）９：０５　８：３７　

（１４：４５）（１４：２０）　鹿島バスセンター　⇔　奥　　　　　山１１：４５　１１：１５　

鹿島バスセンター　⇔　矢　　　　　答奥 山 発鹿島バスセンター発１４：００　１３：３０　

矢 答 発　鹿島バスセンター発
　７：３７　

　７：２５　

祐徳神社前発

１６：００　１５：３０　

７：２７　

祐徳神社前まで
７：００　

ー（１７：５０）

９：４０　９：２０　
祐徳神社前発　鹿島バスセンター　⇔　広平（行成経由）

１４：３０　

祐徳神社前まで

１４：１０　

祐徳神社前発

１３：５５　
祐徳神社前まで１３：３０　広 平 発鹿島バスセンター発

１６：３０　
祐徳神社前まで１６：００　

７：４０　

（７：１７）

能古見農協前発 （１７：０５）
祐徳神社前まで

（１６：４５）
祐徳神社前発（１７：４５）（１７：３０）

祐徳神社前発

　全便日曜・祝日は運休
　（　　：　　）は土曜日も運休　　　※は土曜日のみ運行

※７：１０　

１７：３０　１６：５０　

怯路線と時刻表

みんなで守ろう公共交通
（路線バス利用のお願い）

　現在市内の路線バスは、鹿島市が祐徳バス㈱に運行依頼をし、国・県・市等の補助金等により運行を維持して現在市内の路線バスは、鹿島市が祐徳バス㈱に運行依頼をし、国・県・市等の補助金等により運行を維持していい

ます。全国的にもマイカーの普及などにより利用者が減少し地域の公共交通を取り巻く環境は年々厳しくなっます。全国的にもマイカーの普及などにより利用者が減少し地域の公共交通を取り巻く環境は年々厳しくなってて

おり、鹿島市も例外ではなく路線バスの維持が困難な状況ですおり、鹿島市も例外ではなく路線バスの維持が困難な状況です。。

このような中、今年度「鹿島市地域公共交通活性化協議会」を設立し、今後の地域の持続可能な公共交通のあ　このような中、今年度「鹿島市地域公共交通活性化協議会」を設立し、今後の地域の持続可能な公共交通のありり

方について検討を行っていますが、地域の公共交通の活性化は皆さんの利用が欠かせません方について検討を行っていますが、地域の公共交通の活性化は皆さんの利用が欠かせません。。

下記に路線バスの時刻表を掲載していますので、より一層のご利用をお願いします　下記に路線バスの時刻表を掲載していますので、より一層のご利用をお願いします。。

問合問合先先 企画課企画　企画課企画係係緯緯（６３）２１０（６３）２１０１１
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　幼稚園は、子どもに適切な環境を与え、心身の発達を助長する学校教育法

に基づく『教育施設（学校）』です。教育要領にのっとり、充実した幼児教育

が受けられます。

　保育所は児童福祉法に基づく『福祉施設』であり、家庭で保育ができない

子どもを預かり家庭保育の一部を代行します。

　幼稚園と保育所は子どもの集団生活の第一歩として、それぞれに役割を

持って子どもを受け入れています。【保育所は１１月号で紹介します。】

幼稚園の制度に関する問合先　市教育委員会教育総務課　緯（６３）２１０３

幼稚園で

学ぼう　

市内幼稚園の紹介

恭募集対象は？

　平成２２年４月１日現在で、満３歳になる子どもから

対象になります。

（なお、満３歳未満の子どもでも子育て支援制度による

預かりをそれぞれの園で実施しています。）

　また、学区がありませんので、どの幼稚園にも申し込

みができます。

恭申し込み方法は？

　入園説明会や園内見学を通して、各園の『教育方針』

『入園料・保育料』を確認し、自分の子どもに合った幼

稚園を選び、直接申し込んでください。現在、来年度の

園児募集を行っています。

恭教育・保育時間は？

　幼児期の『健全な心と体の発達』の観点から４時間が

理想的な教育時間であり、子どもが快適に過ごせる時間

といえます。また、子育て支援の見地から、長時間預か

りも実施しています。（実施時間は幼稚園によって異な

ります。）

恭教育内容は？

　文部科学省の教育要領や県が定める教育課程をそれぞ

れの幼稚園の教育方針に従って指導・展開されています。

遊びを中心とした生活を通じて、身の回りの人や物と関

わりながら、『健康』『人間関係』『環境』『言葉』『表現』の５

領域に情操教育を含め、バランスのとれた教育を実施し

ています。

定　　員　１２０人

所　　在　中牟田

保育時間

　７時～１４時１５分

預かり保育時間

　１４時１５分～１８時３０分

入園説明会

　１０月１４日（水）

園内見学

　いつでもできます。

明　朗　幼　稚　園

緯（６２）３６４５

http://blogs.yahoo.co.jp/meirougaku80

定　　員　１３０人

所　　在　執行分

保育時間

　８時～１５時

預かり保育時間

　１５時～（相談により

　　　　　個別対応可）

入園説明会

　１０月２３日（金）

園内見学

　いつでもできます。

鹿島カトリック幼稚園

緯（６２）３０５２

恭費用は？

　入園料と毎月の保育料などが必要です。金額は、

園によって異なります。

　保育料は、保護者の所得（市民税額）に応じ、就園

奨励費補助金が国と市から交付され、保護者負担を

軽減する制度があります。また、第2子、第３子につ

いては、補助金額が増額され、保護者負担が更に軽減

されます。（ただし、所得制限により該当しない場合

もあります。）

恭課外教室

　英会話や音楽、体育などをもっと学びたい子ども

には、課外教室を実施しています。（希望者のみ、別

途費用がかかります）。

　実施内容は園によって異なります。

恭預かり保育

　希望者には、『預かり保育』も実施しています。

　また、夏休みや冬休みなどもありますが、この期間

も『預かり保育』を実施しています。

恭園庭開放

　子育て支援の一環として、未就園児の親子のふれ

あいの場を提供しています。

詳細は各幼稚園にお問い合わせください。
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　かしま市民立楽修大学の募集中講座です。

　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。

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

－　ご注意ください　－
１０月２０日（火）～１０月２３日（金）は、

パソコン教室開催のため、２階

学習室の使用ができません。

　ご理解・ご協力をお願いしま

す。

問　合　先　かしま市民立楽修大学

　　　　　緯（６３）２１３８

　市民図書館では、この期間に蔵

書点検（本や視聴覚資料で不明に

なったものがないかチェックし

て探す作業）や書架の整理・本の

配置換え・修理など、開館中には

できない作業を行います。

　この期間の返却本は、本のポス

ト（正面玄関に向かって右側）に

入れてください。

　なお、CD・DVD・ビデオは破損

の恐れがありますので、10月29

日（木）以降に直接カウンターへ

お返しください。

　長期の休館で皆様には大変ご

迷惑をおかけしますが、ご理解と

ご協力をお願いします。　　

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。

展　示…１０月２９日（木）まで

問合先　かしま市民立楽修大学　緯（６３）２１３８

時代を超え現代に語り継がれる

　　　　　「三国志」が舞台に甦ります。

　ＮＨＫ人形劇「三国志」の人形作家、

川本喜八郎が、本作品のために創り上

げたほぼ等身大の人形を使用。

　煙三顧の礼

　煙赤壁の戦い

　煙甘露寺の宴

　煙出師の表

　煙空城の計

　煙五丈原　などの

重要シーンを網羅した決定版。

脚　　本　ジェームズ三木

人形操作　日本・劇団影法師

　　　　　中国湖南木偶皮影芸術劇院

と　き　１１月１４日（土）

　　　　開場１３時１５分　開演１４時

ところ　鹿島市民会館

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

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
潤ゆめタウン武雄　潤佐賀玉屋

芸術の秋は

に行ってみよう

第　４　回
えいぶる
事　　業

日本・中国共同制作大型人形劇

「三国志」総集編

市民図書館
10月 １５日（木）～10月 ２８日（水）

特別整理期間のため休館します

床の間
コーナー 『 金子 剛 展』植物シリーズを開催中

か ね こ た か し

講　師　西山　由紀子　先生

と　き　１０月６日（火）・２０日（火）

　　　　１９時～２０時

ところ　エイブル２階　和室

九星気学教室 【定員２０人】

Men'sファッション講座 【定員１５人】

講　師　山崎　 匡敏 　先生
ま さ と し

と　き　１０月２９日（木）

　　　　　　　　　１９時３０分～２１時

ところ　エイブル２階　音楽スタジオ

受講料　一　般　５００円

　　　　楽修大学生　無料

公開講座-どなたでも参加できます-

講　師　㈱ジェピック

と　き　１０月２０日（火）～２３日（金）

　　　　午前・午後・夜の３コース※

ところ　エイブル２階　学習室

受講料　４,０００円＋テキスト代

※コースによって内容が異なります。

　詳しくはお問い合わせください。

パソコン教室 【各コース定員１５人】

講　師　堀川　千恵子　先生

と　き　１０月１４日（水）・２８日（水）

　　　　１０時３０分～１２時

ところ　のごみふれあい楽習館　研修室

よさこい教室 【定員２０人】
講　師　立川　勉　先生

と　き　１０月１４日（水）・２１日（水）

　　　　１３時３０分～１５時３０分

ところ　エイブル３階　研修室、屋外

剪 定 教 室 【定員１５人】
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　伝統をいしずえに知識と教養を深め、花と緑を愛して感謝と思いやりの心を育み、清新な文化と活力あるま伝統をいしずえに知識と教養を深め、花と緑を愛して感謝と思いやりの心を育み、清新な文化と活力あるまちち

を目指しています。私ども会員１,６００名が文化活動の成果を発表・展示します。皆様お誘い合わせのうえおを目指しています。私ども会員１,６００名が文化活動の成果を発表・展示します。皆様お誘い合わせのうえお越越

しくださいしください。。

問合先 鹿島市文化連盟事務　鹿島市文化連盟事務局局 担当向井幸子　担当 向井幸子　緯緯（６２）（６２）６４３５６４３５

１１月３日（祝）１１月１日（日）１０月３１日（土）と　こ　ろ

エ
イ
ブ
ル
会
場

潤長唄碧州会　１０時３０分～
潤吟詠会　　　　１３時～
　気佐賀岳翠会
　気鹿島吟祐教場
　気錦城会
　気佐賀岳誠会
　気武雄岳誠会
潤鹿島カラオケ愛好会
　　　　　　　１５時～

潤少年の夢発表１０時～
潤大正琴　　　１３時～
　気ブルースカイ
　気琴野会
　気琴耕会
潤箏曲雛菊会　１４時～
潤モアナ・ハワイアンズ
潤ハワイアン愛好会

潤開会式　　　　　　１０時３０分～
潤萩居会（日舞）１１時～
潤ハワイアンフラピカケ
　　　　　　　１３時～
潤一葉会（詩舞）１３時４０分～
潤東会（日舞）　　１４時１０分～
潤音楽会　　　１８時３０分～
　気長唄祥寿会
　気フロッグコーラス
　気女声コーラスさくら
　気エルマーナ
　気鹿島混声合唱団
　　気鹿島マンドリンクラブ

２階エイブルホール

菊花展（総合花壇）、和紙ちぎり絵、小・中学生の図画・習字展１階エントランスロビー

菊花展（盆栽菊）２階ホール前会場

鹿 島 錦 展２階音楽スタジオ

写 真 展２階交流プラザ

茶道（皇風煎茶禮式）茶道（宗偏流）茶道（裏千家）２階和室（茶室）

美術・陶芸展３階生活工房

華 道 展３階研修室Ａ、Ｂ

１１月３日（祝）１１月１日（日）１０月３１日（土）と　こ　ろ

市
民
会
館
会
場

菊花展（総合花壇）玄関前

潤平成２１年度鹿島市表彰式
　　　　　　　１０時～
潤日舞　　　　１１時～
（鹿島日本舞踊協会）

野村バレエ発表会
　　　　　　　１３時３０分～

１階大ホール

絵 手 紙 展１階ホワイエ

さ つ き 展１階第４会議室

茶道（表千家）２階和室（茶席）

アマチュア無線実演２階第５会議室

　　　１０月２４日（土）　１２時～１６時短　　歌エイブル３階研修室Ｂ文
学
会
場

　　　１０月２４日（土）　１２時～１６時俳　　句エイブル３階研修室Ａ

　　　１１月１４日（土）　１３時～川　　柳高津原公民館（かんらん）

市民によるバザーも計画していますのでご利用ください。杵藤地区消防署より展示・実演があります。（１１月３日）

※文化祭期間中のお問い合わせは、市文化連盟仮事務所（市民会館１階サロン）緯（６３）２１１１（内線５５７）

　　　１１月１日（日）　１０時～１７時謡　曲吉田能舞台会場（乙丸）

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回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市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭のののののののののののののののののののののごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案回鹿島市文化祭のご案内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内
佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐佐賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀賀県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団団体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協協議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議議会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発発足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５０００００００００００００００００００００周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周周年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記佐賀県文化団体協議会発足５０周年記念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念 １０月２４日（土）、３１日（土）

１１月１日（日）、３日（祝）、１４日（土）

１１月３日（祝）１１月１日（日）１０月３１日（土）と　こ　ろ

書道展（鹿島書の会・猶興書道会）福祉会館（１階）
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　訪問を受けて
　利用できるサービス②

　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利用できる在宅サービスと、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。

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　

自宅でリハビリや医療チェック、療養のアドバイスを受けたいときのサービス

（要介護1～5の方、要支援1・2の方）

　秋の夜のひととき、森の静寂に身を

任せ、オカリナ・ピアノ・三味線の音

色を楽しみましょう！

　出演者は、鹿島にゆかりのある演奏

家のみなさんたちです！

と　き　１０月１７日（土）開場１８時

　　　　１８時３０分～２０時３０分

ところ　自然の館「ひらたに」大広間

入場料　無　料

主　催　能古見地区振興会

　　　　自然の館運営協議会

申込・問合先　自然の館｢ひらたに｣

　　　　　　　緯（６４）２５７９寓 昨 年 の も よ う

自然の館『ひらたに』－第５回森の音楽会－

主なサービス内容 

煙理学療法士によるマッサージ、運動などによる機能訓練

煙作業療法による手先の訓練、作業補装具の利用による機能訓練

煙言語聴覚士による言語、聴覚、えん下などの機能訓練　　　など

居宅での生活行為を向上させるために、理学療法士や作業療法士、言

語聴覚士が訪問によるリハビリテーションを行います。訪問リハビリテーション

自己負担(１割）の めやす（１回）
　２０分間リハビリテーションを行った場合３０５円 

主なサービス内容 

煙血圧や脈拍などの病状チェック

煙食事や排せつの介助

煙経管栄養のチューブや尿の管、在宅酸素療法に使う機器などの管理

　や医療措置　　　など

疾患等を抱えている人について、看護師が居宅を訪問して、療養上の

お世話や診療の補助を行います。訪 問 看 護

自己負担(１割）の めやす（１回）
　訪問看護ステーションから（30分未満）　４２５円 
　病院または診療所から（30分未満）　　　３４３円

主なサービス内容 

煙医師や歯科医師による療養上の管理や指導

煙薬剤師による服薬などの管理や指導

煙管理栄養士による特別食や献立などの管理や指導

煙歯科衛生士による口腔や義歯の管理や指導　　　など

医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士などが居宅を訪問して、療養上

の管理や指導を行います。居 宅 療 養 管 理 指 導

自己負担(１割）の めやす（１回）
　医師または歯科医師による指導
　　　　　　（１ヵ月２回まで）　　　５００円
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　寓鹿島保育園和太鼓
　［鹿島保育園］　

　寓鹿島一声浮立、鹿島小唄
　［中牟田区子供おどり隊］　

　寓執行分鉦浮立
　［執行分浮立保存会］　

　寓臥龍太鼓
　［臥龍太鼓］　

　寓山浦面浮立
　［山浦浮立保存会］　

　寓大村方獅子舞
　［大村方獅子保存会］　

　寓祐徳稲荷神社祐徳の舞
　［祐徳稲荷神社］　

　寓飯田面浮立
　［飯田面浮立保存会］　

　寓井手獅子舞
　［井手区］　

　寓不知火太鼓（嬉野市）
　［不知火太鼓］　

　寓日子山神社風流（福岡県柳川市）
　［ 日子山 神社風流保存会］　

ひ こ さ ん

　９月１３日、秋空の下、鹿島市内は

もとより県内外の各地に伝わる多彩

な１１団体の伝承芸能が祐徳稲荷神社

に一堂に会し、勇壮・華麗な舞が披

露され、会場では熱心に観賞される

方もおり、多くの見物客を魅了しま

した。

　出演団体の伝承芸能を写真で振り

返ります。

　　　　かしかしまま

伝承芸伝承芸能能
フェスティバフェスティバルル

第１２回

－ 見事な伝承芸能に大歓声－　見事な伝承芸能に大歓声　－－
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鹿島の若っかもんが一致団結鹿島の若っかもんが一致団結 ！！

「鹿島フェスタ」にぎわ「鹿島フェスタ」にぎわうう
　鹿島市陸上競技場周辺で９月１３日、「鹿島フェスタ２００９ＩＮ蟻尾山」が

開催されました。これは市内の若者らが故郷鹿島を盛り上げようと企画し

たもので、青少年育成事業の一環として、J2サガン鳥栖の九州チャレン

ジャーズリーグ戦「サガン鳥栖対ロアッソ熊本」、松本育夫GMによる

トークイベントの他、鹿島の物産、特産品のPR・販売をするゆ～ゆん物産

まつりや、おもちゃの交換会「かえっこ」、フリーマーケット、３on３大会

など多彩なイベントで終日にぎわいました。

恭若っかもん（団体）を紹介します
（社）鹿島青年会議所　鹿島商工会議所青年部　鹿島ローターアクトクラブ

鹿島市連合青年団　鹿島地区農協青年部　鹿島バスケットボールクラブ
寓お遊戯会

　蟻尾山公園で９月５日、佐賀西信用組合（一ノ瀬哲夫理事長）の皆さんによる

奉仕清掃作業が行われました。

　これは、業界が定める9月3日のしん くみ の日前後の１週間『しんくみの日
９　３

週間』に合わせて地域貢献活動に取り組まれているものです。

　３回目となった今回の奉仕作業には、早朝より全店の役職員８８人が参加、

草刈りと空き缶・ペットボトル・たばこの吸い殻などのごみ拾いをしていただ

きした。おかげさまで市民球場・陸上競技場周辺がとてもきれいになりました。

　今後も地域社会への貢献のため、定期的に実施していかれるそうです。

ありがとうございます　全役職員で奉仕清掃　－佐賀西信用組合様－

第４回鹿島市福祉のつどい
～手と手をつなぎ支えよう幸せのまちかしま～

『福祉のまちづくり』は高齢者や障がい者、児童といっ

た対象者ごとではなく、『地域』に注目して支え合いを中

心とした支援を考えなければなりません。

　今年は夫婦漫才コンビ『宮川大助・

花子』でお馴染みの宮川花子さんによ

る講演、東部中の生徒さんによる福祉

活動発表や福祉関係者による『佐賀に

わか』など、たくさんの催しを準備して

います。合わせて福祉施設の自主製作

品販売や福祉車両・福祉用具などの展

示を行います。

と　き　１０月２５日（日）受付１２時１５分　開演１３時～

ところ　市民会館ホール

内　容　講演　『花子の生き生きライフ』

　　　　講師　宮川　花子さん（漫才師）

入場料　無料（入場整理券がひとり１枚必要です。）

その他　入場整理券（お楽しみ抽選会の抽選券つき）は、

　　　　事前に上記の配布場所で直接受け取り、当日ご

　　　　持参ください。

問合先　鹿島市福祉のつどい実行委員会（鹿島市社協内）　

　　　　緯（６２）２４４７

入場整理券配布場所（数に限りがあります!）

潤鹿島市社協（福祉会館１階）潤６地区公民館

潤鹿島市生涯学習センター（エイブル２階）

潤市民図書館

潤高津原コミュニティーセンターかんらん

※開催当日は市民会館前で若干配布する予定ですが、

事前の準備をお勧めします。
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１０月 １日は『浄化槽の日』

　浄化槽は、下水道と同じように生活排水をきれいな

水にして河川や水路へ流しますが、誤った使い方をし

たり、維持管理をきちんと行わないと、水質が悪く

なったり、悪臭を発生させるなど、逆に生活環境を悪

くする原因になります！

　浄化槽を使用されている皆さんは次のことを心がけ

て、正しく使用してください。

潤台所では・・・・・・・・使った油や調理くずを流さない

潤トイレでは・・・・・・①洗浄水は十分に流す。

　　　　　　　　　②トイレットペーパー以外の異物

　　　　　　　　　　は流さない

潤浄化槽周辺では・・①マンホールの上に物を置かない

　　　　　　　　　②電源を切らない

保守点検・清掃・法定検査の実施

潤年に１回の法定検査を必ず受けましょう

法定検査の実施機関・・・・（財）佐賀県環境科学検査協会

潤保守点検及び清掃については適切に行いましょう

　保守点検は、佐賀県に登録している浄化槽保守点検

業者に委託してください。

　清掃は、鹿島市が許可している浄化槽清掃業者に依

頼してください。

　浄化槽の設置には、補助制度もありますので気軽に

ご相談ください。

問合先　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６

－浄化槽を使用されている皆さんへ－

　障がいをお持ちの皆さんを対象とした手当をご紹介します。

　なお、手当には支給制限や所得制限があります。詳細は気軽にお問い合わせください。

障がいのある皆さんへ　～各種手当のご案内～

【特別障害者手当】

　２０歳以上であって、著しく重度の障がい状態にあ

るため、日常生活において常時特別の介護を必要とす

る障がい者本人に支給されます。

手当月額　２６,４４０円

　　　　（２・５・８・１１月の４回に分けて支給）

支給制限　潤本人が施設に入所している場合

　　　　潤病院等に継続して３ヵ月以上入院する

　　　　　に至った場合

【障害児福祉手当】

　２０歳未満であって、著しく重度の障がい状態にあ

るため、日常生活において常時特別の介護を必要とす

る障がい児本人に支給されます。

手当月額　１４,３８０円

　　　　（２・５・８・１１月の４回に分けて支給）

支給制限　潤児童が障がいを支給事由とする公的な年金

　　　　　を受給している場合

　　　　潤本人が施設に入所している場合

問合先　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９

開　始受　付実　施　日学 校 名

　１４時３０分～　１４時～１４時３０分１０月１日（木）明倫小学校

１４時～　　１３時３０分～１４時１０月１日（木）浜 小 学 校

１４時３０分～１４時～１４時３０分１０月２日（金）七浦小学校

１４時３０分～１４時～１４時３０分１０月６日（火）北鹿島小学校

１４時～　　１３時３０分～１４時１０月１５日（木）能古見小学校

１４時３０分～１４時～１４時３０分１０月１５日（木）古枝小学校

１４時３０分～１４時～１４時３０分１０月１６日（金）鹿島小学校

　平成１５年４月２日から平成１６年４月１日までに生まれたお子さんは、

入学予定の小学校で必ず受診してください。

問合先　教育委員会教育総務課　緯（６３）２１０３

来年小学校に入学する
新入学児童の健康診断を行います

『西部中土曜寺子屋』（学習会）
指導・支援者を募集します

　西部中教育研究会では、『鹿島市ふ

るさと人材育成支援基金』を活用し、

数学と理科の『西部中土曜寺子屋』を

実施します。指導・支援していただけ

る人を市民の皆さんから広く募集し

ます。ぜひ、地域の子どもたちの学力

向上に、お力をお貸しください。

と　き　１１月～２月の土曜日

　　　　８時３０分～１０時(計１０回程度）

ところ　西部中学校各教室

教　科　数学または理科

謝　金　１回当たり３,０００円をお支払いします。

応募・問合先　西部中学校　教頭まで

　　　　緯（６２）１２１１
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恭10月は九州統一マイバッグキャンペーン
　九州7県では、ごみ減量化のため共同でマイバッグキャンペーンを実施しています。今年の標語は

　『「あります」と　笑顔で見せる　Myバッグ』　です。

　買い物袋持参運動は、誰もが気軽に取り組めるものです。さっそく、今日から始めましょう。

マイバッグ
キャンペーン

　国内で年間に消費されているレジ袋はおよそ三百億枚。このレジ袋のため

に、原油は約五億六千万リットル消費されています。

　このように膨大なエネルギーを使って生産されたレジ袋の多くは、家庭か

らごみとなって出て行きます。

　日常の買い物時に買い物袋（マイバッグ）を持参し、レジ袋を削減するこ

とは、ごみを減らすだけでなく、貴重なエネルギー資源を無駄遣いせず、地

球温暖化防止などの環境問題に取り組み、さらに新しいライフスタイル作り

への第一歩になります。

－１０月は買い物袋持参運動の強調月間です－

　現在、佐賀県西部広域環境組合（伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、有田町、大町町、江北町、白石町、太良町

の４市５町で構成する一部事務組合）で進めています一般廃棄物処理施設整備事業では、施設を建設することによる

環境への影響について、環境影響評価（環境アセスメント）を行うこととしています。

　まずは、環境影響評価の方法についてお知らせするため「環境影響評価方法書」の縦覧を下記のとおり行います。

佐賀県環境影響評価条例に基づく手続きを開始します

調査箇所　伊万里市松浦町周辺

縦覧期間　１０月１日（木）～１０月３１日（土）

　　　　　※　ただし、土曜日・日曜日および国民の祝日は除きます。

縦覧時間　８時３０分～１７時

縦覧場所　佐賀県西部広域環境組合、市環境下水道課

　　　　　※　環境保全の見地から意見を有する方は、意見書の提出

　　　　　　　により意見を述べることができます。

問合先　佐賀県西部広域環境組合事務局

　　　　伊万里市立花町１５４２番地２４

　　　　緯０９５５(２９)８４５５

　　　　胃０９５５(２９)８４５６

　　　　http://www.eco-westsaga.or.jp
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Ｂ＆Ｇ北九州ブロック交流大会

マリンスポーツとキャンプ交流会に参加しませんか
　海と緑に囲まれた自然の中での体験活動を通して、自

然とふれあうことの素晴らしさ、環境保護の大切さを学

ぶことを目的に交流大会を開催します。

と　き　１０月２４日（土）～２５日（日）　１泊２日

　　　　８時３０分に市役所集合

ところ　長崎県南島原市「加津佐前浜海水浴場」

　　　　および「加津佐バンガロー村」

主　催　北九州ブロックＢ＆Ｇ地域海洋センター

　　　　連絡協議会

参加対象　小学生

参加費　１，５００円（保険料・昼食代含む）

内　容　海釣り・野外炊飯・イルカウォッチングなど

持参品　筆記用具・健康保険証（コピー可）・洗面用具　

　　　　着替え・ぬれてもよい靴（サンダル不可）・屋内

　　　　シューズ（学校の室内履きで可）・釣り竿（可能

　　　　な場合）・米一合、その他宿泊に必要なもの

申込方法　申込用紙（市体育協会事務局および市生涯学習

　　　　課にあります）に必要事項を記入してお申し込

　　　　みください。

申込締切　１０月９日（金）まで

　　　　※参加者多数の場合は、先着順により締め切ら

　　　　　せていただく場合があります。

その他　傷害保険に加入しています。

問合先　市体育協会　緯（６２）３３７９

自賠責の「期限切れ」「かけ忘れ」にご注意ください！

　自動車損害賠償責任保険（共済）－いわゆる自賠責－

は、年間約１１６万件もの交通事故の被害者の方に支払

われているのをご存じですか？

　最近の１０年間で交通事故の死亡者数は約４０％減

少しているものの、負傷者数は約８％増加しており、

１０４万人以上の方が亡くなったり、負傷しています。

　多発する交通事故は、国民のだれもが交通事故の被害

者にも加害者にもなる可能性があります。

　被害者だけでなく加害者にとっても悲惨な結果をも

たらす交通事故。ドライバーひとりひとりが、一層の安

全運転に心がけることが必要になっています。

　自賠責保険（共済）の限度額は、交通事故の被害者に対

する最低保証という考え方で決められています。実際

の損害は限度額を超えることもありますので、任意保険

（共済）にも加入することをお勧めします。

　なお、無保険車の運行はドライバーの基本マナーに反

するばかりでなく、罰則の対象にもなります。特に車検

制度のないバイク、原動機付自転車は「期限切れ」「か

け忘れ」にご注意ください。

問合先　九州運輸局佐賀運輸支局　企画輸送部門

　　　　緯０９５２（３０）７２７１

恭自賠責支払限度額
　　　死　　亡　　３,０００万円
　　　傷　　害　　　１２０万円
　　　後遺障害
　　　①介護を要するもの
　　　　　　4,000万円（１級）～３,０００万円（２級）
　　　②その他
　　　　　　３,000万円（１級）～７５万円（１４級）

　9月5日～6日にかけて「祭り～我ら
の心に誇りあり」の総合テーマのもと第

59回赤門祭が開催されました。

　わたしたち前期生徒会執行部は「いよ

いよ出番が来た！」と意気込みを新たに

赤門祭準備を始めました。しかし、全

員が初めての経験でどのように計画を

立て、何を準備してよいかも分からず

戸惑うばかりでした。

　やがて、文化祭のステージ発表のプ

ログラム、文化部やクラス展示、模擬店、

体育祭の種目や体育祭プログラム作成

など具体的に進められていくうちに「絶

対に成功させたい」という気持ちがわき

おこってきました。

　赤門祭開幕の日、オープニングセレ

モニーで私たちが作成した学校生活の

プロモーションビデオが流れ、全校生

徒の歓声を聞いた時、体育祭で各団が

一生懸命、競技や応援合戦に取り組む

姿を見た時、そして多くの保護者、地域

の方々が赤門祭にご来場くださったの

を知った時、「今年も赤門祭は大成功

だ」とほっとしました。体育祭の最後に

各団の団長、応援リーダーの皆さん全

員から私たち執行部に感謝の言葉を頂

いた時は本当に嬉しく、これまでの頑

張りが思い出され、涙がこみ上げてき

ました。

　今年も無事に赤門祭が成功できたの

は全校生徒の皆さん、ご指導頂いた先

生方、保護者や地域の方々のご支援が

あったからこそだと感謝しています。

そしてこの経験をこれからの学校生活

に生かしていきたいと思っています。

　本当にありがとうございました。

　　　前期生徒会一同

　　　前期生徒会長　　陣内　さくら

～　赤門祭を終えて　～

鹿島高等学校

No.14９

校学 だ よ り

寓応援合戦優勝の白組【総合優勝は紫組】
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　今年も五ノ宮神社の秋の大祭に合わ

せて開催します。

　皆さんぜひお越しください。

と　き　１０月１８日（日）　９時～１８時

ところ　五ノ宮神社境内

問合先　同実行委員会事務局（北鹿島公民館）

　　　　緯（６２）２０１４

主なイベント（変更あり）

　潤面浮立・和太鼓　　　１２時～

　潤演芸ショー　　　　　１３時～

　潤チャリティーバザー　１４時３０分～

　このほかにも腕相撲大会や物産販売

　などもりだくさんの内容です。

獅 子 舞 の 奉 納 （前 回 ）

－第 ３２ 回北鹿島ふるさとまつり－

　ご家庭でごみの分別に取組んでいただいていますが、分別した資源ごみがどのようにリサイクルされて新しい製

品に生まれ変わっているかご存知でしょうか？今回から『資源ごみの行方』と題しあまり知られていない資源ごみが

再製品化されるまでをご紹介していきたいと思います。

～容器包装プラスチック・ビニール類のリサイクル～

　毎年数十万トンがリサイクルされ私たちのくらしに役

立てられています。

　皆さんのご協力で石炭や石油などの限りある資源のム

ダが無くなる訳ですね。

問合先　環境下水道課　環境係　緯（６３）３４１６

①家庭で消費し分別して排出

②市で収集し手作業で違反物を除去

③再商品化業者（リサイクル協会）へ引渡し再資源化

④新たな用途で再利用

（１）材料リサイクル⇒製造業者により再製品化

　　・プランター

　　・マンホールの蓋

　　・ベンチ

　　など多くの製品に変身！

（２）ケミカル（科学的）リサイクル

　　鉄工所などで石炭・石油の代替燃料や化

　　学原料として利用。さらに残った灰もセ

　　メントの原料として混ぜて使い切ります。

　　（単純焼却はゼロ）

資源ごみの行方①
～容器包装プラスチック・ビニール類のリサイクル～

緊急雇用創出基金事業による

市役所日日雇用職員を募集します
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

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い

合せください。

潤市のHPアドレス　http://www.city.kashima.saga.jp/

道路管理美化整備事業　２人（５ヵ月未満）
　　街路樹・道路側溝の清掃作業

業務に関する問合先　まちなみ建設課緯（６３）３４１５

運動広場及び蟻尾山公園クロスカントリーコース管理事業　２人（５ヵ月未満）
　　施設修繕・樹木剪定・水路周辺清掃・事務補助ほか

業務に関する問合先　生涯学習課緯（６３）２１２５

文化財資料等調査・整理収集事業　２人（５ヵ月未満）
　　文化財資料等調査・整理・収集作業ほか

業務に関する問合先　生涯学習課緯（６３）２１２５

潤募集内容

　破砕等の加工を加えてペレット

（粒状）などに再資源化し製造業者へ。

　中尾リサイクルセンターで違反物

等を手作業で除去します。

　プラマーク以外のものや汚れたも

　のはリサイクルできません！

　プラマークがついているものだけ

出しましょう。
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【注目情報】新型インフルエンザにかかったかな？っと思ったら
　平成２１年７月２１日より新型インフルエンザを疑う症状がある場合でもかかりつけ、またはお近くの医療機関で受診

できるようになりました。ただし、医療機関を受診する際は以下の点に気をつけて受診してください。

　　潤事前に電話連絡をしましょう。

　　潤院内感染を防ぐため、指示された時間帯、入口などを守りましょう。

　　潤マスクをするなど医師の指示に従いましょう。

　　潤他の人にうつさないためにも無理をしないようにしましょう。

※現在感染拡大しているＨ1Ｎ1型のインフルエンザは慢性疾患などがある方は重症化する例がみられています。

　幼児や高齢者また、ぜんそくや心臓病、糖尿病、腎機能障害などの持病のある方は感染予防をさらに徹底しましょ

　う。それでももしかかったかなと思った場合はすぐにかかりつけ医に相談しましょう。

【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ています。

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

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

１０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）３３７３１０月の健康

【予防接種】６５歳以上の人の季節性インフルエンザ予防接種について

　県内のかかりつけのインフルエンザ予防接種実施医療機関で受けることができます。

　希望する人は、接種を希望する１週間ほど前までに直接医療機関へお申し込みください。

対象者　６５歳以上

期　間　１０月１日（木）～１２月３１日（木）

　　　　※医療機関によって異なる場合がありま

　　　　　すのでご確認ください。

接種回数　１回

自己負担金　１,３００円（医療機関の窓口でお支払ください。）

持参品　健康保険証（住所や生年月日の確認をします。）

注　意　体調の悪い人、卵アレルギーのある人は受

　　　　けられません。

問合先　保健センター予防係　緯（６３）３３７３
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献血にご協力ください

　病院では大勢の患者さんが輸血を

必要としています。愛の献血に温か

いご協力をお願いします。

と　き　１０月５日（月）９時３０分～１６時

ところ　市民会館ホワイエ

対象者　１８歳～６９歳の男女

※体重５０kg以上で４００ml献血可能な人。

　６５歳以上の人は６０～６４歳の間に献

　血経験のある人。

　その他条件があります。

【健診日程】未受診の人は結核健康診断を受けましょう

　６５歳以上の人を対象に９月より地区の公民館や保健センターで結核健康診断を行っています。

　対象区の日程で健診を受けられていない人は、次の未受診者健診をぜひ受診してください。

対象区月　日対象区月　日

小舟津、犬王袋、伏原、貝瀬、白鳥尾
１１月２日

（月）
新方、湯ノ峰、庄金、南舟津、北舟津

１０月５日

（月）

東町、新町、中牟田、世間、重ノ木
１１月５日

（木）

本町、乙丸、中村、古城、新籠、組方、

野畠、浜新町

１０月９日

（金）

末光、馬渡
１１月１３日

（金）

森、土井丸、井手、三部、常広、鮒越、

奥山、竹ノ木庭

１０月１３日

（火）

横田、行成、井手分
１１月１６日

（月）
大村方、中尾、上古枝、下古枝

１０月２３日

（金）

西牟田、若殿分
１１月２４日

（火）

久保山、平仁田開拓、七開、大殿分、川内、

山浦、土穴、中木庭

１０月２６日

（月）

高津原、城内、大手
１１月２７日

（金）
納富分、南川、本城

１０月２７日

（火）

高津原、執行分
１１月３０日

（月）

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、
筒口、山浦開拓、番在開拓

１０月３０日

（金）

高津原（乳がん検診のみ希望される人）

※子宮がん検診はありません。

１月１３日

（水）

国の方針で２年に１回の検診となります。

受　付　保健センター（エイブル１階）　９時～１０時

対象者　子宮がん検診　２０歳以上で昨年度未受診の女性

　　　　乳がん検診　４０歳以上で昨年度未受診の女性

料　金　子宮がん検診　７００円　　　　

　　　　乳がん検診　４０歳代１,５００円、５０歳以上１,０００円

その他　潤乳がん検診は、毎回先着５５人で締め切ります。

　　　　潤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。　　　

　　　　潤区ごとに受診日を定めていますが、都合が悪

　　　　　いときは別の日に受診できます。

恭１０月以降検診日程

【検診日程】子宮がん・乳がん検診を受けましょう

　と　き　１０月１９日（月）　１４時～１６時

　ところ　保健センター（エイブル１階）

　その他　潤受診票をお持ちでない人は、当日受付で申

　　　　　し出てください。

潤撮影のときは、薄手のシャツや肌着は着用できます。

　ボタンや刺繍・金具の入ったものは着用できません。

潤料金は無料です。
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　｢今、私たちは、人種の違う人や

障害のある人たちなど、いろんな

人と触れ合う機会が増えています。

その中で、『あの人はああだから』

とか、『この人はこうだから』とか

言わずに、ちゃんと一人の人間と

して接してほしいと思います。

　そして私もそういうふうにした

いと思います。｣これは、昨年度の

中学生の人権作文(広報かしま２

月号掲載)の一部です。

　鹿島市では、小中学生の人権作

文を募集していますが、「障害者の

問題｣に関わる作品が毎年たくさ

ん寄せられています。

　自分の家族やクラスの友達のこ

と、テレビを見たり本を読んだり

して学んだことから、子供らしい

純粋な目で｢障害｣の問題をとらえ、

自分の思いをつづっています。

　特に、障害を持った兄弟や姉妹

と一緒に暮らしている子どもたち

の多くが、障害があっても、精一杯

努力して生活している姿から、「障

害があっても、人間として生きる

ことの価値は変わらない」ことに

気づいたことや、家族の一員とし

て温かく接している姿が素直な言

葉で表現されています。

　同時に、障害があるだけで、家族

や友達が、周りから冷たい目で見

られたり、嫌がらせを受けたりし

たさびしい体験も数多く書かれて

います。

　街の中の施設等のバリアフリー

化という、目に見える面での障壁(

バリア)をなくすことと同時に、

私たち一人一人の｢心のバリアフ

リー｣を一層進め、だれでもが暮ら

しやすいまちづくりを進めること

が大事だということを、子どもた

ちが人権作文を通して発信してく

れていると思います。

｢心のバリアフリー｣を
～子どもたちの人権作文から学ぶ～

噛ご意見等をお寄せください

　同和対策課　緯（６３）２１２６

№４７

Ａ：昨日のボスとのパーティー

　　　　　　　　　　　　　どうだった ?

Ｂ：大変よ～。私かなり酔ってしまって・・

　　彼とカラオケで歌おうとして倒れてし

　　まって・・もうけして飲まないわ。

Ａ：長い１週間だったよ。昼休みもなく８

　　時間勤務で５日間だったよ。

Ｂ：さあ～今日は金曜日！あなたがどうし

　　たらリラックスできるか私、わかって

　　いるわよ。

　　バーへ行って酔っ払いましょう。

A:

B:

A:

B:

　今月のフレーズは『wasted』です。
　この表現は酔ってしまうという意味で使われます。

So how was the party with your boss
yesterday?

Oh my god, I got so wasted. I fell over when
I was trying to sing karaoke with him.
I'm never drinking again !

It's been a long week. 5 eight - hour days all
with no lunch break.

Well, today is Friday and I know what will
help you relax !
Let's go to the bar and get wasted !

トゥリーサ先生

（

（
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

　８月２８日、（有）ｍａｔｕｕｒａ代表取締役　松浦孝法様よりご寄付

があり、市と市教育委員会から感謝状を贈呈しました。

　今回のご寄付は、５回目となります。これまでのご寄付をもとに購

入された児童・生徒用図書は、鹿島小学校、浜小学校、西部中学校、

東部中学校で『松浦文庫』として子どもたちに親

しまれています。

　市では、これまで同様、子どもたちの読書や学

習のために有効に活用させていただくことにし

ています。

　松浦様ありがとうございました。

子どもたちの読書や学習に大変役立っています ご寄付ありがとうございます。

幻想的な光のイベント、植木市を開催 鹿島市観光協会イベントを紹介

　宝くじの普及宣伝と地域のコミュニティ活動の活性

化を目的に、自治総合センターが実施する『コミュニ

ティ助成事業』を活用して、井手分区と森区では、地

域の活性化と地域の伝承芸能の保存・伝承のため太鼓

や笛、提灯などを整備しました。

地域コミュニティの活性化に一役 H２１宝くじ助成事業実施団体の紹介

滑井手分区
井手分区一声浮立保存会では、地区の
祭りで使用する大太鼓と小太鼓を整備
しました。新調した太鼓の音に「今度
の祭りでは、みんなの気合いが入るの
では」と話されていました。

滑森　区
森区鉦浮立保存会では、地区の祭りで
使用する大太鼓、笛、提灯、法被を新
調しました。「新調した法被を着て参
加するのが楽しみ。」と嬉しそうに話さ
れていました。

　今年も１万本の竹の灯篭が並びます。

　このほか、竹製のオブジェを普明寺に配置し、皆さんを幻想的　　

な世界へ誘います。

　と　き　１０月２４日（土）　１７時３０分～２１時３０分

　ところ　普明寺ほか

　イベント　オカリナ・浮立の披露など

　と　き　１０月１７日（土）～２５日（日）　９時３０分～１７時

　ところ　祐徳稲荷神社　大駐車場

　内　容　庭木・花木・盆栽・園芸資材の展示即売

　その他　せり売り大会１０月２４日（土）　※雨天順延

上記イベントの問合先　鹿島市観光協会　緯（６２）３９４２

かしま鍋島竹あかり

第８回秋の祐徳植木市
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　鹿島市の成人式は『成人の日』の

前日に開催します。

と　き　平成２２年１月１０日（日）

　　　　受付１３時～　開式１４時～

ところ　鹿島市民会館ホール

対象者

　平成元年４月２日～平成２年４月

　１日までに生まれた人

その他

　　鹿島市に住民登録のある対象者

　には後日ハガキでご案内します。

　　就職や進学等により鹿島市以外

　に住む人で、鹿島市の成人式に参

　加を希望される人は、お問い合わ

　せください。

問合先　生涯学習課　社会教育係

　　　　緯（６３）２１２５

 

　平成１４年度設置の水道メーターを

検定期間満了のため取り替えます。

『鹿島市指定の水道工事店』が次の

日程で、取り替えに伺いますので、

ご協力をお願いいたします。

　なお、取り替えに伺うお宅には事

前に工事を行う業者より連絡があり

ます。

と　き　潤偶数月に水道料請求のお宅

　　　　１０月１４日（水）～１０月３０日（金）

　　　　潤奇数月に水道料請求のお宅

　　　　１１月１０日（火）～１１月３０日（月）

対　象　上水道給水区域一円

問合先　水道課管理係

　　　　緯（６２）３７１８

おお知知ららせせ
おめでとう　二十歳
成人式のご案内

水道メーターを
取り替えます

　一定面積以上の土地について売買などの取引をした場合には、国土利用

計画法により、契約締結後２週間以内に、買主が土地の利用目的及び取引

価格等を届け出なければなりません。県では、その利用目的が公表されて

いる土地利用に関する計画に適合しているかなどを審査し、場合によって

は利用目的の変更を勧告することがあります。

　届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰則が科せられることがあり

ます。

【届出義務者】買主

【届出の時期】契約締結後2週間以内

【届　出　先】土地の所在する市町村

【罰　　　則】６ヵ月以下の懲役又は

　　　　　　　１００万円以下の罰金

問合先　県土地対策課　緯０９５２（２５）７０３４

　　　　企画課企画係　緯（６３）２１０１

　２,０００㎡以上　市街化区域

　５,０００㎡以上
 市街化区域以外の
 都市計画区域

１０,０００㎡以上
 都市計画区域以外 
 の区域

１０月は『土地月間』
一定面積以上の土地の売買には届出が必要です

　狂犬病予防注射は、年に１回必ず受けなければなりません。

まだ受けていない場合は動物病院で受けられますので、必ず受けてください。

　注射が済んだ後は、注射証明書と手数料を持参し注射済票の交付を受けて

ください。また、登録がまだの場合は同時に鑑札の交付も受けてください。

潤市内の動物病院

　高尾動物病院　緯（６２）３１１５

　西村動物病院　緯（６２）７２２８

潤登録鑑札・注射済票の交付手数料

　犬の登録鑑札　　３,０００円

　注射済票　　　　　　５５０円

問合先　環境下水道課　環境係　緯（６３）３４１６

犬を飼われている皆さんへ
狂犬病予防注射、登録鑑札・注射済票の交付はお済みですか

※交付手続きの際は、できるだけお釣り
　のないように準備をお願いします！

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

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
欣

欽
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

　平成２１年８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

香典１件１０,０００円８月１８日弔　慰

佐賀県消防操法大会能古見分団出場報告会５,０００円８月２日
祝　儀

第２５回納涼ふるさと七浦夏まつり３,０００円８月９日

全国健康福祉祭（ねんりんピック）出場選手８名４０,０００円８月２８日餞　別

百済伽耶琴演奏団へ土産（稲荷羊羹１８箱）２２,８６０円８月７日
接　遇

鹿島・石垣子ども交流会表敬訪問時土産（ぶどう・みかん）代６,０００円８月２１日

百済伽耶琴演奏団歓迎会５,０００円８月７日
会　費

百済伽耶琴演奏団慰労会４,０００円８月８日

９５,８６０円合　計

平成２１年８月
市長交際費支出状況表
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　簡単な種目を実施し、体力測定で

きる「体力テスト」を実施します。体

力に自信のある方、あるいは日頃の

運動不足を感じている方、体力年齢

を測定してみませんか。

と　き　１０月６日・１３日・２０日（火）

　　　　１９時～（随時受付）

ところ　市民体育館

内　容　握力・上体起こし・長座体

　　　　前屈・反復横とび・立ち幅

　　　　とび・20ｍシャトルラン

対　象　２０歳以上６４歳以下の男女

　　　　（人数制限なし）

その他　運動できる服装、タオル、

　　　　体育館シューズ、飲物（熱

　　　　中症対策）を持参ください。

問合先　生涯学習課スポーツ係　　

　　　　緯（６３）２１２５

 

　杵藤保健福祉事務所では動物愛護

の普及を図るため、譲渡会を開催し

多くの犬・猫に生きる機会を与える

とともに飼い主に模範的な飼い方を

学んでもらいます。

　参加を希望する人は事前に申込み

が必要です。

と　き　１０月１１日（日）　１０時～

ところ　杵藤保健福祉事務所（武雄市）

申込・問合先

　杵藤保健福祉事務所　生活衛生課

　緯０９５４（２３）３５０１

※市でも１１月に譲渡会を予定してい

ます。希望する人は環境下水道課緯

（６３）３４１６までご連絡ください。

スポーツの秋!『体力測定』
あなたの体力年齢は?

『犬と猫の譲渡会』
があります

 

　１０月１日から受付を開始します。

　２年以内に離職しホームレスに

なった人や、住宅を失う可能性があ

る市民を対象に最長６カ月、住宅手

当として月額28,200円支給します。

　月収入や家族構成や就労活動など

条件があります。詳しくはお尋ねく

ださい。

問合先　福祉事務所生活保護係　　

　　　　緯（６３）２１１９

 

　１０月１日から時間額６２９円とな

ります。

　佐賀県産業別最低賃金のうち一般

機械器具製造業関係、電気機械器具

製造関係最低賃金、陶磁器・同関連

製品製造業最低賃金については、改

正審議中です。

　なお、昨年度は陶磁器・同関連製

品製造業最低賃金(時間額６２６円

)は改正されず、佐賀県最低賃金を

下回ったことから、陶磁器・同関連

製品製造業最低賃金は佐賀県最低賃

金が適用されます。ご注意ください。

問合先　佐賀労働局　労働基準部　賃金室

　　　　緯０９５２（３２）７１７９

 

　対象者には通知をしていますが、

通知後に年金額の訂正があった場合

など、特別徴収とはならない場合が

あります。不明なことがありました

ら気軽にお問い合わせください。

問合先　税務課課税係

　　　　緯（６３）２１１８

離職者の住宅手当
緊急特別措置事業

佐賀県(地域別)の
最低賃金が改正されます

１０月より住民税の年金
特別徴収がはじまります

 

恭会員を募集しています（60歳以上）

　毎月第3木曜日　９時３０分

　入会説明会をシルバー人材セン

ター2階で実施しています。お誘い

合わせのうえご参加ください。

恭刃物研ぎいたします

　毎月第３木曜日、８時３０分から

　「包丁」「のこ」「鎌」「チェンソー」など

恭作業の相談をお受けします

　「命名札・宛名書き」「草払い」「庭

木の剪定」「部屋の掃除」「障子・

襖・網戸の張り替え」などちょっと

したことでも気軽にご相談ください。

恭家庭菜園等に剪定枝葉のチップは

いかがですか

　使いやすい袋詰めにして1袋130

円で当センターで販売しています。

ご利用ください。ビニール袋詰めで

すので乗用車にも乗せられます。

問合先　鹿島市シルバー人材センター

　　　　緯（６３）０９７０

 

 

　鹿島市食生活改善推進協議会では、

体によい食材を使って健康料理教室

を開催します。

と　き　１０月２８日(水)9時３０分～１４時

ところ　エイブル２階調理室

会費　　３００円

持参品　エプロン、三角巾、筆記用具

定　員　２０人（定員になり次第締切）

申込期限　１０月２１日（水）

申込先　市保健センター

　　　　緯（６３）３３７３

気軽にご利用ください！
シルバー人材センター

講講習習会会・・教教室室
健康料理教室
参加者募集
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　鹿島発酵研究会では、発酵食品の

作り方の体験教室を開催し受講者を

募集しています。(受講料無料)

①と　き　１０月３１日(土）

　ところ　なかいけ庵「よらんね」（市中心商店街）

　内　容　ヨーグルト１０時～漬物１３時～

②と　き　１１月１日（日）

　ところ　農村婦人の家（北鹿島）

　内　容　みそ１０時～まんじゅう１３時～

定　員　①②とも各１５人

　　　　　（複数受講可・定員になり次第締切）

申込・問合先

　鹿島発酵研究会事務局(鹿島商工会議所内)

　緯（６３）３２３１

 

　鹿島市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

表や見学を行っています。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　(１１月を除き)２００円(入場無料)

潤１０月１日（木）

　演題　『幕末佐賀藩の動向』

　講師　岩松要輔氏（ 徴古館 館長）
ち ょ う こ か ん

潤１１月５日（木）　現地研修（市外）　

　鹿島市役所出発　８時３０分→

　佐賀城本丸歴史館→大隈記念館→

　 與止日女 神社→
よ ど ひ め

 実相院 →１６時着　
じ っ そ う い ん

潤１２月３日（木）

　演題『祐徳中川文庫について－　

　　　　藩主・夫人の事跡』

　講師　松尾和義氏（祐徳博物館主事）

申込・問合先

　　　　　鹿島史談会事務局　永石

　　　　　緯（６２）６６３４

発酵食品体験教室
受講者募集

鹿島史談会
鹿島市歴史講座

 

　健康づくりに（特に風邪に弱い人）、

免疫力や自然治癒力を増強する気功

をやってみませんか。参加を希望す

る人は当日会場にお越しください。

と　き　１０月６日（火）～３月２３日（火）

　　　　毎週火曜日１３時３０分～１５時

ところ　福祉会館３階大会議室

参加費　３,０００円（６ヵ月分）

問合先　宮﨑　緯（６２）５０５５

 

と　き　１０月１７日（土）１４時～１６時３０分

ところ　佐賀市民会館　２階大会議室

　　　　入場無料　先着160人　

※希望者は１０月１２日までに往復ハガ

キでお申し込みください。

往ハガキに「住所・氏名・年齢・浮腫の

部位（上下肢）・電話番号」復ハガキ宛

先に「ご自分の住所・氏名」を書いて

ください。　

申込先　患者会「かちどきの会」　高田仁子

〒843-0024　武雄市武雄町大字富岡10164－3

 

 

　医師会、薬剤師会、歯科医師会に

よる糖尿病の講演会を開催します。

　合わせて相談コーナーや糖尿病モ

デル食の展示も行います。（入場無料）

と　き　１１月７日（土）　開場12時３０分

　　　　開演１３時３０分　終演１６時

ところ　エイブルホール

問合先　（社）鹿島藤津地区医師会

　　　　　緯（６３）３９６９

気功教室　生徒募集

第4回リンパ浮腫講習会

講講 演演 会会
糖尿病市民公開講座

-これで大丈夫あなたのメタボ-

 

　鹿島商工会議所女性会では、乳が

んの早期発見についての講演会を開

催します。

と　き　１０月１６日（金）　

　　　　１９時３０分～２１時

ところ　鹿島商工会館　大会議室

講　師　伊山明宏氏（織田病院副院長）

演　題　あなたが乳がんにかかる確

　　　　率を教えます。

受講料　無　料

問合先　鹿島商工会議所　高田

　　　　　緯（６３）３２３１

 

 

よらんね内で開催するイベントです。

恭『 一閑張 教室』参加者募集
い っ か ん ば り

　かごに和紙を張り、絵や文字を描

き柿渋で仕上げます。

と　き　１０月１５日（木）・２２日（木）　

　　　　１３時３０分～１５時３０分

定　員　１０人(先着順）

参加費　300円

恭『コーチーズ健康体操』参加者募集

　椅子に座ってできる健康体操です。

と　き　毎月第１・３水曜日　１４時３０分～

参加費　無料（見学可）

恭『おはなしの国～読みがたり』

と　き　１０月２４日、１１月１４日、１２月２６

　　　　日の１４時～１４時半に開催

主　催　ことじ保育園

恭松浦妃呂子『和紙ちぎり絵展』

と　き　１０月１日（木）～１４日（水）

問合先　なかいけ庵よらんね　井上

　　　緯０５０（３４３２）９７１１

医学講座講演会

イイベベンントト
なかいけ庵よらんね
イベント案内
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　障害児者への理解と応援を目的に

始まったこのコンサートも今年で９

回目を迎えます。障害を個性ととら

え、日々努力を惜しまない障害児者

の元気で笑顔いっぱいのステージを

「はっぴいかむかむ」一座の応援ス

テージと共にぜひご覧ください。

と　き　１１月８日（日）

　　　　１３時開場　１３時３０分開演

ところ　鹿島市民会館　大ホール

入場料　４歳以上　１００円

　　　　高校生以上　５００円

その他　当日のスタッフを募集中です。

問合先　主催者（びびっと会）事務局

　　　　緯（６３）２１８５

 

　児童生徒が日頃の学習の成果をス

テージで発表します。午後からは、

バザーや作業製品の販売があります。

と　き　１１月１日（日）１０時～１４時３０分

ところ　うれしの特別支援学校

　　　　(嬉野市塩田町和泉式部公園の近く)

問合先　うれしの特別支援学校

　　　　緯（６６）４９１１

 

　高齢者陶芸教室生徒の優秀作品の

展示と販売用作品のチャリティーバ

ザーを開催します。

と　き　１０月２１日（水）～２３日（金）

　　　　９時３０分～１６時３０分

ところ　【展示】　市役所１階ホール

　　　　【販売】　市役所ピロティー

問合先　保険健康課長寿社会係

　　　　緯（６３）２１２０

はあとふる
ひだまりコンサート２００９

うれしの特別支援学校
とうせん祭

高齢者陶芸教室
作品の展示・即売会

 

　市内の幼児・児童を対象に北公園

スケッチ会を開催します。入賞作品

および全作品は西牟田文化祭会場に

展示します。

　皆さんの参加をお待ちしています。

と　き　１０月１７日（土)　９時～１２時

ところ　西牟田・北公園一帯

　※雨天の場合、西牟田公民館で開催

　※参加者には画用紙・参加賞を用

　　意します。　

問合先　島内健吾緯（６３）００３０

 

　皆さんお誘い合わせのうえご来場

ください。

と　き　１０月２４日（土）・２５日（日）

　　　　１０時～１７時

ところ　西牟田公民館（北公園そば）

内　容　北公園児童スケッチ大会作

　　　　品・『あやめ会』のぬり絵・

　　　　生花・写真・工芸・浮立面・

　　　　絵画・手芸・陶芸等の展示

問合先　大町一利緯（６２）７５１１

 

　皆さんぜひお越しください。

と　き　１０月３日（土）　１０時～

ところ　高津原６６７－１（大手通り）

　　　　好日の園デイサービスセンターサンテ

内　容　①アトラクション等　１０時～１２時

　　　　保育園児マーチング、中学生吹奏

　　　　　楽演奏、餅つき、試飲・試食など

　　　　②室内プール、浴場施設の

　　　　　無料開放　　１３時～１７時

問合先　デイサービスセンターサンテ

　　　　緯（６９）８２２８

第４回北公園
児童スケッチ会のご案内

皆さんぜひご来場を
西牟田区 文化祭

第３回
サンテ・太陽おいでん祭

 

 

　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。（受講料無料）

とき・内容

　◇１０月１５日（木）　１４時～１６時

　　職業ふれあいセミナー［食品小売業］

　　『なりたい自分・ありたい自分』

　　講師　古賀正弘氏

　◇１０月２２日（木）　１４時～１６時

　　自分みがきセミナー

　　『データで見る自分とは』

　　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

 

　田澤記念館には１９年の歴史を持つ

「少年クラブ」があります。

　すでに５００人が研修活動を終え

て高校や大学、社会人として田澤精

神を胸に活躍しています。ぜひ入会

して故郷鹿島の力となってください。

活動日　毎月１回（土曜日か日曜日）

対象者　小学３年～中１まで

内　容　潤親子ふれあい研修

　　　　　（体験学習と研修旅行）

　　　　潤宿泊研修（夏休み中）

　　　　潤料理づくり体験

　　　　潤ボランティア活動など

会　費　無料

問合先　田澤記念館緯（６３）１６２２

募募 集集
若者自立支援セミナー

受講生募集

田澤少年クラブ員
募　　集
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　労働委員会では、公正・中立的な

立場で、あっせんなどの制度により、

トラブル解決をお手伝いします。

　利用は無料、秘密は厳守しますの

で、気軽にご相談ください。

恭巡回労働相談を実施します

１０月１５日（木）　武雄総合庁舎

１０月２７日（火）　鹿島総合庁舎

潤巡回相談受付時間　１０時～１６時

潤相談会場では労働委員会事務局職

員が対応します。

問合先　佐賀県労働委員会事務局

　緯０９５２（２５）７２４２

 

　佐賀県不動産鑑定士協会では、各

分野のベテラン担当者が、不動産の

価格や取引、不動産に関する法律な

どに対する相談をお受けする無料相

談会を開催します。

と　き　１０月８日（木）　１０時～１５時

ところ　アイスクエアビル（佐賀市）

　　　　唐津市役所、鳥栖市役所

問合先　佐賀県不動産鑑定士協会

　　　　緯０９５２（２８）３７７７

 

　弁護士会などによる多重債務特別

相談会を開催します。

と　き　１１月２０日（金）　９時～１６時

ところ　武雄総合庁舎別館１号会議室

　　　潤一人４５分間の予約制です。

予約・問合先　商工観光課

　　　緯（６３）３４１２

相相 談談
労使間のトラブル解決を

お手伝いします

不動産鑑定士による
不動産の無料相談会

多重債務特別相談会

 

　総務省では、国などの行政に対す

る苦情や意見、要望を受けつけ、行政

運営の改善に結びつける業務を行っ

ています。秋の行政相談週間（１０月

１９日～２５日）に先立ち、下記のとお

り、合同行政相談所を開設します。

　行政に対すること以外で心配なこ

とやお困りのことなどもお受けしま

すのでお気軽にご利用ください。

と　き　１０月１４日（水）　１０時～１５時

ところ　市役所５階　大会議室

相談委員　行政相談委員、人権擁護委員、

　心配ごと相談員、佐賀行政評価事務所職員

※なお、下記の日程でいつでも相談

に応じていますのでご利用ください。

と　き　毎週水曜日

　　　　１０時～１２時、１３時～１５時

ところ　老人福祉センター相談室

問合先　佐賀行政評価事務所行政相談課

　　　　緯０９５２（２２）２６５１

 

 

　甲・乙・丙種危険物取扱者試験を

実施します。詳細については下記に

連絡し願書をお取り寄せください。

試験日　１２月１３日（日）

ところ　佐賀大学本庄キャンパス（佐賀市）

願書受付　１０月１４日（水）～３０日（金）

（郵送の場合は10/３０までの消印有効）

願書請求先　消防試験研究センター佐賀県支部

　　　　※県内の各消防本部、各消防署

　　　　　にも常置してあります。

問合先　消防試験研究センター佐賀県支部

　　　　緯０９５２（２２）５６０２

合同行政相談所を開設

試試験験・・採採用用

危険物取扱者試験

 

　鹿島市保育会に所属する民間保育

所１３園の保育士および栄養士、調理

師の募集を行います。

【保育士】

資　格　保育士資格取得者又は来年

　　　　３月までに取得見込みの人

試験日　１１月２８日（土）　１３時～

ところ　福祉会館３階大会議室

科　目　作文・実技・面接

定　員　若干名

受験料　１,０００円

締　切　１１月２０日（金）

その他　要項・願書は事務局まで

【栄養士・調理師】

　　　　栄養士・調理師は有資格者

　　　　の登録のみ行っています。

　　　　問合先までご連絡ください。

問合先　鹿島市保育会事務局（鹿島保育園内）

　　　　緯（６２）３４８４

 

　介護支援専門員（職員）を１人募集します。

内　容　ケアマネージャーとして社

　　　　協介護事務所または包括支

　　　　援センターの業務に従事し

　　　　ます。

条件等　潤平成１８年度までに介護支

　　　　援専門員の資格を取得し、

　　　　実務経験が３年以上ある人

　　　　潤普通免許所有者

募集期間　１０月１日（木）～２０日（火）

受験申込・問合先

　　　　鹿島市社協事務局総務課

　　　　緯（６２）２４４７

民間保育所（園）
保育士等の募集

鹿島市社会福祉協議会
専門職員募集

［バリ島制作３０年］自然の息吹きと命を描く

乗田貞勝油絵展（鹿島市出身）
１０月１４日～１９日　佐賀玉屋南館６階
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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

９日（金）　大字納富分地区・大字重ノ木地区

２２日（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

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

７・２１・２８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

７・２１日（水）

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

２０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）３３７３１０月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成１８年３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

８日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２０年３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）

２９日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２１年６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 

２８日（水）

－　食欲の秋　栄養バランスのとれた食生活を送りましょう！　－

のびのびサークル②

１４日（水）『食欲の秋?!』
嬉野市塩田町「楠風館」での～んびり過ごします。
（手作りおやつ代1家族１００円）

のびのびサークル①

６日（火）『燃えます！大運動会♪』
待ちにまった運動会♪みんなで応援してネ!
水分補給・汗対策を!!

よちよちサークル②

２２日（木）『美味しいひととき竃』
嬉野市塩田町「楠風館」での～んびり過ごします。
（手作りおやつ代1家族１００円）

よちよちサークル①

７日（水）『ママと一緒に爽やか汗』
初めての運動会!パパ・ママ・おじいちゃん・おばあ
ちゃんみんなでレッツゴー♪水分補給・汗対策を!!

潤育児相談
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

問合先　エイブル１階
　　子育て支援センター
　　緯（６３）０８７４

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）

※日本脳炎の予防接種については、保健センターまでお問い合わせください。
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１～８日　鹿島市子ども会夏休み作品展

　　　　　　　　　　　エイブルエントランスロビー

７日（水）　第６回鹿島市人権学習会　　　　　　　　

　　　　　　エイブル　１３時３０分～

７日（水）　市内小学校陸上競技大会（悪天候の場合１０/８に順延）

　　　　　　　　　　　　　　市陸上競技場　１４時～

１７日（土）　第５回森の音楽会（P.７参照）

　　　　　　　　　自然の館『ひらたに』　１８時３０分～

１８日（日）　北鹿島ふるさとまつり（P.１３参照）

五ノ宮神社境内　９時～

２２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（土）　かしま鍋島竹あかり（P.１７参照）

　　　　　　　　　　　　　　普明寺一帯

２８日（水）　第７回鹿島市人権学習会　　　　　　　　

　　　　　　エイブル　１３時３０分～

１０月

 神無月 
かんなづき

（１０月分）
３・１０・１７・２４・３１日（土）、
４・１１・１８・２５日（日）、
１２日（祝）

市役所
保健センター

５日（月）、１３日（火）
１５日～２８日（特別整理期間）

市民図書館（P.5参照）

５・１９・２６日（月）、１３日（火）
エイブル
生涯学習センター

６・１３・２０・２７日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

愚無料法律相談
　５日（月）　　市民会館１階

　　　　受付１３時～（先着１０人）１３時３０分開始

　２２日（木）　　　市民会館１階

　　　　受付９時３０分～（先着６人）　１０時開始

愚成人健康相談　保健センター
　７日（水）　９時３０分～１０時３０分

愚 鍼灸 マッサージ無料健康相談　保健センター
し ん き ゅ う

　１１日（日）　１０時～１５時

愚消費生活相談　市民会館１階サロン（５日のみ市民会館第５会議室）
　５・１９・２６日（月）、２・９・１６・２３・３０日（金）

　　９時３０分～１２時、１３時～１６時３０分

愚発達障害児（者）専門相談　
　１４日（水）　事前予約制　　福祉事務所相談室

　ＮＰＯ法人それいゆ（県委託先）　緯０９０（６２９５）３３５０
愚障害児地域療育支援巡回相談（言語訓練）　　
　２２日（木）　　　１３時３０分～１６時　　　福祉事務所相談室

愚厚生年金・国民年金相談　市民会館１階サロン（要予約）
　６・２０日（火）　１０時～１２時、１３時～１５時

愚行政・人権・心配ごと相談　老人福祉センター相談室
　７・１４・２１・２８日（水）　１０時～１２時、１３時～１５時

　社会福祉協議会　緯（６２）２４４７
愚福祉介護電話相談　月曜日～金曜日　９時～１７時
　社会福祉協議会緯（６２）２４４７

休日昼間　鹿島市休日こどもクリニック（高津原）
　　　　　　　受付時間　９時～１７時　緯（６３）１８３８
　　　　　建おくすりノートを持っていきましょう
在宅当番医・当番薬局

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日

北鹿島薬局下河辺眼科　緯（６３）３０４６４日（日）

アルナ鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７１１日（日）

ミズスカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５１２日（祝）

前山薬局吉田病院　緯（６２）３２０３１８日（日）

オダ薬局ピオ店稲富小児科　緯（６３）３９１４２５日（日）

　　　広報かしま　編集・発行
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松本設備工業　　　　緯（６３）１８４１
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

　３日（土）
　４日（日）
１０日（土）
１１日（日）
１２日（祝）
１７日（土）
１８日（日）
２４日（土）
２５日（日）
３１日（土）

　悪質業者による詐欺や架空請求のトラブル

　　　　多重債務など・・・・一人で悩んでいませんか？

　鹿島市では８月より消費生活相談の日数を増やし対応

しています！ぜひご相談ください。

介護保険料・市税集合徴収分の

第５期の口座振替日は

１０月３０日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）


