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５月１２日、鹿島市の新しい舵取り役となった 口市長

が初登庁し、市民や議員、市職員ら約２００人が拍手で出

迎えました。

６月号では、新市長の抱負などを掲載しています。

写真
口久俊市長が初登庁

平成２２年４月３０日現在

市市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい市の市の木木

No.９９No.９９８８

１０月１日
国勢調査に
ご理解を
お願いします。
総務省統計局・佐賀県・鹿島市

対 前 月 比世 帯 数人 口
鹿 島 市

世帯２５＋人８＋世帯１０,５８３人３１,６３０

世帯２９＋人２９＋世帯５,１７７人１４,２６１鹿 島

世帯１－人７－世帯１,１６３人３,９０６能 古 見

世帯０人１１－世帯９８７人３,２１０古 枝

世帯１＋人１＋世帯１,０５６人３,２４３浜

世帯４－人１＋世帯１,２１２人３,７４３北 鹿 島

世帯０人５－世帯９８８人３,２６７七 浦

人１０＋人１４,８６４男

人２－人１６,７６６女
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特集 口新市長に聞く

新新風創新風創造造
～連携と発掘～連携と発掘～～

新市長による新しいまちづくりが始まりました。

“新しい流れと新しい発想で、さらに進める鹿島のまちづくり”に

向けて 口久俊鹿島市長がこれからの鹿島市像を語ります。

2010
K
A
SH
IM
A

市民感覚での思いや発想を大事にして、

現場主義を第一にした取り組みを！

① 市民目線の発想 ③ 連携と競争による実力（地域力）の向上

鹿島市民の市民力、市役所の行政力の連

携など、総力戦でのまちづくりを！

② 総力結集のアイデア ④ 歴史・伝統は先祖の埋蔵金
長い歴史、豊かな伝統文化を見直し、埋

もれている埋蔵金（地域資源）を発掘して、

まちづくりに活かす取り組みを！

【市政運営の基本理念】

激烈な地域間競争に勝ち残れるように、

地域産業の再生と経済の活性化を！

この「新風創造」という言葉は、２つの思いが込め

られています。

｢新風｣とは、字のとおり、ふるさと鹿島の地におい

て、山にも海にも新しい風を吹かせようということで

す。 市民の皆さんの生活の中にも、職場としての市

役所の中にも新しい風が吹いて、風通しのいい環境を

作りたいと思いました。

｢創造｣とは、どんなことについても、他人から与え

られることを期待するのではなく、みんなで知恵とア

イデアを出し合って、自分たちの手で、新しい産品や、

新しい職場や、新しい仲間を創り出そう、ということ

を意味しています。

市民の皆さんに、こぞって参加してもらって、鹿島

を応援してくれる仲間の助けが加われば、これまで進

められてきたまちづくりを基礎に、さらに夢と希望に

あふれたまちづくりが進められるものと確信していま

す。

このことを｢連携と発掘｣という言葉で代表させてい

ます。

政策を進めるに当たっては、次の４つの観点を基本的な柱と考えています。

第５代鹿島市長 口久第５代鹿島市長 口久俊俊
市政運営の基本理念について、詳しく教えてください。

どのような政策を進めていきたいですか？
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・農林水産業を中心に、地域産品の創出、

地場企業の育成

・企業誘致 ・観光戦略（交流人口の拡大と活用）

今後は、議会に対する提案や、関係者との議論、情報の交換により、さらに、具体的な施策の内容を説明してい

くことになるものと思っています。

その際、優先的に取り組まなければならない課題としては、次のようなものになると現時点では考えています。

今回の市長選では、時間的な制約などもあって市

民の皆さんと十分に話し合う機会を持つことができ

ませんでしたので、広報かしまで私の考えをお伝え

しました。

私は、これまで培った経験を活かし、鹿島に生ま

れてよかった、鹿島に住んでよかったと言ってもら

えるように、市民の皆さん、議会の皆さん、職員の

皆さんと英知を結集して、ふるさと鹿島のまちづく

りの先頭に立って頑張ります。

市民の皆さんのご協力をお願いします。

具体的な施策として考えているものがあれば教えてください。

市民の皆さんへひとことお願いします。

雇用の場を確保し、若者の定着など、
市民の定住化を推進

安心・安全のまちづくりの推進
（セーフティネットの構築）

・福祉の充実（障がい者、母子、児童、高齢者など）

・医療、保健、介護の供給体制の充実

新し い 発 想 で の 中 心 市 街 地 の 活 性 化

・医商連携(医療や福祉、介護などと連携)など

新しい発想の展開

・市街地再開発や鹿島駅前の整備

県南西部の拠点都市とし ての機能充実

・国道バイパス沿線開発

・有明沿岸道路建設推進

森と水のまち、花と水のまち など
豊かな自然を活かした地域づくり

・水、空気、緑など心安らぐ自然環境の保全

・快適な生活環境、居住空間の提供

ふ る さ と の 歴 史 、 伝 統 文 化 の 活 用

・歴史、伝統文化を見直し、埋もれた地域資源

（埋蔵金）の発掘

・ふるさと教育、観光資源への積極的な活用

市 民 、 職 員 の 挑 戦 を 積 極 的 に 支 援

・起業や新製品開発、付加価値のある商品開発

など、市民の挑戦を支援

・職員の政策立案能力、実行力の育成

外 部 応 援 団 の 活 用

・全国で活躍する鹿島出身者など、市外の鹿島

ファンの発掘

・外部応援団として人的ネットワークの構築

市 民 と 行 政 の 連 携 ・ 協 働

・市民と行政が情報を共有し、切磋琢磨して

総合力を向上

・総力戦のまちづくり

国 や 県 、 周 辺 自 治 体 と の 連 携

・円滑な情報交換、政策提言による連携、地域振興

策の要請

・産業振興、観光振興などでの地域連携

ひぐちひさとし プロフィール

生年月日（年齢） 昭和２１年２月１２日（６４歳）

経 歴・・・・・・・・鹿島高等学校－東京大学法学部卒業後、

農林水産省に入省。鹿児島県農政課長、

農林水産大臣秘書官を経て同省大臣官

房総務課長、秘書課長ののち、食糧

庁総務部長。

農産園芸局長、畜産局長で退官。

農畜産業振興事業団副理事長、

神田外語大客員教授など

住 所・・・・・・・・音成

家族構成・・・・・・・・本人・妻
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鹿島市では国の「緊急雇用創出基金事業」に取り組んでおり、７月から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。

申込期間 ６月１日（火）～６月１８日（金）

申込方法 総務課または市のホームページで配布する専用の申込書を市役所3階総務課職員係［緯（６３）２１１３］

に提出してください。

そ の 他 詳しくは、市のホームページをご覧いただくか、問合先またはハローワーク鹿島［緯（６２）４１６８］に

お問合せください。

建情報掲示板ワイド

【緊急雇用対策】日日雇用職員を募集します

ご利用ください！ 地上デジタル放送に関する相談窓口

平成２３年７月２４日までに、今までのテレビ放送

（アナログ放送）が終了し、デジタル放送に完全移行し

ます。

デジサポ佐賀相談会事務局では、デジタル化対応に

向けて昨年度より地区別説明会の開催や個別訪問など

を現在も実施し、皆さまへの周知徹底に努めています。

この度、右記の期間、地上デジタル放送に関する相

談窓口を開設しますので、

愚なぜ、デジタル化するの?

愚地上デジタル放送を見るには?

など、気軽に事務局スタッフへご相談ください。

募集先および業務

内容の問合先
業 務 内 容

雇 用

期 間
募 集
人 員

事 業 名

税務課課税係

緯（６３）２１１８

固定資産管理システム

（パソコン）への入力作業
６ヵ月１人

固定資産（土地・家屋）
データ入力作業

地デジ相談窓口
と き ６月１日（火）～１１日（金）

１０時～１７時 ※土・日を除きます

ところ 鹿島市役所１階 市民課横

問合先 デジサポ佐賀相談会事務局

緯０９５２（４１）８８３３

労働保険（労災保険・雇用保険）年度更新のお知らせ

潤労働保険の《申告》《納付》の手続きは６月１日から７月１２日までに。

岳平成２１年度から労働保険の年度更新と社会保険の算定基礎届けの提出期限が統一されました。

潤労働保険の《申告》《納付》の手続きは電子申請が便利です。

岳詳しくは、佐賀労働局ホームページへアクセスを！（「佐賀労働局」で検索してください。）

潤佐賀労働局労働保険徴収室、各労働基準監督署では、鹿島地区

など県内７地区で申告相談会を開催するほか、期間中、随時、

労働保険の申告についての相談を行っています。

問合先

佐賀労働局労働保険徴収室 緯０９５２（３２）７１６８

武雄労働基準監督署 緯０９５４（２２）２１６５

平成２２年度 年度更新申告相談日程（一部）

ところと き地 区

藤津建設会館

緯(６２)２９４３

７月８日（木）

１０時～１５時
鹿 島

武雄

労働基準監督署

７月７日（水）

７月９日（金）

７月１２日（月）

１０時～１５時

武 雄
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子ども手当を受給するには、児童手当と同様、６月中に現況届の提出が必要です。この届をしないと６月分以降は

受給できませんので、ご注意ください。詳しくは６月定期払の支払通知と一緒にお知らせをお送りします。

持参品 ①印鑑 ②受給者名義の預金通帳 ③受給者の健康保険証

④児童の住民票が市外にある場合は、児童の住民票謄本（本籍・続柄の記載があるもの）

※受給者とは、現在、手当が振り込まれている口座の名義人のことです。

※子ども手当創設に伴い、５月中に認定請求書または額改定認定請

求書を提出した人は、今年度の現況届の提出は必要ありません。

※左記の日程で都合がつかない場合は、６月中に福祉事務所まで手続

きにお越しください。

問合先 福祉事務所社会福祉係 緯（６３）２１１９

建情報掲示板ワイド

Ｂ＆Ｇ北九州ブロック交流大会

「ミニガタリンピック＆有明海の環境を知る教室」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。

第五次鹿島市総合計画審議会の委員を公募します

現在、鹿島市では、市の未来像を描く「第五次鹿島市総合計画」を策定しています。

総合計画審議会とは、市長の諮問に応じ、鹿島市総合計画の策定に関する調査および審議を行う機関です。

なお、応募者多数の場合は、応募者の中から市役所で選任させていただきますので、ご了承ください。

子ども手当の受給にも現況届が必要です

ところ時 間期 日

市役所１階

福祉事務所

９時～１６時
６月１２日（土）

１３日（日）

９時～２０時
１４日（月）

１５日（火）

と き ７月２２日（木）１０時～

と こ ろ 道の駅鹿島

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 小中学生

参 加 料 ５００円

内 容 ① 人間ムツゴロウなどガタリンピック

３競技

② 交流バーベキュー（昼食）

持 参 品 水着、汚れても良いＴシャツ、タオル等の

海水浴用具、短パン（着用する場合）

申込方法 申込用紙（市体育協会事務局および市役所

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 ７月２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。

問 合 先 市体育協会 緯（６２）３３７９

募集期間 ６月１日（火）～６月２１日（月）

募集人員 ５人程度

募集条件 ①平成２２年６月１日現在で、市内に住所

を有する２０歳以上の男女

ただし、市職員および市議会議員は応募

できません。

②月2回程度の審議会に出席できる人

③報酬 日額５,０００円

④任期（予定）

平成２２年７月１日～平成２２年９月３０日

応募方法 市のホームページまたは企画課に備え付け

の申込書に必要事項をご記入の上、企画課

まで郵送またはご持参ください。

問 合 先 企画課企画係 緯（６３）２１０１
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講 座 名番号講 座 名番号講 座 名番号

ここが要点！鹿島の教育29生活習慣病予防(特定健診・保健指導)について15鹿島市のまちづくり計画１

開かれた学校づくり30後期高齢者医療制度について16異文化との出会い～国際交流について～２

学校と家庭の連携31リサイクルのすすめ～分別収集と資源化～17鹿島市はどんなまち？３

子どもを活かすために～様々な教育活動～32地球温暖化対策に向けて～わたしたちにできること～18市議会のしくみ４

図書館の魅力33下水道のはなし19情報公開について５

身の回りの人権34『海の森事業』と『山の日』について20防火教室６

ふるさとの歴史と文化財35農地の転用について21救急教室７

くらしの移り変わり（民俗資料館）36鹿島市のみどころ探索ガイド22個人情報の保護について８

生涯スポーツの楽しみ方37気をつけよう！～悪質商法～23市民課窓口講座9

鹿島市の都市計画について24国民年金のはなし10

伝統的町並保存について25市税について11

道路のはなし26介護保険について12

上水道のはなし27高齢者の健康・元気づくり13

選挙に行こう！28国民健康保険について14

愚申し込みができるのは？

市内に在住・勤務・在学している１０人以上で構成

された団体・グループです。

ただし、特定の政治・宗教・営利を目的とした催し

については、講師（職員）を派遣できない場合があり

ます。

愚出前講座の内容は？

出前講座メニューの中から選んでください。

メニューにないものは相談してください。

愚開催時間と場所は？

平日（月～金曜）の９時から２１時までの間で２時間

以内です。場所は市内に限ります。

愚会場の手配は？

会場の手配や準備、会員への連絡などは申込団体で

お願いします。

愚講師料は？

講師料は無料です。ただし、講座に必要な材料など

を申込団体で準備していただく場合があります。

愚申込方法は？

開催しようとする日の１ヵ月前までに、市生涯学習

課へ申込書を提出してください。

なお、申し込み後、申込団体と担当課の調整をさせ

ていただく場合があります。

愚質問などはできるの？

出前講座は学習の場ですので、講師（職員）の説明に

関する質問や意見交換はできますが、苦情や要望を

述べることはご遠慮ください。

問合先 生涯学習課 緯（６３）２１２５

生生生涯涯涯学学学習習習まままちちちづづづくくくりりり出出出前前前講講講座座座メメメニニニュュューーー

ままちづくまちづくりり
出出前前講座講座

◇生
涯学
習◇

この出前講座は、市が行っている仕事で、皆

さんが日頃わからないことや知りたいこと、

聞きたいことを、メニューの中から選んでい

ただき、皆さんのもとに職員が出向いて、学

習を支援する生涯学習システムです。

どんどん活用してください。
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介護保険料は大切な財源です

納付にご理解をお願いします！
介護保険の財源は、介護保険料と公費で半分ずつ負担しており、社会全体で制度を支えるしくみになっています。

介護が必要になったとき、安心して介護保険のサービスを受けられるように、保険料は必ず納めましょう。

６５歳以上の人の平成２２年度介護保険料は、住民税の課税状況や本人の前年分所得に応じて決まります。

平成２２年度介護保険料の額は、郵送される納入通知書をご確認ください。

※ 平成２２年度中６月以降に６５歳の誕生日を迎える人には、誕生月の翌月の中旬に納入通知書を郵送します。

介護保険料は必ず納期限内に納めましょう。

口座振替の引落し日納付書払いの納期限納期（納付月）

平成２２年 ６月３０日（水）平成２２年 ６月３０日（水）１期（６月）

平成２２年 ７月３０日（金）平成２２年 ８月 ２日（月）２期（７月）

平成２２年 ８月３１日（火）平成２２年 ８月３１日（火）３期（８月）

平成２２年 ９月３０日（木）平成２２年 ９月３０日（木）４期（９月）

平成２２年１０月２９日（金）平成２２年１１月 １日（月）５期（１０月）

平成２２年１１月３０日（火）平成２２年１１月３０日（火）６期（１１月）

平成２２年１２月２７日（月）平成２２年１２月２７日（月）７期（１２月）

平成２３年 １月３１日（月）平成２３年 １月３１日（月）８期（１月）

平成２３年 ２月２８日（月）平成２３年 ２月２８日（月）９期（２月）

平成２３年 ３月３１日（木）平成２３年 ３月３１日（木）10期（３月）

潤普通徴収（納付書払）は６月中旬、特別徴収（年金天引き）は８月上旬に納入通知書を郵送します

潤介護保険料（普通徴収）の納期及び納期限と口座振替日のお知らせ

① 納付書で納付する場合、どこで納めればいいのですか？

納付書の裏面に記載の金融機関等や、コンビニエンスストアで納めることができます。

また、毎月、納付書で納めることが面倒な人は口座振替が便利です。口座振替を希望される人は金融

機関にてお申込みください。

② ６５歳になったらすぐに特別徴収（年金天引き）に切り替わりますか？

老齢・退職・障害・遺族年金が年額１８万円以上支給されている人は、早くて半年～１年以内に特別徴

収（年金天引き）に切り替わります。

なお、特別徴収（年金天引き）は、要件を満たせば自動的に切り替わりますので、別途、申請手続きは

不要です。

③ 納付に困っている時や保険料に疑問がある場合には？

介護保険事務所または市保険健康課にご相談ください。

特別の理由（災害・低所得等）があるときには、介護保険料の徴収猶予や減免を受けられる場合があります。

なお、減免申請の受付は、納入通知書がお手元に届いてからとなりますのでご注意ください。

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 http://www.kitou-web.jp/kaigo/

市保険健康課長寿社会係 緯（６３）２１２０

潤介護保険料に関するよくある質問にお答えします
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松坂慶子の朗読しばい
楽劇｢天守物語｣とトークショー

第２回

えいぶる事業

に行ってみよう

講 師 堀川 千恵子 さん

と き ６月２・１６・３０日（水）

１０時３０分～１２時

ところ のごみふれあい楽習館

よさこい教室②【定員２０人】

講 師 百田 淳一 さん

と き ６月２日（水）

１３時３０分～１５時３０分

ところ エイブル３階 研修室Ａ

カメラ教室【定員 特になし】

講 師 西山 由紀子 さん

と き ６月１・１５日（火）

１９時～２０時

ところ エイブル３階 研修室Ａ

九星気学教室②【定員２０人】

エイブル倶楽部講座のお知らせ

講 師 小野原 トシミ さん

と き ６月２・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②【定員２０人】

平成２０年に市民図書館で購入した雑誌と寄贈していただいた本を市

民の皆さんに無料でお譲りします。下記日程で配布しますのでご来館

ください。なお、配付しない雑誌もありますのでご了承ください。

と き ６月１２日（土）・１３日（日）１０時～１７時

６月１５日（火） １０時～１８時３０分

ところ エイブル１階エントランスロビー

条 件 潤鹿島市内在住者

潤雑誌は１人3冊以内

潤本は雑誌と合わせて１人５冊以内

問合先 市民図書館 緯（６３）４３４３

図書館の雑誌と本をお譲りします市 民
図書館

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

各地区でさまざまな形相を見せる浮立

面を、その地区の伝統を守りながら彫り

続ける面師：梶原一龍さんの作品を紹介し

ています。

恭６月５日（土）１０時からは梶原さんの

ギャラリートークを同コーナーで開催！

覚浮立面製作にかける熱い思いを

ぜひ聴きに来てください。

展 示 ６月３０日まで

問合先 かしま市民立楽修大学 緯（６３）２１３８

梶 原 一 龍展
かじわら いちりゅう

床 の 間
コーナー

講 師 江口 ひとみ さん

と き ７月３日（土）よりスタート

１５時３０分～１６時３０分

ところ エイブル１階 いきいきルーム

フラメンコ教室【定員２０人】

講 師 吉岡 千里 さん

と き ６月９・２３日（水）

１０時～１２時

ところ エイブル２階 音楽スタジオ

カラオケ教室【定員２０人】

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、先行予約などが

受けられます。

問合先 かしま市民立楽修大学

緯（６３）２１３８

松坂慶子さんのライフワーク作品で、

泉鏡花の『天守物語』が生の和楽器を
い ず み き ょ う か

ＢＧＭに、美しいセリフと歌を交えな

がら、妖しさ、はかなさが魅力の鏡花

の世界と、それを彩る躍動感と色彩美

あふれる大田楽でフィナーレを飾る舞

台です。公演後、松坂慶子さんのトー

クショーもあります。

と き ８月７日（土）開場１３時 開演１４時

ところ 鹿島市民会館

料 金 指定席 ３,５００円

自由席 ２,５００円

＊楽修大学生は５００円割引

＊未就学児童の入場はご遠慮

ください。

発売日 ６月２９日（火）

※楽修大学生のみエイブル２階で先行販売

６月２６日（土）・２７日（日）９時～１７時

これを機にぜひご入学ください。

問合先 かしま市民立楽修大学

緯（６３）２１３８

プレイガイド（発売時間が異なります。）
潤楽修大学事務局 潤市民図書館
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

｢天守物語｣出演者を募集します
毅朗読しばい⇒女性３人程度
毅田楽おどり⇒１０人程度
詳しくはお問い合わせください。
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～ 音成分校入校式～

寓２年生のみなさん はじめまして

七浦小学校音成分校

校学 だ よ り

No.１５７ 七浦小学校では毎年、入学式の翌

日に音成分校入校式を行っています。

今年度は、４月１２日（月）に行い

ました。

音成分校では、１・２年生の子ど

もたちが学習しています。入校式の

進行等を受け持つのは、もちろん２

年生です。練習、リハーサルを繰り

返して当日を迎えました。

＜子どもの作文＞

・４月１２日月曜日、ぶん校でぶん

校にゅうこうしきがありました。

２年は１年せいへのおいわいのこ

とばをいいました。わたしはちょっ

ぴりことばをわすれてしまいました

があとからおもいだしました。だか

らせいこうしました。１年せいはぜ

んいんしっていました。さいごのも

うじゅうがりがおもしろかったです。

・４月１２日月よう日、にかいの

ホールで入校しきをしました。じこ

しょうかいをするときは、どきどき

していいました。さいごに１年生と、

じゃんけんれっ車ともうじゅうがり

をしました。とってもたのしかった

です。１年生ともっとともだちにな

りたいです。１年生の名まえを早く

おぼえたいです。おいわいのことば

もいえたのでよかったです。

分校には特色ある行事がたくさん

あります。この地域と密着した行事

を通して、そして地域の方々に見守

られながら子どもたちは成長してい

ます。

（母） ねえ今夜のあのパーティーにお父さん

と私行くつもりよ。

一緒にダンスしない?

（あなた）え！！ママと？そのパーティー学校か

ら友だちがくるよ～！「最悪～！」

Mom:

You:

Heyhoney,yourfatherandIaregonna
gowithyoutothatpartytonight.
Canwedancetogether?

What?Dancewithyou,mom?
Atapartywithmyfriendsfromschool??
That's“lame”!!

（あなた）先生が３０ページ読んで１１０行を書

く宿題だって！！

しかも明日までにだよ！

（友 人）ワァォ～！ マジ? それってかなり

最悪だね。書くの手伝ってあげるよ。

You:

your
friend:

Theteachertolduswehavetoread30
pagesandwrite110linesforhomework.
Andit'sduetomorrow!

Wow!Really??That'ssolame!
Here,letmehelpyouwrite.

№５５

この言葉は本質的に受け入れがたいときに使います。

今月のキーフレーズ "ｌａｍｅ"

トゥリーサ先生
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市市市 体体体
体体体 祭祭祭ののの

浜浜地区優浜地区優勝勝

浜地区、激戦を制浜地区、激戦を制しし１１１１年ぶりの勝利年ぶりの勝利！！

５月１５月１６６日、市陸上競技場で第５日、市陸上競技場で第５５５回市民体育大会回市民体育大会

（体育祭の部（体育祭の部））が開催され、約２,５００人の参加者が、が開催され、約２,５００人の参加者が、好好

天の中さまざまな競技で熱戦を繰り広げました天の中さまざまな競技で熱戦を繰り広げました。。

結果は、短距離やリレーなどトラック競技だけでなく結果は、短距離やリレーなどトラック競技だけでなく、、

フィールド競技でも安定した強さを見せた浜地区フィールド競技でも安定した強さを見せた浜地区がが、５、５

連覇をかけ連覇をかけたた２位の古枝地区に９ポイントの差をつけ２位の古枝地区に９ポイントの差をつけ、、

見事優勝を果たしました見事優勝を果たしました。。

浜地区の皆さん、おめでとうございます浜地区の皆さん、おめでとうございます！！

種目別大会は９月下旬ま種目別大会は９月下旬までで

なお、市民体育大会の総合成績なお、市民体育大会の総合成績はは、、９月下旬まで市内９月下旬まで市内

各地で行われる種目別大各地で行われる種目別大会会（水泳など１３種目）の（水泳など１３種目）の成績を成績を

加えて決定します加えて決定します。。

種目別大会の得点は、種目ごとに１位に３種目別大会の得点は、種目ごとに１位に３点点、、２位２２位２

点点、３位１点、４位以下０.５点、３位１点、４位以下０.５点がが与えられます。与えられます。

さあ、今年はどうなるのでしょうかさあ、今年はどうなるのでしょうか。。

北鹿島地区の皆さんおつかれさまでし北鹿島地区の皆さんおつかれさまでしたた

体育祭の運営に担当地区としてがんばっていただい体育祭の運営に担当地区としてがんばっていただいたた

北鹿島地区の皆さん、本当におつかれさまでした北鹿島地区の皆さん、本当におつかれさまでした。。

問合問合先先 鹿島市体育協鹿島市体育協会会 緯緯（６２）３３７（６２）３３７９９

体育祭得点競技得点体育祭の部成績

３０点１６３点浜 地 区優 勝

２５点１５４点古 枝 地 区第２位

２０点１４３点七 浦 地 区第３位

１５点１３７点北 鹿 島 地 区第４位

１０点１３６点鹿 島 地 区第５位

５点１０８点能 古 見 地 区第６位

■男女混合綱引き［１位：古枝地区］

■３００人が一堂に 婦人マスゲーム

■幼児かけっこ

鹿島市体育協会表彰受賞者（敬称略）

市のスポーツの普及・発展に貢献のあった個人に功
労賞が、県大会、九州大会・全国大会で優秀な成績を
修めた個人と団体に優秀選手賞が授与されました。
皐特別功労賞（２名）
森 泰 慥（鹿島市軟式野球連盟）

故原尾 政博（鹿島市剣道連盟）
皐体育功労賞（２名）
野中 春次（鹿島市ゲートボール協会）
中島里桂子（鹿島市水泳連盟）

皐優秀選手賞【個人の部】（８名）
久富 良治 空手道
宮崎 久子（鹿島市ソフトテニス連盟）ソフトテニス
岡本 祥八（鹿島実業高校）レスリング
中村百次郎（鹿島実業高校）レスリング
田代 大貴（鹿島実業高校）レスリング
森田 耕輔（明倫小学校） 水泳
森 駿 也（西部中学校 当時） ソフトテニス
中村 文弥（西部中学校 当時） ソフトテニス

皐優秀選手賞【団体の部】（１団体）
県民体育大会バレーボールチーム（一般女子）
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私たちは、「健康で長生きした

い」、「自分の能力を生かして働き

たい」、「文化的な生活がしたい」な

ど幸せに暮らせるよう様々な願い

を持っています。そして、願いがか

なうよう努力もしています。

しかしながら、私たちの周りに

は、同和問題をはじめ子ども、女性、

高齢者、障害者、外国人などさまざ

まな人権問題があります。

さらにインターネットの匿名性

を悪用したプライバシーの侵害な

ど新たな人権問題も生じています。

私たちは、誰もが平等で幸せに

生活できるように、お互いを尊重

し、力をあわせて人権を大切にす

る社会にしなければなりません。

ところが「人権はむずかしい」と

いう思いから、人権問題はできた

ら避けたいと考えている人もいま

す。難しく考えすぎずに、身近な人

権について考えることです。

例えば、家族に「おはよう」「あり

がとう」などの温かい言葉をかけ

る、子どもや配偶者に感謝の気持

ちを伝えることは、あたり前のこ

とのようですが、相手の存在を認

め、お互いの人権を尊重すること

につながっています。

また「人権は自分には関係ない」

と考えている人がいるかもしれま

せん。はたしてそうでしょうか。や

りたい仕事ができる、好きな人と

結婚できる、自分の考えを言える、

このようなこともみな人権ではな

いでしょうか。人権とは、誰もが

持っている人間として幸せに生き

ていくための権利です。

私たちは、人権を自分自身にか

かわる身近な問題としてとらえ、

一人ひとりの人権を大切にすると

共にお互いの人権を尊重する人権

意識を高めていきたいものです。

確かめあおう一人ひとりの人権、

尊重しようお互いの人権

噛ご意見等をお寄せください

同和対策課 緯（６３）２１２６

粗大ごみを出す際のポイント

粗大ごみは、指定ごみ袋に入らないもので、原則、１つの製品につき粗大ごみステッカー１枚が

必要です。出し方は次の点を参考にしてください。

毅長さは、おおむね2メートル以内

毅分解できるものは分解し、運びやすい状態にする（2段ベッド等）

毅布団等は、１人で持てる程度に束ね、ステッカーを1枚貼る。（薄いものは２、３枚重ねてよい。）

毅棒状のものは、１人で持てる程度、バラけないよう束ね、ステッカーを1枚貼る。

※テレビ、エアコン、冷蔵（凍）庫、洗濯機、衣類乾燥機、パソコンについては

法律でリサイクルが義務付けられているため粗大ごみでは出せません。

※引越しなどで粗大ごみが大量に発生する場合は、許可業者に相談してください。

許可業者 野口商会 緯（６３）１２５８ 馬場商会 緯（６２）１１３７

問合先 環境下水道課環境係 緯（６３）３４１６
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

５月１１日、市長・副市長退任式が行われ、市庁舎玄関前

では多くの市民・議員・職員らが見送る中、職員代表からの

花束の贈呈がありました。

桑原市長、出村副市長が退任

七浦趣味の会が発表会地域版文化祭でにぎわう

５月８日から１０日までの３日間、七浦海浜スポーツ公園

体育館で「七浦趣味の会」（木原清喬会長）による第１回発表会

が行われました。この発表会は、七浦地区の文化サークル

２５団体が日頃の練習発表の場として、また、各サークルの

活性化と会員の親睦を深めるために開催されたものです。

発表会では、嘉瀬の浦子ども会による獅子浮立（アトラクション）

を皮切りに謡曲や日舞、大正琴などが

ステージ発表されたほか、期間中は写

真や絵画、生け花などの展示発表、各

種実演や囲碁大会など多彩な催しでに

ぎわいを見せました。

桑原允彦市長は、平成２年５月の就任以来５期２０年間、

市政の最高責任者・第４代鹿島市長として、また、出村素明

副市長は、市長の補佐役として、平成１５年５月からの約７

年間、共に市の発展のためにご尽力いただきました。

長年のご労苦に敬意と感謝を申し上げます。
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
道の駅鹿島 干潟展望館

３月にリニューアルオープンし、多くの買い物客で賑わう

道の駅鹿島「千菜市」。そこに隣接する「干潟展望館」にミ

ニ水族館ができました。（入館無料）

“ムツゴロウ”はもちろん、「有明海のエイリアン」とも言わ

れる“ワラスボ”など、有明海に住む珍しい生き物たちを間近

に見ることができます。

また、有明海のことがよくわかるパネ

ルも展示されています。

ご家族でぜひお越しください。

問合先 干潟展望館 緯（６３）１７２３

有明海のいきもの展を開催中

市営 奥平谷キャンプ場山開き式

４月２８日、GWからのオープンに先立ち、関係者が期間中

の安全を祈願するキャンプ場山開き式がありました。

今年で４９年目を迎えるこのキャンプ場は、県内最高峰の

経ヶ岳登山道入り口にあり、主に県内・隣県からの利用が多

く、昨年度は約２,０００人が利用しました。

野外バーベキューや経ヶ岳登山、そうめん流しなど自然あ

ふれるキャンプ場を家族や友人などでぜひご利用ください。

開村期間は、7月から9月までの休祝日前日、夏休み期間中

は木・金・土(盆を含む)となります。

※6月の利用はできません。

潤予約先 市商工観光課 緯（６３）３４１２

夏の思い出づくりにキャンプはいかがですか

４月２４日（土）、鹿児島大学の佐藤先生を招いての「第１０

回やさしい朝日環境教室」が七浦海浜スポーツ公園で開催され、

九州各県、山口県から多くの親子が参加しました。

この教室は、有明海の干潟を「見て」、「触って」、「食べて」

からだ全体で自然を感じることで、私たちを取りまく自然環

境を考える体験学習の場として、毎年開催されてきました。

参加者からは、「鹿島市には、このような自然が身近に体験

できる場所があってうらやましい。」、「泥んこになって子供に

戻った気分。子どもより親の方が楽しんでいます。」など、さ

まざまな感想が聞かれました。

市内には、全国に誇れる素晴らしい自然がたくさん残って

います。皆さんも鹿島の自然を干潟体験やキャンプ場等で体

験してみてはいかがでしょうか。

自然体験を通して学んだ１０年間
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広げよう「噛む」から始まる健康づくり

６月４日から６月１０日までは、歯の衛生週間です。

この機会に歯の健康について見直してみましょう。

喰８０歳になっても２０本の歯を保とう（８０２０運動）

喰一生自分の歯で食べよう

喰午後のスタートハミガキから

食中毒は、一年を通じていつでも発生します

が、高温多湿となるこれからの時期に集中して

発生する傾向があります。これらの食中毒を予

防するため、食中毒の原因菌・ウイルスを

『つけない！・増やさない！・消滅させる！』

の３つのポイントを心がけ発生を防ぎましょう。

実践しましょう！３つのポイント

①つけない！

食品や手、調理器具はしっかり洗いましょう。

食品は包んで保存しましょう。

②増やさない！

室内に放置せずに冷蔵庫に保存しましょう。

作った料理は早めに食べましょう。

③消滅させる！

食品内部まで十分に加熱しましょう。

調理器具は定期的に消毒しましょう。

おお知らお知らせせ フッ化物塗布は、歯の質を強くし、むし歯に

なりにくくします。市では、２歳時に２回目フッ

化物塗布を行っていますので、歯みがきをして

お越しください。(予約不要)

と き ６月２４日(木)

受付時間 １３時４５分～１４時

そ の 他 ７月以降も毎月の１歳６ヵ月健診時

に行っていますので、日程を広報か

しまでご確認ください。

食中毒にご注意くださ食中毒にご注意くださいい ２回目フッ化物塗布を実施しま２回目フッ化物塗布を実施しますす

フッ化物塗布は３ヵ月ごとに継続して行

うと効果的といわれています。

この他にも色々なイベントが開催されます。

鹿島市も2日間出展し、食を通して市独自の伝統的食

文化をPRします。

両日開催内容
・マクドナルド ドナルドショーほか

・九州食品市

・佐賀やきもの展

・全国の食に関する企業、団体、各県

市町による「体験・試食・展示」）など

－第５回食育推進全国大会－

さが食育フェスタ
２０１０

と き ６月１２日(土)･１３日(日)

ところ 佐賀市文化会館・県総合体育館（佐賀市）

主 催 内閣府・佐賀県・佐賀県実行委員会

大会テーマ
『佐賀そう！だんらん～食と「うつわ」のハーモニー～』

6月１３日（日）１０時～１７時
・キャラクターショー

・島田洋七さん講演会

・「いのちのまつり」トークライブ など

6月１２日（土）１０時３０分～１７時
・記念講演（内閣府）

・プロの料理人による調理実演・試食

・学校給食の展示・試食 など

食育とは?

・生きる上での基本であって、知育、徳育および体育の

基礎となるべきもの。

・さまざまな経験を通じて「食」に関する知識と「食」を

選択する力を習得し、健全な食生活を実践することが

できる人間を育てること。

食育月間を機会に食生活の大切さを見直してみましょう

・食を通じたコミュニケーション

・バランスの取れた食事

・望ましい生活リズム

・食を大切にする気持ち

・食に関する知識と選択力

６月は食育月間で６月は食育月間ですす
この食育月間にちなみ、第５回食育推進全国大会が佐賀市で開催さ

れます。皆さんぜひお出かけください。
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対象者

鹿島市国保に４月１日現在加入し、引き続き

国保に加入している人。（受診券・受診票配布済）

自己負担額 １,０００円

日曜・祝日実施医療機関

６月６日（日） 谷口医院（嬉野市）

６月２７日（日） 田中医院

７月４日（日） 織田病院

７月１８日（日） 志田病院、谷口医院（嬉野市）

７月１９日（祝） 森田医院

持っていくもの

「受診券」、「受診票」、「国保保険証」

その他

対象者は、７月３１日までの平日も県内の委託

医療機関で特定健診を受診することができま

す。

４０歳を過ぎたら骨量チェック！

対象者で希望する人はお申込みください。

対 象 者 平成2２年4月2日～平成２３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 ６月２８日（月）１３時３０分～１５時３０分

検診場所 保健センター

料 金 ６００円

ただし、市民税非課税世帯・生活保

護世帯、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分程度）

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 ６月１４日（月）

日曜日に特定健診が受けられま日曜日に特定健診が受けられますす 骨粗しょう症検診を受けましょ骨粗しょう症検診を受けましょうう

５月に配布しました各種検診申込み調査書の

内容をよく読んで記入の上、６月３０日（水）までに

所定の場所（申込書に記載）へ提出してください。

各種検診の申込は６各種検診の申込は６月月３３００日まで日まで 対象者検診名

４０歳以上男女胃がん検診

４０～７４歳男女肺がん検診

４０歳以上男女大腸がん検診

２０歳以上で昨年度 未受診の女性子宮がん検診

４０歳以上で昨年度 未受診の女性乳がん検診

５０～７０歳男性前立腺がん検診

３０歳以上男女で過去未検査者肝炎ウィルス検診

市では、接種費用の負担軽減対象者で、すで

に新型インフルエンザの予防接種を自費で行っ

た人に対し、申請により接種費用の減免（払い

戻し）を実施しています。申請が済んでいない

人は保健センターへお越しください。

接種費用の負担軽減対象者

毅生活保護世帯の人

毅市民税非課税世帯の人

※本人確認できるものが必要です。

持ってくるもの

毅予防接種の領収証・済証

毅印かん

毅振込先のわかるもの

新型インフルエンザ予防接種費用減新型インフルエンザ予防接種費用減免免

けんしけんしんん

市では『成分献血』にご協力いただける皆さん

を募集しています。献血にはいくつかの条件が

あります。詳しくはお問い合わせください。

と き ６月１１日（金）

９時～１２時、１３時～１６時のどちらか

ところ 佐賀県赤十字血液センター（佐賀市）

※送迎あり

条 件 １８歳～６９歳の人で

鴨男性は体重４５kg以上の人

鴨女性は体重４０kg以上の人

申込期限 ６月８日（火）

申 込 先 保健センター予防係

緯（６３）３３７３

成分献血にご協力くださ成分献血にご協力くださいい

献献献 血血予防接予防接種種

健康の問合先

保健センター
緯（６３）３３７３
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事業所や商店、直売所等で量り売

り、あるいは証明用として使用され

ている計量器をお持ちの人は、2年

ごとの計量器検査が必要になります。

恭集合検査（８月上旬実施）

所有の計量器を検査会場へ持参し

て受検する検査です。

※日時・場所等は広報かしま7月

号でお知らせします。

恭所在場所検査

検査官が計量器の所在場所まで出

張し、受検する検査です。

※前回受検された人には事前に申

請書をお送りする予定です。

新規の人はお問合せください。

問合先 商工観光課商工労政係

緯（６３）３４１２

皆さんの生活の中で買物袋（マイ

バッグ）持参は定着していますか？

日常の買い物でマイバッグを持参

し、レジ袋を削減することは、ごみ

を減らすだけでなく、資源の有効活

用や地球温暖化防止にも寄与します。

ぜひ、買物袋持参にご協力をお願

いします。

問合先 環境下水道課環境係

緯（６３）３４１６

今年は計量器検査の年です

６月は買い物袋持参運動強化月間です
－買い物袋を持ち歩きましょう－

サマージャンボ宝くじの賞金は、

１等・前後賞合わせて３億円、２等

は１億円です。この宝くじの収益金

は、市町村の明るく住みよいまちづ

くりに使われます。

発 売 ７月７日（水）～７月３０日（金）

抽選日 ８月１０日（火）

問合先 （財）佐賀県市町村振興協会

緯０９５２（２５）１９１３

北公園内のジャブジャブ池（幼児

用水遊び場）をオープンします。事故

防止のため、必ず保護者と一緒にご

利用ください。たくさんの来園をお

待ちしています。料金は無料です。

と き ６月１５日（火）～９月１５日（水）

９時～１７時

問合先 生涯学習課

緯（６３）２１２５

今年のサマージャンボ宝くじは、
億万長者が１３２人!

北公園ジャブジャブ池
プール開き!!

６月は、農業者年金受給者の現況

届を提出する月となっています。

現況届が各家庭に届きましたら、

６月末までに農業委員会事務局に提

出してください。

問合先 農業委員会事務局

緯（６３）３４１７

加入申請期限まで１ヵ月を切りました！

交付対象毅水稲共済加入者で、生産

調整を実施した販売農家、

集落営農（米モデル事業）

毅麦・大豆などを生産する

販売農家、集落営農

（自給率向上事業）

申請期限 ６月３０日（水）まで

申請方法 生産組合長を通じて配付

した申請書類に記入の上、

生産組合長に提出する。

問 合 先 鹿島市水田農業推進協議会

（JA・市）緯（６３）３４１３

農業者年金の
現況届をお忘れなく!

戸別所得補償モデル対策が
スタートします

１１日（金） 開会、会期の決定、議案の一括上程（提案理由説明）

１２日（土）～１４日（月） 休会

１５日（火）～１７日（木） 一般質問

１８日（金） 調整日

１９日（土）～２０日（日） 休会

２１日（月） 議案審議

２２日（火） 調整日

２３日（水） 常任委員会

２４日（木） 休会

２５日（金） 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

※一般質問の数などにより議事日程

を変更する場合があります。

※一般質問などの内容は鹿島市ＨＰ

の『鹿島市議会』に掲載します。

※ケーブルテレビでは１２チャンネル

で議会中継を放送します。

市議会６月定例会会期日程（案）
～傍聴にきてみませんか～

平成２２年４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区 分

鹿島二十一日会（４月～６月分）２０,０００円４月５日会 費

名刺台紙代（市長用）６００円４月１５日その他

２０,６００円合 計

平成２２年４月
市長交際費支出状況表
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恭会員を募集しています

対 象 ６０歳以上または来年3月ま

でに６０歳になる人

と き ６月１７日（木）９時３０分～

ところ シルバー人材センター

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。

包丁、かま、のこ、チェーンソー

などの刃物研ぎをお受けします。

と き ６月１７日（木）８時３０分～

当日、ご都合がつかない人は前日

までにセンターへご持参ください。

恭作業の相談をお受けします。

「畑耕し、草払いなどの農作業」「庭

木の剪定、草取り」「部屋の掃除、食事

の準備、買い物」「障子・襖の張り替

え」「はがき、命名札・席札書き」など

気軽にご相談ください。

恭家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

チップはいかがですか。

格安にて。使いやすい袋詰めやト

ラック（バラ積み）で販売しています。

問合先 鹿島市シルバー人材センター

緯（６３）０９７０

と き ６月１７日（木）１０時～１３時

７月１５日（木）１０時～１３時

ところ のごみふれあい楽習館

持参品 エプロン

会 費 ６００円

問合先 鹿島友の会 宮囿

緯（６２）７１５３

気軽にご利用ください
シルバー人材センター

家庭料理の勉強会

と き ６月２４日（木）１０時～１２時

７月２２日（木）１０時～１２時

８月２６日（木）１０時～１２時

ところ のごみふれあい楽習館

持参品 筆記用具

問合先 鹿島友の会 宮囿

緯（６２）７１５３

緯（６２）７１５３

武雄税務署管内租税教育推進協議

会では、税に関する一般的な知識の

普及のために、社会人団体向けの税

金に関する講座を行っています。

日 時 ９時～１６時の１時間程度

(４月～１２月の平日のみ)

対 象 杵藤地区内に居住・勤務する人

人 数 １０人以上

内 容 ・国税(所得税、消費税、

贈与税、相続税等)の話

・地方税(県税、住民税、

固定資産税等)の話

申 込 希望日の１ヵ月前までに事

務局へご相談ください。

連絡先・問合先

武雄税務署管内租税教育推進協議会事務局

(武雄税務署 総務課内)

緯０９５４（２３）２１２７

※自動音声応答で「２」を選択

家計簿のつけ方勉強会

ご利用ください!
税金に関する出前講座

対 象 雇用保険受給資格者等

離職者で４０歳未満の人

募集定員 ［電気制御技術科］１５人

申込期限 ６月２５日（金）

入 所 日 ８月５日（木）

訓練期間 ７ヵ月

※企業内実習１ヵ月含む

訓練時間 ９時３０分～１５時４０分

申 込 先 ハローワーク鹿島

毎月職業訓練説明会を開

催しています。

問 合 先 雇用・能力開発機構佐賀

センター（ポリテクセンター佐賀）

緯０９５２（２６）９５１６

佐賀農業高等学校では、「食品流

通」に必要な知識と技術を習得する

とともに地域に信頼された学校づく

りの一助として、本校の生産物を販

売します。皆さんお越しください。

と き ６月２４日（木）、７月８日（木）

９月１６日（木）、１０月２１日（木）

１２月９日（木）

時 間 商品紹介 １１時２０分～

販売 １１時３０分～売り切れ次第終了

ところ 国本会館(正門前の建物)

販売品目 白米、季節野菜、鉢花、

果物、加工品など

問合先 佐賀農業高等学校企画部

緯０９５２（８４）２６１１

平成２２年８月期
職業訓練受講生募集

『ふれあい販売所』を
オープンします

潤市税集合徴収分
潤介護保険料 の
第１期の口座振替日は

６月３０日（水）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）



Ｈ２２(２０１０).６.１ 広報かしま

受験資格 平成元年４月２日～

平成５年４月１日生まれの人

試験の程度 高等学校卒業程度

申込受付 ６月２２日（火）～６月２９日（火）

６月２９日（火）の通信日付印有効

申 込 先 希望する受験地の人事院

地方事務局(所)

第１次試験 ９月５日（日）

問合先 武雄税務署総務課

緯０９５４（２３）２１２７

※自動音声応答で「２」を選択

福岡国税局人事第二課

緯０９２（４１１）００３１

平成２２年度税務職員
(国家公務員採用詠種（税務）)募集

人事院では、高等学校卒業程度の

試験として、｢平成２２年度国家公務

員採用詠種試験｣を実施します。

受験資格 平成元年４月２日～

平成５年４月１日生まれの人

受付期間 ６月２２日（火）～６月２９日（火）

第１次試験 ９月５日（日）

※九州地区では９試験地で実施

問合先 人事院九州事務局第二課

〒８１２-００１３

福岡市博多区博多駅東２-１１-１

緯０９２（４３１）７７３３

国家公務員採用詠種試験
(高等学校卒業程度)

人権擁護委員は、国民の基本的人

権が侵害されないように絶えず監視

し、もし侵害があった場合には、適切

な処置を講じ、救済をはかります。

市には次の６人の人権擁護委員が

います。人権相談は無料で秘密は守

られます。日時などは毎月最終ペー

ジ『くらしの情報』をご覧ください。

杉谷 保成 さん （西牟田）

正寶 典子 さん （筒 口）

三原 治子 さん （久保山）

福田 節子 さん （湯ノ峰）

森田 寛 さん （中 村）

木原 清喬 さん （江 福）

問合先 総務課行政係 緯（６３）２１１３

と き ６月２３日（水）１３時３０分～１５時

ところ 杵藤保健福祉事務所（武雄市）

相談医 白石共立病院 真島東一郎 院長

申 込 ６月１６日（水）まで

申込・問合先

杵藤保健福祉事務所 難病担当

緯０９５４（２２）２１０５

佐賀県信用保証協会では、毎月１

回『金融相談』を開催しています。

相談を希望される人は、前日まで

に経営指導員へご連絡ください。

と き 毎月第２金曜日１０時～１５時

ところ 鹿島商工会議所

問合先 佐賀県信用保証協会

緯０９５２（２４）４３４２

６月１日は
人権擁護委員の日

難病医療相談

～中小企業の皆さまへ～
金融相談をご利用ください

平成２２年度 狩猟免許試験
～イノシシ被害からの自衛をしてみませんか?～

狩猟免許試験が下記の日程で実施されます。イノシシ被害の自衛駆除の

ためにも免許の取得をお勧めします。また、初心者の合格率を高めるための

予備講習も開催されますので、初心者の人は必ず2日間受講してください。

書類提出先・締切 佐賀県猟友会・６月２２日（火）

問合先 猟友会鹿島支部（事務局長半田） 緯（６２）３４７２

市農林水産課 緯（６３）３４１３

場 所時 間試験実施日区 分

武雄市文化会館９時３０分～１７時７月７日（水）

狩猟免許試験 佐賀県射撃研修センター
（佐賀市大和町）

８時３０分～１７時
７月２０日（火）

８月１日（日）

武雄市文化会館

９時～１５時

７月３日（土）

予 備 講 習 佐賀県射撃研修センター
（佐賀市大和町）

７月１０日（土）

７月１１日（日）

社協チャリティーバザー

鹿島市社会福祉協議会では、福

祉活動資金づくりを目的にチャ

リティーバザーを実施します。

と き ６月２５日（金）１４時～１６時

ところ 林業体育館（古枝）

問合先 鹿島市社会福祉協議会

緯（６２）２４４７
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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）３３７３６月の子育て

３歳６ヵ月健診
対 象 平成１８年１１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

１０日（木）１歳６ヵ月健診
対 象 平成２０年１１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２２年２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

２３日（水）

場所・問合先 エイブル１階 保健センター 緯（６３）３３７３

母母子手帳交母子手帳交付付

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・２３・３０日（水）
赤ちゃん相赤ちゃん相談談

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）
離離乳食教離乳食教室室

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

１５日（火）

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）

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。

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１６年４月２日～平成１７年４月１日
に生まれた子ども

第３期：中学１年生
（平成９年４月２日～平成１０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４年４月２日～平成５年４月１日に生まれた人）

ポリオ以外の予防接種は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。

日本脳炎予防接種
平成２１年６月より新しい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。

対象者 ４歳～７歳６か月未満の子ども
煙１期１・２回は６～２８日間隔で受けます。
煙1期追加は１期２回目終了後、おおむね１年
あけて接種します。

その他 気上記対象者で、接種を希望する人は保健セン
ターまでご連絡ください。
説明後に、予診票をお渡しします。

気７歳６ヵ月を過ぎてしまい接種ができなかっ
たお子さんへの救済措置は、現在厚生労働省
が検討中です。接種可能となりしだい広報か
しまでお知らせします。

平成２２年度中に３歳になるお子さんには、
別途通知します。

Ｂ・Ｃ・Ｇ
対象者 生後3ヵ月から６ヵ月未満の子ども（対象者に通知）

恭よちよちサークル
対 象 ５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

『パパもおやつ食べた～い?!』

手作りおやつでホットタイム

（おやつ代１家族１００円）
繰会場繰
楠風館

２５日（金）

『もうすぐ可愛い歯がこんにちは』

ママが大切な歯について学びます繰会場繰
エイブル

１１日（金）

恭のびのびサークル
対 象 １歳７ヵ月児～就学前児と保護者

『パパ．今日は手作りおやつだよ竃』

手作りおやつのティータイム

（おやつ代１家族１００円）
繰会場繰
楠風館

１８日（金）

『歯の大切さを知ろう』

親子で虫歯について勉強タイム繰会場繰
エイブル

４日（金）

ママタニティースクーマタニティースクールル

受付１３：３０～１３：５０
内容 赤ちゃんのお風呂他
対象 妊婦

３日（木）
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６月

水無月
みなづき

無料法律相談(市民優先) 市民会館２階
１０日（木）受付１３時～ （先着１０人）１３時３０分開始
２２日（火）受付９時３０分～（先着６人）１０時開始
人権相談 市民会館２階和室
１日（火）１０時～１５時

成人健康相談 保健センター
２日（水）９時３０分～１０時３０分

鍼灸（しんきゅう）マッサージ無料健康相談 保健センター
１３日（日）１０時～１５時
消費生活相談 市民会館１階サロン
７・１４・２１・２８日（月）、４・１１・１８・２５日（金）
９時３０分～１２時、１３時～１６時３０分

障害児地域療育支援巡回相談（言語訓練）
２４日（木） １３時３０分～１６時 福祉事務所 相談室
発達障害児（者）専門相談
９日（水） 事前予約制 保健センター
ＮＰＯ法人それいゆ（県委託先） 緯０９０（６２９５）３３５０

心の健康相談 福祉会館１階相談室
１６日（水）１０時～１２時（要予約：福祉事務所緯（６３）２１１９）
厚生年金・国民年金相談 市民会館１階サロン
１・１５日（火）１０時～１２時、１３時～１５時

行政・人権・心配ごと相談 老人福祉センター相談室
９・２３日（水）10時～１２時、１３時～１5時

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

１５日（火） ジャブジャブ池プール開き 【P.１６参照】

北公園 ９時～

２５日（金） 社協チャリティーバザー 【P.１８参照】

林業体育館 １４時～

（６月分）
５・１２・１９・２６日（土）
６・１３・２０・２７日（日）

市役所
保健センター

７・１４・２１・２８日（月）
２４日（木）

市民図書館

７・１４・２１・２８日（月）
生涯学習センター
（エイブル）

１・８・１５・２２・２９日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

※芝の育成期間のため、次の期間は利用できません。
陸上競技場 ６月１日（火）～６月３０日（水）
市民球場 ６月１日（火）～６月２０日（日）
グラウンドゴルフ場 ６月２１日（月）～７月９日（金）

市水道課 緯（６２）３７１８へお問い合わせください。

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

愛命堂薬局吉田病院 緯（６２）３２０３６日（日）

おおぞら薬局中村医院 緯（６３）９２３４１３日（日）

オダ薬局ピオ店別府整形外科 緯（６３）３０６３２０日（日）

西牟田薬局田中医院 緯（６３）４０８０２７日（日）

広報かしま 編集・発行

鹿島市役所 総務部 企画課 〒８４９－１３９１ 佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１
緯（６３）２１０１（直通） 姉（６３）２１２９ URL http://www.city.kashima.saga.jp/

この広報紙は再生紙を使用しています

広報かしま原稿締切日

８月号７月号
７月２日６月３日

『子育てひろば』が始まります

鹿島市子育て支援センターでは、子育て中の保護者

や就学前のお子さんを対象に、ママたちで支えあい、

助け合いながら楽しい子育てを分かち合う“子育てひ

ろば”を６月から開催します。

詳しくはお問い合わせください。

問合先 子育て支援センター 緯（６３）０８７４


