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　重要伝統的建造物群保存地区（浜中町八本木宿）に、「水

とまちなみの会」が運営する直売所『浜宿いきいき館』が

１１月７日（土）９時に開店します。

　地元の農産物や魚介類などをはじめ、市内産品を取り

扱い、地元の方や訪れる観光客等の交流施設として中島

酒造場（22世紀に残す佐賀県遺産）を再活用します。

写真

肥前浜宿に「直売所」オープン

平成２１年９月３０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

No.9９No.9９１１

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯７－人２０－世帯１０,５５１人３１,７６５

世帯６－人１１－世帯　５,１３１人１４,２６６鹿　　島

世帯０人１－世帯　１,１６７人  ３,９３４能　古　見

世帯４－人９－世帯　　　９９１人  ３,２４０古　　枝

世帯１－人１－世帯　１,０５６人  ３,２７７浜

世帯４＋人６＋世帯　１,２２２人  ３,７４５北　鹿　島

世帯０人４－世帯　　　９８４人  ３,３０３七　　浦

人　３－人１４,９２０男

人１７－人１６,８４５女

直売所案内MAP

　なお、駐車場は酒蔵通り沿いにはありませんので、ご注

意ください。（直売所案内MAPを参照）店舗入口は駐車場

側にも設けられます。
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地上デジタル放送

簡易チューナーを

無償給付します ！

恭地上デジタル放送をご覧になるには…
平成２３年７月２４日までに今までのテレビ放送（地上アナログ放送）は終了します。

煙それまでに皆さまのテレビを「地上デジタル放送」対応に換えていただく必要

があります。

煙地上デジタル放送をご覧になるには、地上デジタル放送に対応しているテレ

ビに買い換えるか、お手持ちのアナログテレビに外付けの地上デジタル放送対

応チューナーを購入して接続する必要があります（ケーブルテレビなどをご利用

の場合は上記と異なる場合があります）。

～地上デジタル放送受信のための支援～

恭無償給付などの対象は?
　次のいずれかに該当し、ＮＨＫの放送受信料が全額免除となっている世帯です。

①生活保護などの公的扶助を受けている世帯

②障害者手帳所有者がいる世帯で、かつ世帯全員が市町村民税非課税の措置を受けている世帯

③社会福祉事業施設に入所されている方

※すでに地上デジタル放送がご覧になれる世帯は、支援を受けられませんのでご注意願います。

（共同受信施設などで平成２１年４月以降に工事を行った場合には、支援の対象となることがあります。）

恭支援の申込先は?
　下記により申込書を入手の上、総務省　地デジチューナー支援実施センターに送付してください。

　支援の申込書の入手方法

　　①総務省　地デジチューナー支援実施センターからお問い合わせに応じて送付します。

　　②申込書は、鹿島市役所福祉事務所（１階）にもあります。

　　※なお、平成２１年８月末時点で、ＮＨＫの放送受信料が全額免除の世帯には、ＮＨＫから放送受信料全額免除

　　　証明書とともに支援の申込書などが送付されます。

地上デジタル放送受信のための
支援に関する問い合わせ先

　総務省　地デジチューナー支援実施センター

　http://www.chidejishien.jp

　ナビダイヤル緯０５７０－０３３８４０

　　　　　　　姉０４４－９６６－８７１９

【受付時間】平日９時～２１時

　　　　　　（土・日・祝日は９時～１８時）

恭支援の内容は？
①簡易なチューナーを無償で給付します（※テレビは給付しません）。

　閣簡易なチューナーを無償給付することにより、現在ご利用中のテ

　　レビ（アナログテレビ１台）で地上デジタル放送をご覧になれます。

　　簡易なチューナーは、基本的にお住まいまで訪問して設置し、操

　　作説明を行います。

②アンテナ工事などが必要な場合は無償で工事を行います。

　閣簡易なチューナーの設置のみで地上デジタル放送がご覧になれな 

　　い場合は、屋外アンテナなどの無償改修を行います。

　　また、共同受信施設またはケーブルテレビをご覧になっている世

　　帯の改修経費なども負担します。

恭支援受付期間
　平成２１年１２月２８日（月）まで（消印有効）［平成２１年度分］

NHKの放送受信契約や免除に
関する問い合わせ先

　NHK視聴者コールセンター

　http://www.nhk.or.jp/jushinryo/

　ナビダイヤル緯０５７０－０００５８８

　　　　　　　姉０４４－８８８－４３４０

【受付時間】平日９時～２１時

　　　　　　（土・日・祝日は９時～１８時）

悪質商法にご注意ください！

　この支援による簡易なチューナーの給付、アンテナの工事などについて費用を請求することはありません。
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　施設に通って
　利用できるサービス

　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。

　今回は自宅などから通いながら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　

外に出て介護や機能訓練を受けたり、みんなと交流したいときのサービス

　通所介護施設で、食事･入浴などの介護サービスや機能訓練が日帰りで受け

られます。運動器の機能向上、口腔機能向上などのメニューを選べます。
【主なサービス内容】
　煙看護師や保健師などによる健康チェック
　煙リフトバスなどによる送迎
　煙機能訓練指導員の計画にそった日常動作訓練
　煙レクリエーションなどほかの人との交流　　など

通所リハビリ
　テーション

（デイケア）

■自己負担(１割）の めやす（１回）
気通常規模の事業所（６時間以上８時間未満）の場合
　　　６７７円　　～　　１,１２５円
　（要介護１）      　 （要介護５）   ※送迎を含みます
気療養通所介護（難病やがん末期の要介護者を対象）
　　　６時間以上８時間未満　１,５００円

要介護　１～５の人

■自己負担(１割）のめやす(１ヵ月)       
　　２,２２６円　～　４,３５３円
　（要支援１）　（要支援２） ※送迎、入浴を含みます

要支援　１～２の人

※利用するメニューによって別に費用が加算されます。

通 所 介 護
（デイサービス）

■自己負担(１割）の めやす（１回）
通常規模の事業所（６時間以上８時間未満）の場合
　　　６８８円　～　１,３０３円
　（要介護１）    （要介護５）　※送迎を含みます

要介護　１～５の人

■自己負担(１割）のめやす(１ヵ月)       
　　２,４９６円　～　４,８８０円
　（要支援１）　（要支援２） ※送迎、入浴を含みます

要支援　１～２の人

※利用するメニューによって別に費用が加算されます。

　老人保健施設や医療機関などで、日帰りのリハビリテーションなどが受けら

れます。運動器の機能向上、口腔機能向上などのメニューを選べます。　
【主なサービス内容】
　煙看護師や保健師などによる健康チェック
　煙リフトバスなどによる送迎
　煙医師の指示にもとづく、理学療法士、作業療法士などによる機能訓練
　煙レクリエーションなどほかの人との交流　　など

理学療法士等の指導により、ストレッチ、筋力トレーニング、

バランストレーニングなどを行います。（１ヵ月２２５円）

歯科衛生士や言語聴覚士等が、歯磨きや義歯の手入れ法の指導や

摂食･嚥下機能を 向上させる訓練等を行います。（１ヵ月１５０円）

管理栄養士等が低栄養を予防するための食べ方や食事づくり

の指導、情報提供等を行います。（１ヵ月１５０円）

運動器の機能向上

口 腔 機 能 向 上

栄 養 改 善

通所介護などで、要支援１･２

の人が利用できる選択的サー

ビスとして、次のようなプロ

グラムがあります。

利用者の目標に応じて単独で、

または複数を組み合わせて利

用できます。
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　保育所は、児童福祉法に基づく『福祉施設』であり、家庭での保育ができ

ない子どもを預かり、家庭保育の一部を代行します。

　幼稚園は、学校教育法に基づく『教育施設』であり、『教育課程』に基づく

教育が受けられます。　

　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。【幼稚園は１０月号で紹介しています。】

保育所の制度に関する問合先　市福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９

保育所って
どんなところ?

恭入所資格は？

　小学校入学前の子どものうち、保護者（同居の親族）

が次のいずれかの事情にある子どもが入所できます。

　①昼間自宅外で仕事をしている

　②自宅で家事以外の仕事をしている

　③産前２ヵ月から産後２ヵ月以内である

　④病気やケガをしているか心身に障害がある

　⑤同居等の親族を常時介護している

　⑥災害などの復旧にあたっている

　⑦その他①～⑥と同様の状態にある

恭申込方法は？

　平成２２年４月からの新規入所と継続入所の受け付けを

１１月下旬から始めます。

 

猿持ってくるもの

　保育料を口座振替する通帳とその印鑑

【継続入所及びその兄弟姉妹の入所受付】

　現在保育所に入所中の園児及び兄弟姉妹は、１１月１６日

（月）～２５日（水）の間、各入所保育所でお迎えの時間に行

います。日程については次ページの保育所の紹介のとお

りです。紹介にない保育所については、新規入所受付日

に福祉事務所で行います。

※なお、急に入所の必要が出た人は、月初め入所ですの

で、早めに福祉事務所までご相談ください。

　ただし、保育所によっては定員超過等のため、中途入

所ができないところがあります。

【新規入所受付日程】

ところ時　間月　日

市役所１階
福祉事務所窓口

９時～１７時
１２月１日（火）～　　　
平成２２年１月２９日（金）

（第１次締切）

【夜間受付日程】

ところ時　間月　日

市役所１階

福祉事務所窓口
１８時～２０時１２月１日（火）、２日（水）

恭入所の決定方法は？

　申込理由（保育ができない理由）を総合的に入所資格

に準じて判断し、入所の決定を２月に行います。

　また、同一保育所に定員以上の入所希望があった場合

は、次の優先順位に従って決定します。

　希望する保育所に入所できなかった場合は、他の保育

所に変更することができます。

【優先順位】

　①在園児の継続入所又は再入所

　②在園児の兄弟姉妹

　③母子・父子家庭の世帯

　④保育所が所在する地区に住んでいる子ども

　⑤送迎に困難な世帯

　⑥市内在住の子ども

　⑦上記の他に理由があり、承諾せざるを得ない場合

恭保育料はどのようにして決まるの？

　毎月の保育料は、扶養義務者（主に父母または家計の

主宰者）の前年分の所得税額（国税）を合計した額で算定

されます。

　所得税の課税がない場合は、前年度の住民税（市民税）

で算出されます。子どもの年齢は、４月１日現在の年齢

（５月以降に入所された時は入所月の初日現在の年齢）で

算出し、年度の途中で年齢が変わっても保育料は変わり

ません。保育料の決定は、４月に行います。（後日、見直

し調査もあります。）

　また、兄弟姉妹で同時入所した場合や幼稚園と保育所

に同時入所した場合は、第２子半額、第３子以降は無料

となります。

　なお、保育料に関する個別相談は、福祉事務所でのみ

受け付けます。

恭保育時間は？

　原則として8時から１７時までの９時間ですが、保護者

の仕事の都合により7時ごろから１９時ごろまで、すべて

の保育所で延長保育事業を実施しています。

恭保育内容は？

　厚生労働省が定めた保育指針を各保育所の保育方針に

従って指導・展開されています。

　内容は、健康・安全で情緒の安定した環境を用意し、

『健康』『人間関係』『環境』『言葉』『表現』の５領域に情操教

育を含め、園児の年齢に沿って実施しています。



広報かしま　Ｈ2１(200９).11.15

恭特別な保育サービス

　保育所では、利用者の要望に応えるため、全保育所で

次のサービスを実施しています。保育所によってその

サービスは異なりますので、事前に福祉事務所までお問

い合わせください。

【障害児保育】

　集団保育が可能で、日々通所できる障害児を預かって

います。

【一時保育】

　日頃は家庭で保育している小学校入学前の子どもが対

象です。保護者が、病気や短期労働、社会文化活動への

参加など、一時的に保育ができなくなった場合に保護者

に代わって子どもを８時～１７時まで保育所で保育する事

業です。月に１３日（週３回程度）を上限に利用できます。

　一時保育を利用する時は、早めに保育所に連絡をして

ください。ただし、保育所の都合により預けられない場

合があります。

　利用料は、１回４時間を超える場合２,０００円、４時

間以内１,０００円です。

　ただし、１度に３歳児以上の兄弟姉妹が２人以上利用

する場合には２人目から半額となります。

　また、保育所によっては別途昼食代が必要となります。

　希望する保育所へ直接お申し込みください。

出張受付日電　　話所　在
開所時間

（延長保育時間含む）
定員
（人）

保育所名

１６日（月）（６２）２８３４下　古　枝７時３０分～１９時　　　７０若　　草

１６日（月）（６３）３３１５東三河内　７時１５分～１８時４５分　　４５能　古　見

１７日（火）（６２）２５８０中　　村　７時３０分～１９時　　　１００み　ど　り

１７日（火）（６３）１３３５若　殿　分７時００分～１９時３０分　９０こ　と　じ

１８日（水）（６２）２３７９東　　町　　　７時～１９時　　　１２０ア　ソ　カ

１８日（水）（６３）１４０１東　塩　屋　　７時～１８時３０分　４０七　　浦

１９日（木）（６２）０８１０行　　成　　７時～１９時　　１２０誕　生　院

１９日（木）（６３）４４５０井　　手　　７時～１８時３０分　８０め　ぐ　み

２０日（金）（６２）０６２７八　　宿７時～１９時　８０海　　童

２０日（金）（６２）８９４９飯　　田　　７時～１８時３０分　４０飯　　田

２４日（火）（６３）５０６２野　　畠７時３０分～１９時　　　７０共　　生

２４日（火）（６２）８３１３　音　　成　７時３０分～１９時　　　３０おとなり

２５日（水）（６２）３４８４小　舟　津７時３０分～１９時　　　６０鹿　　島

２５日（水）（６３）０１９５高　津　原７時～１９時　９０旭　ヶ　岡

　※福祉事務所に各保育所のパンフレットを備え付けています。

　鹿島市ホームページの『子育て』⇒『幼稚園・保育所』でも詳しい情報がご覧になれます。

　http://www.city.kashima.saga.jp/

恐保育所の紹介と出張受付日（受付１５時３０分～１８時３０分）

と　き　１２月１２日（土）　１９時～

ところ　武雄センチュリーホテル『平安の間』

対象者　２５歳～４０歳ぐらいまでの独身男性及び女性

　　　　（男性は杵藤地区広域圏内に在住・勤務する

　　　　人に限ります。）

『クリスマスパーティー』

参加者募集 ！
あなたも素敵な出会いをしてみませんか？

ドリームキャッチ ２１
定　員　男女各４０人（先着順）

参加費　男性　4,000円　女性2,000円

申込方法　市役所３階企画課窓口に備え付けの申込用紙に必要

　　　　事項を記入し、持参もしくは郵送・ＦＡＸで送付して

　　　　ください。※申込書は、下記ホームページからもダ

　　　　ウンロードできます。

申込締切　11月３０日（月）15時（定員になり次第締め切り）

申込先　〒８４３－００２３　武雄市武雄町大字昭和１－２　　　　

　　　　杵藤地区広域市町村圏組合事務局総務課

　　　　緯０９５４（２３）５１４２

　　　　姉０９５４（２３）５１４３

　　　　http://www.kitou-web.jp
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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

　毎年恒例の図書館秋のウォー

クラリー。今年は古い絵図をた

よりに、中心商店街でクイズラ

リーとスタンプラリーを行いま

す。クイズラリー

のあとは、 昔遊 び
むかしあそ

もあります。

と　き　１１月７日（土）

　　　　９時３０分図書館集合

　　　　（１２時３０分 解散予定）

ところ　中心商店街

対　象　小学生とその家族

定　員　２０組（小学生のみの参加も可）

問合先　市民図書館

　　　　　　緯（６３）４３４３

　今回は 生涯学習課文化係との共催で、発掘

調査の成果や古文書資料などから、江戸時代

の常広城と鹿島城を紹介します。

展　示…１１月７日（土）～１２月２７日（日）まで

　　　寓北鹿島小学校　　　　寓鹿島城の絵図

　　（旧常広城）の校門　　　　　（明治初期）

問合先　かしま市民立楽修大学　緯（６３）２１３８

　NHK特集「大黄河」

の音楽でおなじみのオ

カリナ奏者宗次郎が

キーボード・ギター・

パーカッションととも

にお届けするコンサー

トです。

と　き　　平成２２年１月２４日（日）

　　　　　１５時３０分開場　１６時開演

ところ　　エイブルホール

主　催　鹿島市　鹿島市教育委員会　

　　　　佐賀県　（財）自治総合センター

後　援　佐賀新聞社　西日本新聞社

チケット発売日　１１月２０日（金）１０時～

入場料　２,０００円（全席指定）

気宝くじの助成により特別料金となっています。

気子供割引、楽修大学生の特典はありません。

気前売券が完売の場合は当日券はありません。

気チケットは１人２枚まで購入できます。

気未就学児の入場はご遠慮ください。

問合先　かしま市民立楽修大学

　　　　緯（６３）２１３８

芸術の秋は

に行ってみよう

宝　く　じ
文化公演

　宗次郎オカリナコンサート
　　　～オカリーナの森から～

市民図書館
親子で楽しむ秋の歴史探訪ウォークラリー

　～今年は中心商店街を制覇だ～

床の間
コーナー 『常広城と鹿島城　調査成果展』を開催

講　師　迎　りつ子　さん

と　き　１１月２７日（金）

　　　　１０時～１３時

ところ　エイブル２階　調理実習室

男の料理教室 【定員１５人】
講　師　大城　サカエ　さん

と　き　１１月１０日（火）・１７日（火）

　　　　１９時３０分～２１時

ところ　エイブル３階　研修室A

みんなの英語 【定員１５人】

講　師　堀川　千恵子　さん

と　き　１１月１１日（水）・２５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　西山　由紀子　さん

と　き　１１月１０日（火）・１７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】

受講料　一　般　　１０００円

　　　　楽修大学生　５００円

季節のテーブルコーディネート講座

～ホームクリスマスを楽しむ～ 【定員２０人】

講　師　福田　雅子　さん

と　き　１２月５日（土）

　　　　１０時～１３時

ところ　エイブル２階　調理実習室

公開講座
－どなたでも参加できます－

ラッピング講座 【定員２０人】

～ちょっと華やかにクリスマスラッピング～

講　師　辻川　 芳影 　さん
よ し え

と　き　１２月１３日（日）

　　　　１０時～１２時

ところ　エイブル３階　生活工房

　図書館おはなし会のお知らせを２２ページに掲載しています

１１月１７日（火）～１１月１９日（木）は、

インターネット利活用講座開催

（２２ページ参照）のため、２階学

習室の使用ができません。３階

の生活工房をご利用ください。

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

－　ご注意ください　－

チケット販売所

潤かしま市民立楽修大学（エイブル２階）

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
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　佐賀県文化団体協議会発足５０周年を記念して、１０月

３１日（土）に開会した『鹿島市文化祭』は11月１日（日）・

３日（祝）・１４日（土）に行われます。

　第４１回を迎える今年は、エイブルや市民会館などで、

書道、写真、絵画、生け花などの展示や少年の夢発表会、

各文化団体の皆さんによる音楽、舞踊、吟詠の舞台発

表など皆さんのこの一年間の活動の成果が披露されま

す。

気謡曲は１日（日）に吉田能舞台会場（乙丸）で開催

気川柳は１４日（土）に高津原コミュニティーセンター　

　「かんらん」で開催

気短歌・俳句については１０月２４日に開催済

　皆さんお誘い合わせのうえ、ぜひお出かけください。

問合先　鹿島市文化連盟事務局

　　　　緯（６２）６４３５

　　　　市文化連盟仮事務所（開催日のみ）

　　　　緯（６３）２１１１内線５５７

『鹿島市文化祭』にお越しください！

住宅用火災警報器設置義務化のお知らせ
火災からの「逃げ遅れ」により死者をなくすために、
住宅の寝室・階段上部などに火災警報器を設置す
るように義務化されています。
早めの設置をお願いします。

老朽消火器の取り扱いについて！
各地で腐食が進んだ消火器の破損事故が相次いで
います。消火器を廃棄する場合は、販売店や消防
設備業者など、専門の業者に廃棄処理を依頼する
ようにしましょう。

消防訓練・応急手当講習会の問合せ

悪質訪問販売等被害の連絡先

鹿島消防署　緯（６３）１１１９

秋 の 火 災 予 防 運 動　１１月９日（月）～１５日（日）
『消えるまで　ゆっくり火の元　にらめっ子』

　火災のほとんどが、ちょっとした日頃の注意で防げるものばかりです。

　家庭や職場で「防火」について話し合いましょう。

２０年２１年区　分

６件２件建　物

１件０件車　両

９件４件その他

１６件６件計

　市内での火災発生件数（２１年９月末現在）は

次のとおりです。

火の用心フェアを開催

　１１月３日、「文化の日」鹿島市民

会館で鹿島消防署火の用心フェ

アを開催します。

　当日は、はしご車の展示や

AED体験コーナー等を設けます

ので、この機会に体験してみて

はいかがですか。

火災予防ポスター入賞作品を掲示

　１１月３日から１５日までの間、

鹿島市民会館で掲示します。　

　ぜひご覧ください。

IINNFFOORRMMAATTIIOONN
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平成２１年の社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が送付されます！

　年内に納付した国民年金保険料は、全額が所得税・市

町村民税等の社会保険料控除の対象となります。

　年末調整や確定申告で国民年金保険料を社会保険料

控除として申告する場合には、「社会保険料（国民年金保

険料）控除証明書」の添付が必要ですので、申告を行う

まで大切に保管してください。

　納め忘れ等がある場合も、年内に納付すれば、今年分

の控除として申告できます。

問合先

　武雄社会保険事務所　緯０９５４（２３）０１２１

災害時要援護者の登録を受け付けています

怯登録を希望される方へ

　情報を外部に提供して共有するようになりますので、

申請者の同意が必要です。

怯登録方法・問合先

　登録を希望される方は市総務課消防交通係までご連

絡ください。緯（６３）２１１３

気日頃から、災害に対する備えをしておきましょう。

怯対象となる方は

　煙一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯の方

　煙要介護認定（３～５）の方

　煙身体障がい者（１～２級）の方

　煙知的障がい者（療育手帳Ａ）の方

　煙精神障がい者（１級）の方

　煙特定疾患の認定を受けておられる方

　煙小児慢性特定疾患の認定を受けておられる方

　※上記対象者以外の方でも、災害時に避難支援が

　　必要と思われる方は登録することができます。

　市では、大規模な自然災害が発生したり、その危険性がある場合に、自力での避難ができない、または移動に支援

を必要とする『災害時要援護者』の方たちに対して、地域で支援していく仕組みづくりを進めており、現在、約

１,０００人の方が登録されています。

　市で「災害時要援護者」の登録受付・情報管理を行い、警察署・消防署・地元区長・地元民生児童委員・自主防災

組織代表者へ情報を提供し、『地域の共助』を活かして、災害時の安否確認・避難支援に役立てます。

恭小学生の部

浜　小　１年　倉﨑　椋太郎

鹿島小　２年　川原　瑛里

浜　小　５年　倉﨑　真衣

明倫小　５年　島ノ江　夏輝

古枝小　６年　境　優樹

浜　小　６年　熊本　健吾

浜　小　６年　小柳　麻菜

七浦小　６年　石橋　龍二

明倫小　６年　森﨑　仁紀

明倫小　６年　亀井　千鶴

恭中学生の部

西部中　２年　馬場　みずほ

西部中　２年　近藤　力也

東部中　２年　松本　朋美

東部中　２年　尾﨑　勇輝

東部中　２年　松本　茉子

東部中　２年　倉﨑　愛梨

東部中　２年　吉牟田　みき

西部中　３年　中川　愛子

西部中　３年　村吉　直緒

西部中　３年　馬場　佐歩

西部中　３年　米田　麗

西部中　３年　白濱　康平

東部中　３年　石橋　也美

東部中　３年　小池　史帆

東部中　３年　谷川　友理

恭高校の部

鹿島実業高校　２年　相川　早紀

鹿島実業高校　２年　東島　多紀

　平成２１年度明るい選挙啓発ポスターコンクールに多数の応募をいただきありがとうございました。

　応募総数８６点のうち、入賞された方を発表します。（敬称略）

平成２１年度　明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞者発表

問合先　市選挙管理委員会　緯（６３）３４１８

寓倉﨑真衣さんの作品 寓熊本健吾さんの作品

《送付時期》

怯平成２１年１月１日～平成２１年９月３０日までの間に

　納付実績のある方・・・平成２１年１１月上旬

怯平成２１年１０月以降に今年初めて国民年金保険料を

　納付された方・・・・・平成２２年２月上旬

これらを県審査へ出品したところ

　　倉﨑真衣さんは『特選』

　　熊本健吾さんは『入選』

　　　　　　　　に選ばれました。

　おめでとうございます！
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多良岳広域営農団地農道路線名称募集

　鹿島市と太良町を結ぶ広域農道は、平成２３年４月の全

線開通を予定しています。一般の方にも地域の方にも

親しみを持って呼ばれる、地域にふさわしい名称を募集

しています。採用者には賞品もありますので、ふるって

ご応募ください。

恭作品内容　応募用紙１枚につき1点の作品で、自作未

　　　　　　発表のものに限ります。

　　　　　　名称決定後の著作権は主催者に帰属し、応

　　　　　　募用紙の返却はしません。

恭応募資格　特にありません。

　　　　　　どなたでも応募できます。

恭応募方法　所定の応募用紙または任意の用紙、官製ハ

　　　　　　ガキなどに

　　　　　　①応募者の氏名　②住所　③電話番号　

　　　　　　④名称　⑤名称を考えた理由

　　　　　　を記入し、郵送・FAX・Eメールいずれか

　　　　　　でご応募ください。

　　　　　　※電話での応募はできません。

恭募集期間　１１月1日（日）～平成２２年１月２９日（金）

恭選考方法　第1次選考を2月、最終選考を6月に行い

　　　　　　ます。選考結果は、各市町広報誌または　

　　　　　　ホームページで9月頃に発表します。

　　　　　　採用された人には直接ご連絡します。

恭賞　　品　地元特産品の詰め合わせ（同一名称の場合

　　　　　　は、抽選により受賞者を選定します。）

恭個人情報　応募に際しご記入いただく内容につきま

　の取扱い　しては、選考や名称公表に必要な範囲内で

　　　　　　使用します。

恭主　　催　多良岳地区広域農道推進協議会

恭応募先及　〒８４９－１３９１

　び問合先　鹿島市大字納富分２６４３－１

　　　　　　鹿島市役所　農林水産課

　　　　　　「多良岳広域営農団地農道名称募集」係

　　　　　　緯（６３）３４１３　姉（６３）２１２９

                    死rinmu3@city.kashima.saga.jp

佐賀県高齢者大学鹿島校　第５回　『学　校　祭』

　今年で開校９年目となった佐賀県高齢者大学鹿島校

では、講演会や学生による舞台発表・作品展を行います。

　みなさんぜひご来場ください。（入場無料）

問合先　佐賀県高齢者大学鹿島校事務局（エイブル内）

　　　　緯（６３）２３２２

怯作品展

と　き　１１月１８日（水）１３時～１１月２０日（金）１５時

ところ　エイブル１階ロビー

内　容　絵画・書・手芸・工芸・写真などを展示

怯講演会

と　き　１１月２０日（金）１０時３０分～１２時

ところ　エイブル２階ホール

演　題　「がばい楽しか情報化生活」

　　　　サブテーマ～同窓会旅行幹事完全マニュアル～

講　師　ラーニング・リーダーシップ・パートナーズ

　　　　古賀　昭さん　　青山　司さん

怯舞台発表

と　き　１１月２０日（金）１３時～１５時

ところ　エイブル２階ホール

内　容　舞踊・コーラス・謡曲・リズムダンス・寸劇など

　童謡やオリジナル曲をウオン独自の透明

感あふれる音色で演奏します。

　なつかしさと安らぎを味わってください。

と　き　１１月２９日（日）１４時開演

ところ　エイブルホール

問合先　童謡の郷づくり実行委員会

　　　　緯（６２）５８０１

ウオン・ウインツアン

～ピアノコンサート～
と　き　１１月６日～１２月１１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）

主　　催　鹿島ボウリング愛好会

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　鹿島ボウリング愛好会

　　　　　緯０９０（９４９２）６７６２

初心者ボウリング教室を開催
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「家事するあなたはカッコイイ!!」講座参加者を募集
－　平成２１年度鹿島市男女共同参画推進事業　－　

－　１１月は『新規就農の推進強化月間』です　－

あなたも農業をはじめてみませんか?
　１１月は新規就農の推進強化月間として相談会や研修

会を開催します。農業に興味があり、将来農業を始めた

いとお考えの皆様の参加をお待ちしています。

　家庭菜園等の栽培相談や研修会でありませんのでご

留意ください。

恭就農相談会　ＩＮ　『畜産試験場参観デー』

と　き　１１月７日（土）　１０時～１５時

ところ　佐賀県畜産試験場（武雄市山内町）

恭就農相談会　ＩＮ　『農と食のふれあい祭り』

と　き　１１月１４日（土）　９時～１６時

ところ　佐賀県農業試験研究センター（佐賀市川副町）

就農相談会の問合先　（財）佐賀県青年農業者育成センター

　　　　　　　　　　　　緯０９５２（２５）７１０６

恭就農相談員による就農相談

と　き　毎週火曜日・木曜日　８時３０分～１７時

ところ　藤津農業改良普及センター（鹿島総合庁舎内）

　　　　※新規就農者への情報提供や相談に専門の就

　　　　　農相談員が応じます。予約をお勧めします。

問合先　藤津農業改良普及センター緯（６２）５２２１

恭新規就農希望者養成講座

と　き　１１月１６日（月）～２０日（金）

ところ　佐賀県農業大学校（佐賀市川副町南里）

内　容　農業の基礎講座、農作業体験、農家訪問等

定　員　１０人（参加無料）※事前申し込みが必要です。

問合先　佐賀県農業大学校

             緯０９５２（４５）２１４４

問合・申込先　生涯学習課　緯（６３）２１２５

　　　　親子で学ぶ

　　　　　　環境にやさしいお掃除講座
～年末の大掃除を親子で協力してやってみよう！～

　合成洗剤に頼らない、石けんを使った環境にもか

らだにもやさしいお掃除術を体験してみませんか。

　当日は、家から換気扇やガスコンロの汁受皿など

汚れの付いている物をもってきてください。

と　き　12月5日（土）13時～15時

ところ　鹿島市民会館2階　婦人教室（調理室）

講　師　NPO法人　さが環境推進センター

定　員　親子８組（先着順）

参加料　１組につき５００円

コーヒーの入れ方講座
　極上のおいしい一杯を家族にいれてあげる。

　そんな小さなことから家族のコミュニケーション

を作ってみるのもいいですね。

と　き　平成22年1月15日(金) 13時～14時30分

ところ　エイブル　調理室

講　師　(有)いづみや珈琲　社長　前山治彦さん

詳細は12月号でお知らせします。

　１０月より操業を開始した株式会社ICR

鹿島業務センターの開所式が１０月２２日、

東町の事務所で行われました。地元採用

の電話オペレーターは未経験者ばかりで

すが、職場の雰囲気も上々のようです。

　引き続きオペレーターの求人募集をし

ていますので、この機会に応募されては

いかがでしょうか。

問合先　ハローワーク鹿島緯（６２）４１６８

　　　　市商工観光課緯（６３）３４１２

進出企業ニュース　-　株式会社ICR鹿島業務センター様　-　

ひとり暮らし応援!!
～料理教室と家事のお話～

　進学・就職・単身赴任・婚活。自立生活に向けて、

料理に挑戦してみよう。

講師　佐賀大学文化教育学部　准教授　中西雪夫さん

詳細は1月号でお知らせします。

第１
弾

第２
弾

第３
弾

鹿島市で農業を始めてみませんか？
～　農業をやってみようセミナー　～

　藤津鹿島地区で新たに農業を始めたいと考えてい

る方を対象に、農作物の栽培・経営概要等を説明す

る「農業をやってみようセミナー」を開催します。

　学生や定年退職後「第２の人生を農業で」とお考

えの方など、本格的に農業を始めようと考えている

方の参加をお待ちしています。

と　き　１１月６日（金）　１９時～　受付１８時３０分～

ところ　ＪＡさが鹿島中央支所　３階大研修室

問合先　ＪＡさが鹿島中央支所緯（６２）２１４７

　　　　市農林水産課　農政係緯（６３）３４１３
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鹿島藤津地区愛犬フェスタを開催

　『我が家のＯｎｌｙワン』をメインテーマとし、家族の

一員である愛犬との絆をより深めて頂くことを目的と

し開催します。

　市民の皆さんのご参加をお待ちしています。

と　き　１１月８日（日）９時～１２時

ところ　鹿島市民会館・市役所ピロティ

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）

ペットなんでもお悩み相談　１０時３０分～１１時３０分
獣医師の先生による個別無料相談会です。

ペットの病気・しつけ方など何でもご相談く

ださい。

　警察では、オウム真理教に関わる一連の事件で、左の３人

を特別指名手配被疑者として、総力を挙げて行方を追って

います。

　お心当たりのある方は、今すぐ１１０番または、

　フリーダイヤル０１２０-００６-０２４（オウム２４時間）

　　　　　　　　　　　　　　　　　までご一報ください。

問合先　鹿島警察署　緯（６３）１１１１

オウム真理教特別手配容疑者の逮捕にご協力を!

 平田　信 
ひらた　まこと

昭和４０年３月２７日生（４４歳）

身長１８３cm位

髭が濃い

歯並びが悪い

左首筋に５ミリ大のホクロ

高橋  　   克也       
たかはし　かつや

昭和３３年４月２６日生（５１歳）

身長１７３cm位

中肉

眉毛が濃い

近視

菊地  　   直子       
き く ち 　 な お こ

昭和４６年１２月９日生（３７歳）

身長１５９cm位

右こめかみに４ミリ大のホ

クロ

右目下に１ミリ大のホクロ

１１月は指名手配犯捜査強化月間です

緊急雇用創出基金事業による

日日雇用職員を募集します
潤申込方法　

　市では、現下の雇用状況の悪化により雇用および就

業機会の創出を図るため、特別交付金による雇用を創

出する事業に取り組んでいます。

　次の委託事業について、就業を希望する人はハロー

ワーク鹿島または問合先に直接申し込んでください。

農林道環境整備事業　２人（４ヵ月未満）

　　農林道等の支障木等の除去および路面舗装作業

業務に関する問合先

　　　　　　　　鹿島嬉野森林組合緯（６６）２６７８

潤募集内容

　１１月・1２月に65歳になられる方を対象に制

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。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　１１月１９日（木）１４時～

ところ　市民会館１階第４会議室

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

介護保険制度説明会を開催

犬　の　譲　渡　会　１０時（受付開始）～１２時
杵藤保健福祉事務所で保護されている犬の

里親になっていただく方を募集しています。

当日は、犬との相性診断や飼い主としての心

得を学んでいただき希望者へ譲渡します。

潤　原則事前申込みとなります。申込締切11月6日（金）

潤　希望された犬が重複した場合は抽選となります。

潤　譲渡希望者の方は、ゲージやリードなど連れて　

　　帰る準備をお願いします。

犬の飼い方講習会　９時１０分～１０時
市内の獣医師の先生を講師に招き、ペットの

正しい飼い方やかかりやすい病気の事など

を分かりやすく話していただきます。

愛犬フォトコンテスト　９時～１２時
応募のあった愛犬の写真を掲示し、ご来場の

お客様が審査員となり投票していただきま

す。上位入賞者に粗品を進呈します。
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行楽の秋　市内おでかけ情報

秋風吹く七浦の里をのんびり健康

ウォーク、おいしい空気と甘いミカ

ンをお楽しみください。

と　き　１１月１日（日）　受付９時～

　　※悪天時は１１月８日（日）に延期

ところ　七浦海浜スポーツ公園

　　　　（オレンジのんびりコース約１２㎞）

内　容　ミカン狩り、いも掘り体験、

　　　　お楽しみ抽選会、など

持参品　弁当、健康保険証（コピー可）

参加費　一　般　　　５００円（保険料含）

　　　　中学生以下　２００円（保険料含）

その他　参加者全員に記念品あり

問合先　同実行委員会（七浦公民館内）

　　　　緯（６２）８３２５

歩 　　　　のんびりウォーク１１月１日（日）

自然の館裏、旧道からの登山です。

と　き　１１月１４日（土）９時～１６時３０分

　　　　（雨天時は２１日（土）に延期）

集　合　自然の館に９時

対象者　小学４年生以上

　　　　　（体力に自信のある人に限ります。

　　　　　　　　　小学生は保護者同伴での参加を）

参加費　１,０００円／１人

　　　　（食事代、傷害保険料含む）

定　員　３０人

持参品　飲み物、タオル、着替え、

　　　　軍手、防寒具など

その他　隅弁当は準備します。

　　　　隅登山後「猪汁」を振る舞います。

　　　　隅万一参加者に事故など発生した

　　　　　場合に要する費用は自己負担

申込先　自然の館『ひらたに』

　　　　緯（６４）２５７９

登 秋の経ヶ岳登山　県内最高峰に登ろう１１月１４日（土）

七浦地区では、地区内外の人との交

流を深めようと旬の農水産物のＰＲ

を兼ねて、恒例の大収穫祭を開催し

ます。道の駅各店舗のサービス企画

もあります。

と　き　１１月２３日（祝）１０時～１４時

ところ　道の駅鹿島

イベント　隅もちつき隅農産物販売

　　　　隅制作実演（浮立面・わらじ）

　　　　隅味わう会（食券５００円が必要）

　　　　隅お楽しみ抽選会

　　　　隅七浦文化展

　　　　隅大正琴演奏

　　　　隅園児出し物など

問合先　七浦公民館

　　　　緯（６２）８３２５

祭 七浦の里　大収穫祭 １１月２３日（祝）

肥前浜宿ウォークは、地元のボラン

ティアガイドが一緒に歩きながら、

見所を案内する楽しいウォーキング

です。

浜町の酒蔵や伝統的建物などをお楽

しみください。

と　き　１２月６日（日）※少雨決行

　　　　受付9時～　出発9時３０分

ところ　浜小学校で受付後スタート

　　　　隅まちなみコース約3km

　　　　隅歴史コース約2.5km

参加費　大人・子供とも300円

　　　　幼児無料

問合先　肥前浜宿水とまちなみの会　

　　　　緯（６９）８００４

　　　　浜公民館

　　　　緯（６２）２５３４

歩 肥前浜宿ウォーク １２月６日（日）

ななうらの里
オレンジロード

メルマガ読者大募メルマガ読者大募集集メルマガ読者大募メルマガ読者大募集集
　観光協会では、鹿島市観光メールマガジンを配信してい
ます。info@kashima-kankou.comあてにメルマガ希望と書
いて送信してください。ケータイからの登録は右側の二次
元コードを読み取り、空メールを送信してください。問合先　鹿島市観光協会　観光戦略推進室　緯（６８）０００７



広報かしま　Ｈ2１(200９).11.113

　１０月１日、西岡様より鹿島鍋島家に関する資料など１６８点をご

寄贈いただいたことに対し、市から感謝状を贈呈しました。

　資料の中には、鹿島藩最後の藩主鍋島直彬と明治政府高官との関

係をあらわす書簡等が多数あり、鹿島近代史を知る上でとても貴重

な資料といえます。

　また、すばらしい書や画もいただい

ており、来年３月の『エイブル祭』公

開に向けて、今後詳しい調査・研究を

行い、広く市民の皆様に紹介する予定

です。

資料のお問い合わせは

鹿島市民図書館緯（６３）４３４３まで

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
鹿島の郷土史研究に朗報です! 西岡紘一郎様ありがとうございます

鹿島市初　日本傳講道館柔道8段へ昇段 森田　実様おめでとうございます

寓寄贈された書簡などの一部

　今春の全日本柔道連盟の厳しい昇段審査でこれまでの輝かしい実

績等が評価され、見事８段に昇段した森田さんが１０月５日、市役所

を表敬訪問されました。８段昇段者は鹿島市では初、県内でも数人

しかいないそうです。

　佐賀県総合体育館に勤務するかたわら日々研鑽を積む森田さんは、

１０月２５日開催の平成２１年度全日本柔道形競技大会（東京都）に九州代

表として出場されました。今後のご活躍に期待します。

寓紅白の帯が８段の証

安全運転高齢者自転車佐賀県大会で初優勝 能古見支部チームのみなさん

　１０月３日、大和町勤労体育センターで行われた「安全運転高齢者

自転車佐賀県大会」に鹿島地区代表として出場した能古見支部チー

ム（正寶義眞さん・馬場順男さん・久光欣一さん・松尾輝行さん）が市役

所を訪れ、市長に優勝の報告をされました。

　鹿島地区代表としては初の栄冠となったもので、選手団を代表し

て正寶さんは「今回の経験を活かし、地域の交通安全に貢献したい。」

と誓われました。

　市長は、「おめでとうございます。これからは後進のご指導もよろし

くお願いします。」と選手団の労をねぎらいました。

　１０月１日、鹿島ライオンズクラブ会員

の皆さんによるカーブミラー清掃作業が

行われました。これは、同クラブ環境ア

クト委員会が交通事故の減少に寄与する

ために企画し会員に呼びかけたものです。

　この日は、班に分かれて大字納富分地

区にあるカーブミラー約１３０カ所を３時

間ほどかけてきれいに磨いていただきま

した。今後も清掃場所を変えて実施して

いきたいそうです。

ありがとうございます　会員で清掃奉仕　　鹿島ライオンズクラブ様
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【注目情報】新型インフルエンザは早めの相談・治療を!

　現在流行している新型インフルエンザは、感染したほとんどの人は比較的軽症のまま数日で回復しています。

　しかし、特に次のような人が感染すると重症化する可能性があります。

　気妊娠中の人、乳幼児、高齢者

　気腎疾患のある人（人工透析を受けている人など）

　気ぜんそくのある人、糖尿病のある人、心臓や肺などに持病のある人

　かかった時の受診方法や注意事項についてあらかじめかかりつけ医と相談しておきましょう。

　また、日ごろから発熱など体調の変化に気を配り、かかった時は早めに医療機関で受診しましょう。

　新型インフルエンザに感染しない、うつさないために日ごろから下記の点を心がけましょう。

　気こまめに手洗い・うがいをしましょう　　　　　　　　　　気せきエチケットを守りましょう

　気発熱やせきなどの症状があるときは、外出を控えましょう　気定期的な部屋の換気をしましょう

１１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）３３７３１１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助成制度

　６５歳以上の人が１２月３１日（木）までに県内のインフルエンザ予防接種実施医療機関で季節性インフルエンザの予防

接種を受けた場合、助成制度により自己負担金が少なく済みます。希望する人は、早めに直接医療機関へお申し込みく

ださい。（医療機関によって予約の受付方法等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。

肝炎ウィルス検査を受けましょう

　肝臓がんの原因の約９割は、B型・C型肝炎ウイルス

によるものです。

　市が実施した今年8～9月の検診を受診できなかった

人は、肝臓がんを予防するためにも佐賀県が指定してい

る医療機関や保健福祉事務所での検査を受診しましょ

う。

検査内容　血液検査（Ｂ型・Ｃ型肝炎ウイルス検査）、問診

対　象　者　２０歳以上で過去に検査をうけたことがない県民

　　　　※一般的な生活では、新たにウイルスに感染　

　　　　することはほとんどないと考えられている　

　　　　ため肝炎ウイルス検査は一生に１回受けれ　

　　　　ばよいとされています。

問　合　先　杵藤保健福祉事務所　健康指導担当

　　　　　緯０９５４（２２）２１０４

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　１１月２４日（火）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、

　　　　　後期高齢者医療制度被保険者は無料）

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　１１月１３日（金）
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　県では、肝硬変や肝がんを予防するため、Ｂ型・Ｃ型

ウイルス性肝炎のインターフェロン治療に係る医療費自

己負担額を一部助成しています。

助成対象者

気佐賀県在住で医療（健康）保険に加入されている人。

気慢性肝炎（Ｂ型及びＣ型肝炎ウイルスによるもの）およ

　び代償性肝硬変（Ｃ型肝炎ウイルスによる）と診断され

　た人で、Ｂ型及びＣ型ウイルス性肝炎の根治を目的と

　して行うインターフェロン治療を受けている人または

　治療予定の人。

気治療結果等データの収集（各種報告書の提出）に同意さ

　れる人

助成の対象となる医療の範囲

○保険適用のあるインターフェロン治療費

　初診料・再診料・検査料・入院料・投薬料・薬剤料

○インターフェロン治療を継続するために必要な副作用

の検査・治療

　初診料・再診料・検査料・投薬料・薬剤料

実施医療機関

　県が指定する医療機関（県ホームページや保健福祉事

務所で確認できます。）

助成期間

　診断書に記載されている治療予定期間の開始月から１

年間。（一人１回限り）

　ただし、治療中の方は申請書を受理した月から１年と

なります。

助成の内容

　保険診療請求額から、自己負担限度額を除いた額を国

と県で助成します。　

問　合　先　杵藤保健福祉事務所　健康指導担当

　　　　　緯０９５４（２２）２１０４

インターフェロン治療費の一部を助成します

対象区月　日対象区月　日

西牟田・若殿分１１月２４日（火）小舟津・犬王袋・伏原・貝瀬・白鳥尾１１月２日（月）

高津原・城内・大手１１月２７日（金）東町・新町・中牟田・世間・重ノ木１１月５日（木）

高津原・執行分１１月３０日（月）末光・馬渡１１月１３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）横田・行成・井手分１１月１６日（月）

　若年者のがんが増えています。対象年齢になったら２

年に一度の受診機会を逃さず受診しましょう！

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

受　付　保健センター（エイブル１階）　９時～１０時

開　始　子宮がん検診１０時～　乳がん検診９時１５分

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

　　　　※　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

その他　潤乳がん検診は、毎回先着５５人で締め切ります。

　　　　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１１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

自己負担限

度額（月額）

世帯全員の市町村民税（所得割）課税合算額

※世帯員で条件を満たす方については合算除外
申請ができます。

階層

区分

１０,０００円　　６５,０００円未満Ａ

３０,０００円
　　６５,０００円以上

　　　　　　　２３５,０００円未満
B

５０,０００円　２３５,０００円以上C

【助成制度】インターフェロン治療費の一部を助成します

対象区月　日対象区月　日

西牟田・若殿分１１月２４日（火）小舟津・犬王袋・伏原・貝瀬・白鳥尾１１月２日（月）

高津原・城内・大手１１月２７日（金）東町・新町・中牟田・世間・重ノ木１１月５日（木）

高津原・執行分１１月３０日（月）末光・馬渡１１月１３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）横田・行成・井手分１１月１６日（月）

　若年者のがんが増えています。対象年齢になったら２

年に一度の受診機会を逃さず受診しましょう！

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

受　付　保健センター（エイブル１階）　９時～１０時

開　始　子宮がん検診１０時～　乳がん検診９時１５分～

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

　　　　※　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

その他　潤乳がん検診は、毎回先着５５人で締め切ります。

　　　　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１１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



16 Ｈ２１(２００９).１１.1　広報かしま

　「走りだせ！優勝めざして正面突破！」

のスローガンのもと、第１９回明倫小学校

運動会が開催されました。本校では運動

会の目的を、

【みつめ】

運動、健康生活、友だちとの関わりなど学

校生活を見つめ直すこと。

【動き】

時間を守り、素早く行動し積極的に関わ

ろうとすること。

【高めあう】

運動会で培った力を今後の学校生活に生

かすこと。

と考えています。

　約１０日間の練習で、「協力すること」「集

団の規律を守ること」「運動すること」の

大切さを学んでいけるよう綿密な計画の

もと指導を積み重ねてきました。初めて

経験する１年生も元気いっぱいに演技し、

最後の運動会となる６年生もリーダー

シップを発揮し素晴らしい思い出をつく

ることができたようです。

『児童の感想（６年生）』

　最後の運動会。ダンス＆スタンツはす

ごく緊張しました。でも、お互い信じあ

い全部成功することがきました。一生懸

命な自分を見せることができたと思いま

す。１年生から４年生までのお世話も大

変でしたが、ちゃんとついてきてくれま

した。黄組は優勝することができなく残

念でしたが、悔いが残らず、思い出がいっ

ぱいの運動会になりました。

～第１９回明倫小学校運動会～

明倫小学校

No.１５０

校学 だ よ り

寓明倫小恒例　「一発逆転大玉送り」

ドノヴァン先生

№４８

　アメリカでは、何か本当にワクワクしたことがあって友達に話したいと

きに“　Guess　what　？　”（わかる？当てて！）と言います。

　でも、一般的に相手に答えを望んでいるわけではありません。

　ジムとグレッグの会話で学んでみましょう！

（グレッグ）　今日僕に何が起こったかわかる?

（ジム）　わからないよ。何があったの?

（グレッグ）　コンテストで新車をもらったのさぁ～!

（グレッグ）　それは驚きだね!そのうち僕に見せてよ!

Greg:

Jim:

Greg:

Jim:

Guess what happened to me today ?

I don't know.　What happended ?

I won a new car in a contest !

That's amazing !You need to show it to
 me sometime.

（ジム）　ねぇ　グレッグ　わかる?

（グレッグ）　え～?

（ジム）　仕事で昇進したんだ！

（グレッグ）　それはすごい!!お祝いしに行こうぜ！

Jim:

Greg:

Jim:

Greg:

Hey, Greg !　Guess what ?

Hmm ?

I got a promotion at work !

That's great !　Let's go celebrate !
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　男女共同参画社会基本法が施行

されて１０年が過ぎました。この法

律ができた理由の一つに、憲法が

男女平等を定めて５０年以上たって

も男女による差別や人権侵害がな

くならず、対等ではなかったこと

があげられています。

　たとえば、「男は仕事、女は家庭」

等に代表される性別による固定的

役割分担意識は、社会に根強く残

り、女性の社会進出や個人的な能

力を発揮する機会など自分らしく

生きることを妨げる要因ともなっ

ていました。また配偶者などによ

る暴力は、犯罪ともなる行為を含

む重大な人権侵害にも関わらず、

「私的な問題」として済まされてき

ました。暴力の被害者は多くの場

合が女性であり、夫が妻に暴力を

振るうのは仕方がないといった社

会通念は女性の人権を軽視したも

のでした。

　そこで、家庭や職場における男

女差別や配偶者等からの暴力、セ

クシュアル・ハラスメントなどの

人権問題をきちんと認識し、被害

で苦しんでいる人たちを救済する

ために整備されてきたのがこの

「基本法」や「配偶者からの暴力の

防止及び被害者の保護に関する法

律」(DV防止法)です。

　このように女性を取り巻く環境

は向上してきましたが、まだまだ

十分とはいえません。私たちが生

活していく中で、これらの人権問

題について正しい理解と関心を深

めていくことがとても大切なこと

といえるでしょう。

　法務省の定めた今年度の啓発活

動重点目標は「みんなで築こう人

権の世紀～考えよう　相手の気持

ち　育てよう　思いやりの心～」

です。女性の人権を守ることも私

たちの努力から始まるのではない

でしょうか。

男女共同参画社会と女性の人権

噛ご意見等をお寄せください

　同和対策課　緯（６３）２１２６

太陽光発電の
　余剰電力買取制度が始まります
　太陽光発電は屋根に太陽電池を取り付け、太陽の光で

電気をつくります。「ソーラー発電」ともいいます。

　２００９年１１月１日から、家庭で使いきれずに余った電

気を電力会社が買い取ってくれる「太陽光発電の余剰電

力買取制度」が始まります。

　これまでの倍程度の価格（４８円／ｋｗ）で売ることが

できる制度です。

　

　地球温暖化の原因は二酸化炭素をはじめとする温室

効果ガスであるといわれています。その対策のひとつ

として、国も推進しているのが太陽光発電なのです。太

陽光発電は、発電時に二酸化炭素を出さず、騒音もなく、

排気ガスも排出しません。

　とても環境にやさしく経済的にも嬉しいエネルギー

ということで注目されています。

問合先　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６

今今すすぐぐややろろうう温温暖暖化化対対策策 NNoo..66

１1月２６日（木）・２７日（金）は『燃えるごみ』の収集ができません

　施設の総点検のため、杵藤クリーンセンターは操業

を停止します。

　そのため、１１月２６日・２７日の２日間は、燃えるごみの

収集ができませんので、燃えるごみを絶対にステー

ションに出さないでください。

　各家庭で保管をお願いします。

　なお、燃えるごみ以外のごみの収集は通常どおり行

います。皆さんのご協力をお願いします。

問合先　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６

『大型人形劇 三国志総集編』上演に

先立ち、エイブル２階交流プラザで

三国志の世界を分かりやすく紹介し

たパネル展を開催しています。

　また、図書館でも入口付近に三国

志コーナーを設けて、小説・歴史・

漫画・映画など三国志に関連した資

料を紹介しています。本公演を見る

前にエイブルにもぜひお立ち寄りく

ださい。

と　き　１１月１４日（土）

　　　　１４時開演（開場１３時１５分）

ところ　鹿島市民会館

入場料　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

大大型型人人形形劇劇 三三国国志志総総集集編編 上上演演迫迫るる
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　都合により標記日程を変更しまし

たので、お知らせします。

と　き　１１月４日（水）１１時～

ところ　市役所５階大会議室

問合先　企画課秘書係

　　　　緯（６３）２１００

 

　暮らしやビジネスに役立ち、郷土

の情報満載の『さが県民手帳』を販売

します。平成２２年版のカバーの色は

『バニラ』です。

価　格　大型６５０円（１４．２×９．０ｃｍ）

　　　　小型５００円（１０．８×７．５ｃｍ）

取　扱

　市役所３階企画課または鹿島書房

　（新町）、㈱積文館書店（西牟田）で、

　代金と引き換えで販売します。

問合先　企画課情報統計係

　　　　緯（６３）２１０１

 

　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　奇数月に料金請求のお宅

　　　　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
平成２１年度鹿島市表彰式
の日程を変更します

あなたも１冊いかがですか
『さが県民手帳』

水道メーターを
取り替えます

　企業・事業所の給与担当者を対象に､平成２１年分年末調整説明会を開催し

ます。１１月上旬に『年末調整関係書類』と表示した封筒を送付しますので、

説明会当日は案内状とともに年末調整関係資料等の書類を忘れずにお持ち

ください。

問合先　武雄税務署法人課税第１部門　緯０９５４（２３）５２９７

平成２１年度分給与所得の
年末調整説明会を開催

ところ時間開催日

白石町スカイパークふれあい郷『自有館』

１４時～１６時

１１月１７日（火）

エイブル１１月１８日（水）

武雄市文化会館小ホール１１月１９日（木）

　市福祉事務所では、平成２２年４月からの放課後児童クラブ入部希望者の申

し込み受け付けを行います。平成２２年４月から土曜日も全校区の利用希望

児童をわんぱくクラブで預かります。

対　象　者　各小学校区の低学年児童（１年生～３年生まで）

入部要件　昼間、父母・祖父母等保護者が勤労等で不在の家庭

負　担　金　３,０００円／月（別途保険料として６００円／年）

　　　　　※土曜日利用者は別途１,０００円／月

申込方法　福祉事務所に印鑑を持参し、入部申込書に記入してください

申込期間　１１月２日（月）～１１月３０日（月）　

問　合　先　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９

利用時間定員ところクラブ名

おおむね１４時～１８時、夏休みなど
の長期休暇中は８時～１８時

【特記事項】
煙わんぱくクラブのみ
　土曜日（８時～１８時）の利用可。

煙七浦小音成分校のみ
　夏休みなどの長期休暇中および
　代休の利用場所を七浦小本校内
　に変更。

６０人鹿 島 小 内わんぱくクラブ

３０人明 倫 小 内げ んき クラブ

３０人明 倫 小 内ほがらかクラブ

１５人浜 小 内光の子 クラブ

２５人農村婦人の家かがやきクラブ

１５人のごみふれあい楽習館すぎの子クラブ

３０人古 枝 小 内ひまわりクラブ

１５人七 浦 小 内ゆめっ子クラブ

５人七 浦 保 育 園七浦小音成分校

平成２２年度放課後児童クラブ入部案内

　平成２１年９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、行事名等支出金額支出日・件数区　分
第６４回国民体育大会「壮行会」（選手１１人）５５,０００円９月１６日餞　別
鹿島二十一日会会費（７月～１２月分）　５０,０００円９月１０日

会　費
宮﨑繁則氏全国森林組合連合会代表理事会長就任祝賀会１０,０００円９月２６日

１１５,０００円合　計

平成２１年９月　市長交際費支出状況表
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　鹿島商工会議所、佐賀県農業協同

組合、佐賀県有明海漁業協同組合で

は、平成２２年の新年を迎え、鹿島市

の発展を祈念する『新年賀詞交換会』

を開催します。

　どなたでも参加できます。皆さん

お誘いあわせのうえご参加ください。

と　き　１月４日（月）　１２時～１３時

ところ　割烹清川（西牟田）

申込期限　１２月１１日（金）

参加費　３,０００円／１人

申　込　申込用紙（鹿島商工会議所

　　　　と商工会議所のホームペー

　　　　ジ）に必要事項を記入し、参

　　　　加費を添えて鹿島商工会議

　　　　所までお申し込みください。

その他　参加者名簿を作成し、参加

　　　　申込をいただいた皆さんに

　　　　のみお渡しします。（申込の

　　　　ない人には提供できません。）

問合先　鹿島商工会議所

　　　　緯（６３）３２３１

　　　　http://www.kashima-cci.or.jp

 

　地域と消費生活相談窓口を結ぶパ

イプ役として活動していただく『地

域サポーター』の方々を紹介します。

　　重松トム子　さん（八　宿）

　　小池　清子　さん（中牟田）

　　迎　　洋　子　さん（高津原）

　　清水　貞子　さん（上浅浦）

　　峰松　文子　さん（中　町）

悪質業者などの情報をお知らせください！

問合先　商工観光課

　　　　緯（６３）３４１２

平成２２年
新年賀詞交換会について

消費者被害の発見・未然防止に取り組む
『地域サポーター』を紹介

 

 

　県内で平成２０年度に行われた標記

作品の展示会を開催します。

　また、今年度のフォトコンテスト

が開催されていますので、応募され

てみてはいかがですか?

期　間　１１月２１日（土）～２６日（木）

ところ　エイブル１階エントランスロビー

問合先　農林水産課

　　　　緯（６３）３４１３

 

と　き　１１月２３日（祝）

　　　　８時３０分受付　９時開始

ところ　鹿島市横田（旧本社裏）

　　　　東亜工機福祉会館２階

参加料　２,０００円（昼食あり）

申込方法　１１月２１日までに事務局へ

　　　　電話でお申し込みください。

申込先　鹿島ふれあい囲碁センター

　　　　緯（６２）６３１３（藤永）

 

　古典園芸の最高峰で、素朴で気品

ある寒蘭の展示会を開催します。

　市民の皆さんの出品とご来場をお

待ちしています。（入場無料）

と　き　

【一次展】　１１月７日（土）、８（日）

【二次展】　１１月２１日（土）、２２日（日）

時　間　土曜日　１１時～１７時

　　　　日曜日　９時～１５時

ところ　祐徳稲荷神社参集殿

その他　初心者向けの肥培管理の相談をお受けします。

問合先　古賀　緯（６２）０５４５

イイベベンントト
農村風景フォトコンテスト

入賞作品展示会

第２２回鹿島市民囲碁大会

肥前寒蘭展示会

 

　１１月８日に開催を予定していまし

た標記コンサートは、新型インフル

エンザ感染防止のため中止します。

　次回の開催にご期待ください。

問合先　主催者（びびっと会）事務局

　　　　緯（６３）２１８５

 

　藤松会では、地域福祉活動を推進

する費用づくりのために、５歳から

７０歳代の熟年まで総勢６０人ほどで、

日本舞踊の『おさらい会』を開催し

ます。入場料の益金は、鹿島市と嬉

野市塩田町の社会福祉協議会に寄付

します。皆さんお誘い合わせの上お

出かけください。

と　き　１２月１３日（日）

　　　　１１時開場　１２時開演

ところ　市民会館ホール

入場料　１,０００円（全席自由）

問合先　藤間松娘（武藤恭子）

　　　　緯（６３）４３６４

 

と　き　１１月１５日（日）　雨天中止

　　　　８時３０分～１４時３０分

ところ　多良岳中腹～多良川源泉まで

　　　　太良町役場に８時３０分集合

会　費　２００円（昼食の食材費等）

持参品　山歩きのできる服装（帽子・

　　　　　タオル・ご飯のみ・水筒・筆記用具・

　　　　　保険証のコピー）

その他　昼食はのっぺい汁を作ります。

　　　　当日は1日保険に加入します。

問合先　ネイチャー佐賀事務局（中村）

　　　　　緯（６２）９７９５

はあとふるひだまり
コンサート　今回は中止

チャリティ
藤松会おさらい会

多良岳　山の観察会



20 Ｈ２１(２００９).１１.1　広報かしま

 

　蔵元女性の会では、日本酒の原料

である「お米」に感謝を込め「稲穂

の亀作り」を釘尾さんに指導しても

らい作ります。興味がある人はぜひ

ご参加ください。

と　き　１１月８日（日）１０時～１２時

ところ　なかいけ庵よらんね

参加費　３００円（材料費ほか）

定　員　２０人（先着順）

申込締切　１１月５日（木）

申込・問合先　同会事務局　矢野

　　　　　　　　緯（６３）２００８

 

　楽しい催しものをたくさん揃えて、

ご来場をお待ちしています。

と　き　１１月１５日（日）　１０時～

ところ　志田病院リハビリセンター１階

内　容　東部中吹奏楽部演奏

　　　　講演会　講師　安倉俊秀さん

　　　　（日本認知症グループホーム協会佐賀支部会長）

問合先　志田病院文化祭実行委員会

　　　　緯（６３）１２３６

 

 

　福岡財務支局佐賀財務事務所では、

無料で相談に応じています。

　必要に応じ弁護士・司法書士など

の専門家に引き継ぎを行います。

相談時間　月曜日～金曜日

　　　　　（年末年始・祝祭日除く）

　　　　　９時～１２時、１３時～１７時

問合先　佐賀財務事務所多重相談窓口

　　　　緯０９５２（３２）７１６１

蔵元女性の会による
「稲穂の亀作り』

志田病院文化祭

相相 談談
抱えきれない借金で
お困りの方へ

 

　知的障害者福祉法に基づく知的障

害者相談員をご存知ですか？

煙手帳を持っているけどどういう

サービスが受けられるの？

煙手帳を取得するにはどうしたらい

いの？

煙困っているけど誰に相談していい

かわからない・・・など相談を受け、

必要なときには適切な機関への案内

などを行うのが主な業務内容です。

　市では知的障害者相談員を２名委

嘱していますので紹介します。

　知的障害者相談員は、市が発行し

た身分証明証を持っています。

問合先　福祉事務所社会福祉係　　

　　緯（６３）２１１９

 

　佐賀県司法書士会では、「勤労感

謝の日」のキャンペーンとして、賃

金未払いや不当解雇など、労働トラ

ブルを抱えた労働者の相談に無料で

応じる「全国一斉労働トラブル

１１０番」を次のとおり実施します。

と　き　１１月２３日（祝）１０時～１６時

相談番号　緯０９５２（２９）０６３５

問合先　佐賀県司法書士会　迎

　　　　緯０９５２（４１）２２５２

鹿島市知的障害者相談員
にご相談ください

司法書士による無料電話相談
全国一斉労働トラブル１１０番

 

　働く人のメンタルヘルス・ポータ

ルサイト「こころの耳」が誕生しまし

た。もし、悩みがあるのなら、どう

ぞこのサイトを訪れてください。

　ここには、あなたの話にとことん

耳をかたむける何人もの人がいます。

　何時間かかっても、何回訪れても

かまいません。もし、いま死にたい

と思っていても、ひとりで悩まない

でください。もちろん、働く人を支

える、家族や事業者、すべての人に

役立つ情報も用意しています。

厚生労働省からのお願いです。

http://kokoro.mhlw.go.jp/

 

 

　佐賀県中近世城館跡緊急分布調査第

2回報告会として、鹿島藩の居城であ

る常広城と鹿島城をテーマとした講演

会・シンポジウムなどが開催されます。

と　き　１１月２８日（土）１０時～１６時

ところ　鹿島城跡（午前：現地見学会）

　　　　エイブルホール（午後：シンポジウム）

日　程

恭１０時～１２時　鹿島城跡現地見学会

恭１３時～１５時

　報告①「鹿島藩の城館と実態」

　報告②「常広城跡・鹿島城跡の考古学的調査」

　講　演「鹿島城の構築期をめぐる歴史的背景」

恭１５時～１６時

　パネルディスカッション

主　催　県教育庁社会教育・文化財課

共　催　鹿島市・鹿島市教育委員会

問合先　県教育庁社会教育・文化財課

　　　　緯０９５２（２５）７２３２

心の健康確保と自殺や過労死
などの予防にご利用ください

講講 演演 会会

再検証・鹿島の藩城

電話番号相談員氏名

（６２）０１４０北村　哲也

（６２）６８８９遠山　計子
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　県では、こころ豊かな社会を築い

ていくために、一人一人が心の健康

に留意するとともに、精神保健福祉

について理解と認識を深めていただ

くことを目的に精神保健福祉大会を

開催します。（入場無料）

－大会スローガン－

「みまもり、ふれあい、ささえあい、　

　　地域で始める心の健康づくり」

と　き　１１月１８日（水）１３時～１６時

ところ　武雄市文化会館

講　演『人生あきらめたらあかん』

　　　　　～足りないものに不平不満を言わず、

　　　　　　　　　　　　　　あるものに感謝～

　　　　　　講師　市岡裕子さん（ゴスペル歌手）

その他　障害者の作品展示・販売等有

問合先　県障害福祉課

　　　　緯０９５２（２５）７０６４

 

　障がい者が地域で楽しく暮らすた

めには、周囲の人が障がいについて

正しく理解することが大切です。

　障がい児を持つ母親が企画運営す

る講演会です。（入場無料）

と　き　１１月１４日（土）１０時～１４時

ところ　のごみふれあい楽習館

演　題　発達障害がい児者への対応と自立

　　　　について～具体的事例を通して～

講　師　長瀬慎一さん

　　　　（福岡市発達障害児支援団体「さるく」代表）

定　員　５０人

その他　託児室あります。

　　　　午後からは講師を囲んでの

　　　　フリーディスカッション有

問合先　鹿島おもちゃ図書館　大宅

　　　　緯（６２）５９０７

佐賀県精神保健福祉大会
（スマイルフェスタ　イン　武雄）

２１年度佐賀県協働提案型
家庭教育講座

 

　食は命そのものです。もう一度食

を見直して、より元気に、大切に日々

を過ごしていただけるよう皆様の参

加をお待ちしています。（参加費無料）

と　き　１１月２９日（日）開場９時３０分

　　　　講演１０時～１２時３０分

ところ　のごみふれあい楽習館

演　題　『食卓からの健康と幸せを』

　　　　－食生活が人生を変える－

講　師　下田純子さん

その他　託児室あります（要予約）

問合先　かしま自然に学ぶ会　小笠原

　　　　緯０８０（３２２３）４６５３

 

 

　運営主体であるＮＰＯ法人鹿陽会

は、市内で活動していた「鹿島作業所

ひまわり」と「いっぽ・いっぽ」が合併

して新しくできた法人です。

　障害のある方々の“働く・暮らす・

憩う”をサポートしています。

　病院に通っている方、家に一人で

いる方、出てきてお話ししません

か？

怯作業内容

　農作業、アルミ缶回収作業など

怯レクリエーション活動

　グラウンドゴルフ・ゲームなど

怯普及活動

　たより発行、地域清掃奉仕など

怯授産品の紹介

　ゴキブリ団子・手作りせっけん・

　野菜・漬けものなど

問合先　鹿島作業所ひまわり

　　　　緯（６２）６９６１

かしま自然に学ぶ会
「食に関する講演会」

募募 集集
鹿島作業所ひまわり
通所生募集

 

　雇用・能力開発機構佐賀センター

では、平成２２年１月期の受講生を募

集しています。

 

※ほかに委託訓練もあります。

入所日　１月６日（水）

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

期　間　６ヵ月

締　切　１２月４日（金）

応募資格　雇用保険受給資格者等の離

　　　　職者および求職者で、再就

　　　　職のために技能習得を必要

　　　　とする人

手続き　受講を希望する人は、最寄

　　　　りの公共職業安定所または

　　　　同センターでご相談の上、

　　　　応募書類を提出してください。

　　　　気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

職業訓練
受講生募集

定員募集訓練科

１８テクニカルオペレーション科

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

介護保険料および

市税集合徴収分の

第６期の口座振替日は

１１月３０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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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。

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

　「年賀状宛名書き」「命名札・席札」

「草払い」「庭木の剪定」「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

 

　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

　◇１１月１９日（木）　１４時～１６時

　　職業ふれあいセミナー

　　『高齢化社会と介護業』講師　塚原　優さん

　◇１１月２６日（木）　１４時～１６時

　　自分みがきセミナー

　　『ビジネス・コミュニケーション』講師　渡辺千穂さん

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

気軽にご利用ください！
シルバー人材センター

若者自立支援セミナー
受講生募集

 

 

　佐賀県では、初心者向けインター

ネットの利活用講座を開催します。

　『インターネットは難しい』そう思

い込んではいませんか？パソコンに

触ったことのない人でも大歓迎。

　その日から安心安全かつ便利に使

えるようなインターネットの利活用

方法を分かりやすく説明します。

　気軽にご参加ください。

と　き　１１月１８日（水）～１９日（木）

　【午前の部】９時３０分～１２時３０分　

　【午後の部】１４時～１７時

※１人１日いずれかに参加できます。

ところ　エイブル２階　学習室

内　容　

煙基本的な文字入力

煙情報の探し方

煙地図情報・災害情報を見る

煙県・市町のホームページを見る

煙ネットショッピングなどの紹介

煙セキュリティー対策の紹介など

定　員　各２０人（先着順）

受講料　無料

受付期間　１１月２日（月）～１３日（金）

申込先　（有）プライム（県事業委託先）

　　　　緯０９５２（４０）８８２０

　　　　受付時間　月～金（祝除く）９時～１７時

 

と　き　１１月１９日（木）１０時～１２時

ところ　のごみふれあい楽習館

会　費　３００円

託児券　２００円

問合先　鹿島友の会　下村　　　　

　　　　緯（６２）５９３０

講講習習会会・・教教室室
初心者向けインターネット
利活用講座のご案内

鹿島友の会
家事家計講習会

 

　鹿島ふれあい囲碁センターでは、

コース別に指導する囲碁入門教室を

全４回開催します。

と　き　１１月２１日（土）９時～１４時

　　　　幼児・小学生は１２時まで

ところ　鹿島ふれあい囲碁センター

　　　　鹿島市横田（旧東亜工機本社２階）

対　象　幼児、小学生、教職員、囲

　　　　碁を始めたい方

参加費　無料

申込方法　電話または申込書をFAX

　　　　で送ってください。

後　援　文化庁・日本棋院・鹿島市

　　　　鹿島市教育委員会

問合先　同センター事務局（藤永）

緯（６２）６３１３姉（６２）６３７７

 

　１～２歳向けおはなし会「きびだ

んご」の日程と場所が１１月から変わ

ります。

恭きびだんご

と　き　毎月第１・３水曜日

　　　　１４時30分～１５時

ところ　図書館おはなしの部屋

対　象　0歳～3歳未満の赤ちゃんと保護者

　以下のおはなし会も行っています

のでご利用ください。

恭あんころもち

と　き　毎週火曜日　１４時～

ところ　エイブル２階キッズルーム

対　象　０歳～１歳

恭おはなし会

と　き　毎週土曜日　１４時～

ところ　図書館おはなしの部屋

対　象　３歳～

問合先　鹿島市民図書館

　　　　緯（６３）４３４３

プロ棋士が囲碁のイロハを直接指導！
囲碁入門教室①

図書館のおはなし会に
参加してみませんか?
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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。

日本脳炎予防接種
　平成２１年６月２日より新しく承認された日本脳炎ワ

クチンで予防接種を受けることができるようになりま

した。ただし、接種にあたっては説明を受け十分に納得

した上で行う必要があります。

対象者　３歳～７歳６カ月未満の子ども

　　　　煙１期１・２回は６～２８日の間隔で受けます。

　　　　煙１期追加は１期２回目終了後、おおむね１年

　　　　　おいて接種します。

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　医療機関に予約する前に保健センターにて説

　　　　明を行いますので、接種を希望する人は保健セ

　　　　ンターまでご連絡ください。

※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

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時１０分～１３時３０分））

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）３３７３１１月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成１８年４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

１２日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２０年４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）

２６日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２１年７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 

２５日（水）

　～食欲の秋～　１日３食　規則正しく食事をしよう！

潤育児相談
潤よちよちサークル
潤のびのびサークル
問合先　エイブル１階
　子育て支援センター

　　緯（６３）０８７４

子育てサークルに参加しませんか?
ともに受付時間は９時４５分～１０時まで!当日会場にお越しください。

育児相談

気軽にご相談ください。

受付　９時～１７時
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）

　恭よちよちサークル
　　　　対　象　５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

『こちょこちょご機嫌竃』
塩田町「楠風館」で運動したらおやつタ
イムが待ってるよ♪

（おやつ代1家族１００円）

繰会場繰
楠風館

２６日（木）

『今日は誰の誕生日？』

折って楽しむマジック絵?!繰会場繰
エイブル

１１日（水）

　恭のびのびサークル
　　　　対　象　１歳７ヵ月児～３歳と保護者

『運動したらお腹がすくね!』
塩田町「楠風館」で身体を動かした後は
手作りおやつでほっと一息

（おやつ代１家族１００円）

繰会場繰
楠風館

１８日（水）

『あれあれ～っ?ママはマジシャン!』

簡単な変わり絵を作って遊びます♪繰会場繰
エイブル

６日（金）

場所・問合先　エイブル１階　保健センター　緯（６３）３３７３

離乳食教室

受付　１０：００～１０：３０
内容　離乳食指導・試食等

対象　５・６ヵ月児の保護者

１７日（火）

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

４・１１・１８・２５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

４・１８日（水）
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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

１１月

 霜月 
しもつき

１日（日）　少年の夢発表会　　エイブル　１０時～

１日（日）　ななうらの里　オレンジロード　のんびりウォーク

（１２ページ参照）

１日・３日・１４日　鹿島市文化祭　　　　（１０月号参照）

４日（水）　鹿島市表彰式　市役所５階大会議室　１１時～

５日（木）　市内小学校音楽会　市民会館　１３時５０分～

８日（日）　鹿島藤津地区愛犬フェスタ（１１ページ参照）

１４日（土）　秋の経ヶ岳登山　　　　　（１２ページ参照）

１４日（土）　大型人形劇三国志総集編　（１７ページ参照）

２３日（祝）　七浦の里　大収穫祭　　　（１２ページ参照）

２９日（日）　ウオン・ウインツアン　ピアノコンサート（９ページ参照）

当番薬局在宅当番医日

西牟田薬局田中医院　緯（６３）４０８０１日（日）

愛命堂薬局中村医院　緯（６３）９２３４３日（祝）

前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０８日（日）

ミズ北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６１５日（日）

アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８２２日（日）

祐信堂薬局森田医院　緯（６３）３９５６２３日（祝）

アルナ浜店薬師寺医院　緯（６３）５２８１２９日（日）

愚無料法律相談
　１９日（木）　市民会館２階

　　　　受付１３時～１４時　（先着１０人）　１３時３０分開始

　２６日（木）　　市民会館１階

　　　　受付９時３０分～１０時３０分　（先着６人）　１０時開始

愚人権相談　市民会館２階
　１０日（火）　１０時～１５時

愚成人健康相談　保健センター
　４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

　１５日（日）　１０時～１５時

愚消費生活相談　市民会館１階サロン（２日のみ市庁舎５階第５会議室）
　２・９・１６・３０日（月）、６・１３・２０・２７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　
　１１日（水）　事前予約制　　エイブル

　ＮＰＯ法人それいゆ（県委託先）　緯０９０（６２９５）３３５０
愚厚生年金・国民年金相談　市民会館１階サロン（要予約）
　１７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
　４・１１・１８・２５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

（１１月分）
７・１４・２１・２８日（土）３・２３日（祝）
１・８・１５・２２・２９日（日）

市役所
保健センター

２・９・１６・３０日（月）、２４日（火）
４日（水）・２６日（木）

市民図書館

２・９・１６・３０日（月）、２４日（火）
４日（水）

エイブル
生涯学習センター

４日（水）、１０・１７・２４日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
大隈設備工業　　　　緯（６２）１３０２
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

　１日（日）
　３日（祝）
　７日（土）
　８日（日）
１４日（土）
１５日（日）
２１日（土）
２２日（日）
２３日（祝）
２８日（土）
２９日（日）
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