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写真
投票に行きましょう！

平成２２年５月３１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.9９９９

７月１１日は、参議院議員通常選挙が行われます。

投票できる時間は、７時から２０時です。

私たちの国の運営に関わる大事な選挙です。

有権者の皆さんは忘れずに投票に行きましょう。

なお、当日投票所に行けない人は、期日前投票もで

きます。 （４ページに関連記事があります。）

対 前 月 比世 帯 数人 口
鹿 島 市

世帯１０＋人２９－世帯１０,５９３人３１,６０１

世帯４＋人２３－世帯５,１８１人１４,２３８鹿 島

世帯２＋人１－世帯１,１６５人３,９０５能 古 見

世帯２－人３＋世帯９８５人３,２１３古 枝

世帯０人４＋世帯１,０５６人３,２４７浜

世帯４＋人０世帯１,２１６人３,７４３北 鹿 島

世帯２＋人１２－世帯９９０人３,２５５七 浦

人１２－人１４,８５２男

人１７－人１６,７４９女

一、花と緑を愛し、伝統をいかして美しいまちにしましょう。

一、知識と教養を深め、清新な文化のまちにしましょう。

一、感謝と思いやりの心で、うるおいのあるまちにしましょう。

一、明るく元気に働き、活力のあるまちにしましょう。

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

今回、私は、市政運営の原点とな

る標語として、｢新風創造｣・「連携と

発掘」という言葉を掲げ、５月１２

日の市長就任の日に『「ふるさと鹿

島」のまちづくり 市政運営の基本

理念と優先的な課題』というテーマ

の冊子を市職員全員に配布し、私の

まちづくりについての方向、取り組

むべき施策を述べております。

この「ふるさと鹿島」のまちづく

りについては、市のホームページ上

にも掲げておりまして、市民の皆様

にもいつでもご覧いただけるように

なっております。また、必要な方に

は、（市役所３階企画課で）配布する

ようにもいたしております。

雑政策の４つの柱

政策を進めるにあたっては、次の

４つの観点を基本的な柱としており

ます。

まず、１点目の「市民目線の発想」

については、言うまでもなく、市民

の皆様が主人公でございます。

市政への思いやご意見、ご提言な

どを市役所へお届けいただくことが

できる仕組みを整備する必要があり

ます。

また、市民の皆様が気軽に足を運

んでいただく市役所であり、気安く

声をかけていただく職員でなければ

なりません。そして、鹿島のまちづ

くりのためのご意見やご提言が生ま

れてくるためには、市政のことを市

民の皆様によく知っていただく必要

がございますので、情報公開、情報

発信に積極的に取り組みます。

２点目の「総力結集のアイデア」

について申し上げます。

本市には、自治組織、振興会、ま

ちづくり団体など様々な組織が地域

に根付いて活動していただいており

ます。このことは、鹿島の大きな財

産であり、これらの「市民力」を最

大限に活かし、市民の皆様と行政の

連携を積極的に図ることが大切だと

思っております。

その中で、市役所はプロの行政集

団ですから、行政側から市民の皆様

へ政策提言を積極的に行うとともに、

行政上の相談には、当事者意識を

持って対応する一方で、様々な施策

の遂行には、市民の皆様のご理解、

ご協力が必要であり、「市民力」と

「行政力」を効果的に組み合わせな

がら、ふるさと鹿島のまちづくりに

総力戦で取り組むことが重要であり

ます。

市議会におかれましても、様々な

委員会のほか、勉強会を立ち上げて

おられますので、市政運営のクルマ

の両輪として、私ども執行部と共に、

様々な場面で、議論・研究を行って

いただき、情報交換をしていただい

て、さらに充実した施策展開ができ

るものと考えております。

また、市役所内部でも、「横の連携、

縦の風通し」をよくして、政策提言、

企画立案を積極的に行う雰囲気を作

ることが不可欠でございます。

そして、政策の材料を多く持ち、

チャンスを逃さず実行できる心構え

と態勢を日頃から作っておかなけれ

ばなりません。

市政運営のための最終的な政策判

断、その結果についての責任は私自

身にありますが、政策の形成過程で

の活発な議論が極めて大切と考えて

おります。

３点目の「連携と競争による地域

力の向上」について申し上げます。

かつては、県南西部の中心的地位

を占める中核都市であった本市は、

現在では、様々な局面におきまして、

その地位が低下しているという現実

を否定できません。今や、地方は、

激烈な「地域間競争」の時代と言わ

れております。その中で、自ら助け

ようという意思を持ち、継続的な努

力を続けないと、「タナボタ」的恩恵

や、「神風」的幸運が訪れるものでは

ありません。時機を逸しないタイム

リーな政策立案、迅速な意思決定、

強力な実行力が不可欠であり、小さ

なことから積み上げ、能力を向上さ

せる必要があります。

また、外部の人や企業の感覚に訴

えるインパクトのある鹿島のイメー

ジ作り作戦も重要な施策の一つだと

考えております。

これまでこの地域は、行政面でも

広域行政の拡大推進などで大きな成

果をあげてきています。

今後は、雇用の場の確保、産業振

興、観光振興などの施策で、さらに

強固な近隣市町との連携と補完の関

係を構築して、それぞれが持つ地域

資源を活かすことが大切となります。

そして、国や県との円滑な情報の

やり取り、連携の強化は、地域の行

財政運営にとって不可欠となります。

相互の情報提供や政策提言、地域

振興の支援策の要請ができる関係を、

私が先頭になり再構築するつもりで

ございます。

ご承知のとおり、本市は歴史的に

も偉大な人材を多く輩出しています。

また、現役世代でも、多くの鹿島

市出身者が全国で活躍しておられま

す。これらの人々を含め、市外在住

の多くの鹿島ファンを発掘し連携し

て、いわば、「外部応援団」の新しい

発想をまちづくりに活かすことが重

要だと考えております。

最後に、４点目の「歴史・伝統は

先祖の埋蔵金」についてであります。

まちづくりは、「人づくり」という

側面もありますが、「歴史づくり、文

化づくり」という側面があると言わ

れております。歴史や伝統文化を大

事にしなければ、その地域は伸びな

いというのが私の信念でございます。

本市は、歴史的な地域資源に恵ま

れており、また一般にはあまり知ら

れていない歴史や史跡も多くありま

す。埋もれているこれらの資産、い

わゆる先祖が残した「埋蔵金」を掘

り起こし、地域振興に活かしていく

市議会６月定例会が、６月 １１日に開会しました。

冒頭、市長が市政方針を申し上げましたので、要約してお知らせします。

ふるさと鹿島のまちづくりに向けた

市政方針を発表
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ことが重要だと考えております。

祐徳稲荷神社、鹿島城址、肥前浜

宿の歴史的まちなみとの相互連携と

活用など、以前から課題とされてき

たことへも積極的かつ具体的に取り

組みたいと思っております。

さらに、面浮立に代表される県内

最多の８０団体を超える伝承芸能は、

鹿島の誇りであり、更なる振興と活

用に積極的に取り組んでまいります。

この歴史と伝統の分野は、他の地

域と比べて最も特色を出すことので

きる分野であり、簡単に模倣するこ

とができない世界でもあります。

これらの素材をもとに学校での

「ふるさと教育」の充実を図り、小

さいときから、ふるさとの歴史や伝

統文化に親しみ、成長しても「ふる

さと鹿島」に愛着と自信と誇りを

持って、次世代の鹿島を担う子供た

ちを育成していくことも大切なこと

だと考えております。

まず、市長就任にあたり、市政運

営と政策に関しての、私の基本的考

えを述べさせていただきました。

雑プロジェクトチームの発足

現時点で私の考えている市の地域

課題に対処するため、さっそく職員

に優先的な課題等について庁内で検

討を行うようにと「プロジェクト

チーム」の立ち上げを指示し、必要

に応じて関係機関、団体の皆様のご

協力を得ながら作業を進めることに

しており、すでに６月４日から７つ

のプロジェクトが活動を始めました。

この７つのプロジェクトは、

①新しい特産品づくり

②中心市街地開発 ③定住対策

④道路網整備計画 ⑤中高一貫教育

⑥入札事務改善 ⑦鹿島の水の有

効活用 の７項目であり、８月末を

目途に報告を受けることにしており

ます。

この検討結果などにつきましては、

今後、第５次鹿島市総合計画の策定

と合わせて、具体的な施策として提

案し、実行してまいります。

雑行財政運営の課題とあり方

我々を取り巻く政治経済情勢は

刻々と変化し、ますます厳しさを増

し、一刻の猶予も許されません。

また、宮崎県で猛威を振るってい

る「口蹄疫」の流行など、想定外の
こ う て い え き

事件や事故、自然災害への対応など

危機管理体制も常に機能的に備えて

おく必要があります。

そのような状況の中で、国も地方

も厳しい財政事情を抱え、今後、税

収の減少など自主財源の伸び悩み、

地方交付税や補助金の変動などと

いった厳しい財政状況に対応してい

かなければなりません。

市民の皆様に過重な負担を求める

ことを避け、行政サービスの水準を

維持向上させ、計画的に政策的事業

を実施するためには、今後とも不断

の行財政改革の努力が必要であり、

さらに徹底した体質改善と工夫で効

率的な市政運営を図らなくてはなり

ません。

これまで、本市は、投資的事業、

新規の政策的事業などを極力抑制す

る歳出削減努力をし、市債残高の圧

縮や各種の財務指標の改善を図って

きました。今後は、歳出を抑制する

努力を続ける一方で、税収など安定

的な収入をいかに確保していくか、

また、国や県の施策と連携し、必要

な公共投資の財源をいかに確保して、

まちづくりを推進していくかが重要

な課題であると考えております。

雑ＪＲ長崎本線・長崎新幹線問題

この問題につきましては、市民の

皆様もマスコミも注目しておられる

ことでもあり、「賛成か反対か」、

単刀直入に聞かれることが多いので

ありますが、私は、そのように一言

で割り切れるような単純な問題では

ないと認識いたしております。

ただ、市民の皆様あるいは市に関

わっておられる方々は、長崎新幹線

の開業とともに、唯一の高速交通機

関である「特急かもめ」など、現在

の長崎本線の機能や利便性が大きく

低下することに反発を覚えたり、そ

れを補う地域振興の道筋が見えない

ことなど、市の将来に大きな不安を

抱いておられるのが実情ではないか

と思っております。その思いは私も

全く同じでございます。

新幹線建設は、大型でかつ長期の

プロジェクトでありますので、今後

の政治経済情勢の変化により大きな

影響があることは当然考えられ、そ

の動向は重大な関心を持って見守っ

ていかなくてはなりません。本当の

意味で決着するには、まだまだ時間

も手続きもかかるということは予想

されます。しかしながら、それはそ

れとして、市には、早急に対応しな

ければならない問題が山積している

ことも、皆様ご承知のとおりであり

ます。

長崎本線の取扱いひとつに限って

考えてみましても、最終的な方向が

確定するまでいろいろな問題に手を

つけない、あるいは放置するという

ことは許されないと思っております。

今からでも、将来、予定されてい

る長崎本線の運行計画や活用の方策、

利便性の確保、駅舎や駅周辺の整備

などを少しでもいい方向へ持ってい

く努力を続け、また、基幹道路の整

備促進などを国や県へ働きかけるな

ど、目に見える形での行動を開始し

て、具体的な事業に結び付けなけれ

ばならないと思っております。

これまで長い時間をかけて議論さ

れ、政治的、社会的な情勢の変化の

中で、前市長は苦渋の決断をされ、

市長としては長崎新幹線建設反対の

旗印を降ろすと説明をされましたの

で、私は、この判断を踏まえながら、

市の未来にとって何が必要か、その

ために、今、われわれが何をなすべ

きか、具体的に行動してまいる所存

でございます。以上、６月定例会の

開会にあたり、所信の一端を申し述

べました。ぜひ、私の「ふるさと鹿

島」への思いをお汲み取りいただき、

議会の皆様のご理解とご支援を切に

お願い申し上げます。

鹿島市ホームページの

『ようこそ市長室へ』では、市政

方針・提案理由説明要旨の全文な

ど、市長の主な発言のほか、動静

などを掲載しています。
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私たちの暮らしを決める大事な選挙です。入場券を持って投票に行きましょう。

７月１１日（日）は

です
参議院議員通常選挙

５月２３日、第２６回鹿島ガタリンピックには、外国人を含

む約１,２００人の選手が出場し、２２,０００人の観客が見守る

なか、１１種目で熱戦を繰り広げました。

今大会を写真で振り返ります。

さまざまな思いをつないだ 第２６回鹿島ガタリンピック

佐賀県選挙区選出議員選挙は、『薄い黄色』の投

票用紙に候補者の氏名を記載してください。

比例代表選出議員選挙は、『白色』の投票用紙に

政党名または候補者の氏名（政党により届けられ

た候補者の氏名）を記載してください。

問合先 市選挙管理委員会 緯（６３）３４１８

期 日 ７月１１日（日）

時 間 ７時～２０時

ところ 入場券に記載されている投票所

（第８投票所は、浜小学校体育館です。）

ＧＰ川柳
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投票日に、仕事や旅行などで投票所へ行けない

人のために、『期日前投票』制度があります。

当日、投票に行けない人は、この制度を利用し

ましょう。

期 日 ６月２５日（金）～７月１０日（土）

時 間 ８時３０分～２０時

ところ 市民会館１階選挙管理委員会事務局

期日前投票のご利用を！
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鹿島市の口蹄疫対策
恐

況

挟

狭

恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭

狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂

教
教
教

橋
橋
橋 ご理解とご協力をお願いします

宮崎県で家畜伝染病である口蹄疫が発生し、終息の目途が立たない状況にあります。
こ う て い え き

平成２２年６月２４日現在、佐賀県内での発生は確認されておりませんが、鹿島市内での感染を防ぐ

ため、皆さまのご理解とご協力をお願いします。

潤口蹄疫とは?

口蹄疫ウィルスが原因で、牛・豚・山羊・羊などの偶蹄類と呼ばれている動物がかかる病気です。
ぐ う て い る い

感染力が強いため、畜産業ばかりでなくさまざまな産業に打撃を与えることが懸念されています。

潤牛肉や豚肉を食べたり、牛乳を飲んだりしても口蹄疫にかかることはありません。

潤まん延防止対策

鹿島市では、防疫などに万全をつくすため、５月２５日に鹿島市口蹄疫対策本部を設置し、現在、次

のような対策を講じています。

①公共施設や県外から多くの参加者がある各種行事・イベントについては、くつ底を消毒するため

のマットを設置しています。消毒について皆さまのご理解とご協力をお願いします。

②感染の可能性のある野生イノシシの豚舎への侵入を防ぐ柵の設置を行います。

③家庭などでペットとして山羊・羊などの偶蹄類を飼っている人の飼育状況調査を嘱託員（区長）を

通じて行っています。

⇒嘱託員に連絡されていない人や次の症状が見受けられた場合には、農林水産課までご連絡くだ

さい。［症状］元気消失、発熱、よだれ、口腔・
こ う く う

蹄・乳頭等に水泡、足をひきずる
ひづめ

④イノシシ駆除の強化を行っています。

問合先 農林水産課農政係 緯（６３）３４１３

寓ガタリンピック来場者に消毒マットの利用を呼びかける市職員ら

「宮崎県口蹄疫被害義援金（募金）」にご協力ください
宮崎県での口蹄疫発生以来、影響を受けた畜産農家に対する支援を行うため、「宮崎県口蹄疫被害義援金」を募

集しています。市民の皆さまのご協力をお願いします。

集まった義援金は、佐賀県の共同募金会を通じて、被害を受けられた畜産農家に配分されます。

受付期間 ７月１日（木）～７月３０日（金）

受付場所 鹿島市役所市民課窓口【募金箱設置のみ】

鹿島市社会福祉協議会【義援金受付および募金箱設置】

鹿島市総合庁舎２階 鹿島農林事務所【義援金受付および募金箱設置】

※義援金については、税制上の優遇措置（所得税・法人税）がありますので、受付時にお尋ねください。

問 合 先 鹿島市社会福祉協議会 緯（６２）２４４７
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鹿島市では、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、国の「ふるさと雇用再生基

金事業」「緊急雇用創出基金事業」に昨年から取り組ん

でいます。

今回、8月・9月に市が直接雇用

する日日雇用職員等を下記のとおり

募集します。

申込方法

就業を希望する人は総務課または市のホームページ

『各種案内・募集』で配布する専用の『申込書』を総務

課職員係（市役所３階）に提出してください。

※業務内容や申込締切日等の詳細は、市のホームページ

をご覧いただくか、下記の各問合先またはハローワーク

にお問合せください。
問 合 先 市総務課職員係 緯（６３）２１０３

ハローワーク鹿島 緯（６２）４１６８

募集先および

問合先

雇用

予定
業 務 内 容雇用期間

募集

人員
事 業 名

財政課
緯（６３）２１１４

８月

庁舎内備品の確認および公有財産の

照合作業、データ入力作業
６ヵ月以内１人

公有財産・備品台帳整備

事業

企画課
緯（６３）２１０１

公共交通に関するアンケート調査や

実地調査など

４ヵ月以内

（更新あり）
１人

地域公共交通活性化調

査事業

福祉事務所
緯（６３）２１１９

放課後児童クラブ指導員、児童の見

守りなど

６ヵ月以内

（更新あり）
８人放課後児童対策事業

商工観光課
緯（６３）３４１２

産業振興・地域振興に役立てるための

情報の収集など

４ヵ月以内

（更新あり）
２人産業振興情報収集事業

まちなみ建設課
緯（６３）３４１５

市営住宅管理台帳の整備、パソコン

入力業務
６ヵ月以内

１人
市営住宅管理台帳整備

事業

道路附属物(カーブミラーなど)台帳

の整備(現地確認、パソコン入力)
１人

道路附属物台帳整備事

業

環境下水道課
緯（６３）３４１６

ごみ不法投棄の監視パトロール、公

共下水道施設の環境保全など

４ヵ月以内

（更新あり）

２人環境美化推進事業

生涯学習課
緯（６３）２１２５

青少年を対象とした自然体験やレク

リエーション活動の支援・事務補助
１人

青少年教育・体験活動支

援事業

古文書の記録保存および利活用のた

めのデジタル写真撮影・編集
１人

古文書デジタル写真編

集事業

保険健康課
緯（６３）２１２０

要介護認定調査、介護保険の各種申

請受付など
１人地域相談体制強化事業

教育総務課
緯（６３）２１０３

９月

教育や福祉に関する知識と経験を活

用して、児童生徒を支援する業務

６ヵ月以内

（更新あり）

９人
スクールソーシャル

ワーカー活用事業

特別の支援を要する児童生徒に対す

る支援業務
１１人

特別支援教育等支援員

事業

教員の補助、児童生徒への支援１０人学習支援員事業

恭市が直接雇用する事業
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恭市の委託先が募集する事業
市が直接雇用する事業のほか、下記の委託事業もあります。

雇用を希望する人は、ハローワークもしくは下記の問合せ先に申し込んでください。

募集先および

問合先

雇用

予定
業 務 内 容雇用期間

募集

人員
事 業 名

教育総務課
緯（６３）２１０３

９月

児童生徒の悩み相談などを受ける支

援

６ヵ月以内

（更新あり）

４人心の支援員活用事業

小学校の英語活動の支援１人
小学校英語活動支援員

配置事業

小学校金管バンドの指導支援１人
金管バンド指導支援員

活用事業

ホームページの作成や指導、その他

情報機器に関する支援
１人情報教育支援員事業

学校内の情報収集やホームページに

よる情報発信に関する業務
１０人学校運営支援員事業

受 付 期 間 ８月２日（月）～８月２０日（金） ８時３０分～１７時１５分（※土・日曜日を除く）

第 １ 次 試 験 ９月１９日（日）（予定）

申込書請求場所 杵藤地区消防本部総務課（武雄市）、各消防署および分署

申込書の郵送 申込書を郵便で請求する場合は、封筒の表に｢採用試験申込書請求｣と朱書し、必ず１２０円

切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角型２号・Ａ４サイズ）を同封してください。

なお、申込書は７月中旬から配布予定です。

申込・問合先 〒８４３－００２３ 武雄市武雄町大字昭和８４６番地

杵藤地区広域市町村圏組合 消防本部総務課人事係 緯０９５４（２３）０１１９

職 務 内 容採用予定受 験 資 格試験区分

消防の業務に従事５人程度
昭和６０年４月２日から平成５年４月１日までに生まれた人で、
杵藤広域圏内に採用後居住する人

消 防

消防の業務および救急
救命士の業務に従事

１人程度
昭和５６年４月２日以降に生まれた救急救命士免許を保有する
人で、杵藤広域圏内に採用後居住する人

救急救命士

募集先および

問合先

雇用

予定
業 務 内 容雇用期間

募集

人員
事 業 名

消費生活相談員の会さが

緯 ０９５２（２４）１００９
８月

消費者トラブルの未然防止や消費者

意識を高める啓発活動
６ヵ月以内１人消費者行政活性化事業

嘉瀬の浦ファーム
緯（６２）８２２５

農作業および営農技術、経営技術の

習得（農業経験は問いません）
８ヵ月以内２人鹿島アグリ研修事業

（市が直接雇用する事業の続き）

このほか、１８ページに市民図書館職員募集、２４ページに自衛官および裁判所職員募集の記事があります。
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建情報掲示板ワイド

後期高齢者医療制度と国民健康保険の保険証が変わります
お
知
ら
せ

後期高齢者（長寿）医療制度と国民健康保険の保険証

（被保険者証）は、年１回、８月１日に更新されます。

７月下旬に新しい保険証がお手元に届きますので、

８月１日からは新しい保険証を医療機関に提示してく

ださい。

なお、保険証の右上の有効期限が平成２２年７月３１日

とある古い保険証は、８月１日以降に裁断するなどし

てから廃棄してください。

問合先 保険健康課国保係 緯（６３）２１２０

国民健康保険に加入する

７０～７４歳の人へ

医療機関・薬局での自己負担割合（１割または３割）

を示す『高齢受給者証』は、平成２１年所得に基づき、新

しい自己負担割合を示したものを保険証と一緒に交

付しますので、８月１日からご使用ください。

潤自己負担割合３割

国保に加入している７０～７４歳の人の所得が、

現役並みの所得がある世帯の人

潤自己負担割合１割（２割）

上記以外の人。なお法定割合は２割ですが、

平成２３年３月３１日までは国の特別対策で

１割となっています。

（注）後期高齢者医療制度の人は、保険証に自己負担割

合（１割または３割）が記載されていますので、ご

確認ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証を

お持ちの人へ

自分の自己負担限度額を医療機関に提示する『限度

額適用・標準負担額減額認定証』も更新されます。

潤後期高齢者医療制度

更新手続きは必要ありません。

保険証とは別に7月下旬ごろ送られてきます。

潤国民健康保険

更新手続きが必要です。

市役所１階保険健康課までおこしください。

草 色
７月３１日まで

後後期保後期保険険証証

橙 色
８月１日から

藤色または緑色
７月３１日まで

国国保保国保保険険証証

レモンまたは桃色
８月１日から

新しい保険証は、簡易書留で配付します。

スポーツライフ・鹿島はスポーツを通して皆さんの

健康づくりをサポートします。

問合・申込先

スポーツライフ・鹿島 事務局 釘尾

（鹿島市体育協会内） 緯（６２）３３７９

定期活動種目

潤いきいきサークル覚子供から高齢者まで楽しみながら活動

①木楽・気楽・健康クラブ

②卓球クラブ

③太極拳クラブ

④テニスクラブ

⑤ソフトバレーボールクラブ

⑥蟻尾山Ｇ・ゴルフクラブ

⑦空手クラブ

⑧なぎなたクラブ

潤ジュニアサークル覚小学生・中学生から楽しく活動

⑨かけっこクラブ

⑩めだかスイミング

体験教室

①バランスボール体操教室

②アーチェリー教室

③ゴルフ教室

④硬式野球体験教室

※クラブ会員は無料参加できます。(会場使用料を除く)

クラブ員交流大会

①グラウンド･ゴルフ大会

②ＧＯ～ハイキングｉｎ久住

③新春!三社参りウォーキング

入会費

◇新規会員 個人 １,５００円 家族 ２,５００円

◇継続会員 個人 １,０００円 家族 １,５００円

◇サポーター会員 個人 一口 １,０００円

企業 一口 ５,０００円

※ただし、各教室・クラブの参加には別途参加料が必要。

スポーツライフ・鹿島 平成２２年度会員募集中
募

集
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平成22年10月１日 国勢調査を実施します
国勢調査は、日本に住んでいるすべての人および世帯が対象です。

平成22年国勢調査は、我が国が本格的な人口減少社会となって実施する最初の国勢調査

で、日本の未来を考えるために欠くことのできない最新の人口・世帯の実態を明らかにする

重要な調査です。調査の結果は、さまざまな法令で使われるほか、社会福祉、雇用対策、生

活環境の整備など、私たちの暮らしのために役立てられます。 総務省・佐賀県・鹿島市

助成対象者 ①身体障害者手帳１級～２級

②知能指数３５以下

③身体障害者手帳３級で、かつ知能指数

５０以下

※助成には所得による制限があります。

※重度心身障害者でこの助成を受けてい

ない人は、お問い合わせください。

重度の心身障害者の皆さんが医療機関で診察を受けられた際に支払った医療費のうち、保険診療に係る自己負担

分から一月５００円を除いた金額を助成します。福祉事務所で受給資格証を発行しますので次のいずれかに該当す

る人はご連絡ください。

更新手続き
現在この助成を受給中の人は、毎年更新の手続き

が必要になります。この手続きをしないと８月分か

ら助成されませんのでご注意ください。

と き ７月１４日（水）～３０日（金）

８時３０分～１７時 （土・日・祝日除く）

ところ 福祉事務所（市役所１階）

その他 平成２２年１月１日時点で市外に住所があ

った場合は、平成２２年度所得課税証明書の

提出が必要です。

社会福祉法人の介護サービスの利用費について、次の要件をすべて満たす人は、利用者負担が軽減されます。

この軽減を受けるには、市保険健康課で申請が必要です。なお、軽減割合は介護サービス利用者負担額の２８％

（老齢福祉年金受給者は５３％）、食事費及び居住費の２５％（老齢福祉年金受給者は５０％）となります。

対象者および要件

世帯全員が市町村民税非課税であり以下の５つの要件をすべて満たす必要があります。

①１年間の収入が単身世帯で１５０万円、世帯員１人増えるごとに５０万円を加算した額以下であること。

②預貯金等が単身世帯で３５０万円、世帯員１人増えるごとに１００万円を加算した額以下であること。

③日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

④市民税課税者の市民税の控除対象者、医療保険の被扶養者になっていないこと。

⑤介護保険料を滞納していないこと。

申請に必要なもの

潤印鑑

潤世帯全員の通帳の写し（平成２１年１月１日～１２月３１日までの期間がすべて記載され、申請から１ヵ月以内

の残高が記載されていること。）

潤収入を確認できる書類（各種年金、保険等の支払通知書、給与支払証明書、確定申告書の控え等）

問合先 保険健康課長寿社会係 緯（６３）２１２０

社会福祉法人の介護サービスを利用する皆さんへ

介護サービス利用者負担が軽減されます

お
知
ら
せ

受給中の人は更新をお忘れなく！！
－ 重度心身障害者医療費助成制度 －

お
知
ら
せ

問合先 福祉事務所社会福祉係 緯（６３）２１１９
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対象事業 鹿島の自然・歴史・文化・産業等を活かし

た地域づくりを行う事業

応募要件 実施主体が市内の団体・個人

事業実施期間内（平成２２年１０月～平成２３年３月）

に終了する事業であること

交 付 額 対象事業費の７０％以内で予算の範囲内

申請方法 市役所３階企画課に備え付けの申請書に必

要事項を記入し、企画課へご提出ください。

締 切 ８月１３日（金）１７時までに必着

選考方法 書類選考の上、面接を実施します。

（面接日は直接申請者に連絡します。）

交付決定 ９月中旬

問 合 先 企画課企画係 緯（６３）２１０１

建情報掲示板ワイド

平成 ２２年度後期『ふるさとづくり交付金』
－ ふるさとへの思いを形にしてみませんか？ －

お
知
ら
せ

平成２年から始まったこの交付金制度は、地域のイベントや伝承芸能の保存活動、特産品の開発などの事業に活

用されています。あなたの活動で「ふるさと鹿島」を盛り上げてみませんか？

経済的な理由などから保険料を納めることが困難な人には、申請により保険料を免除する制度があります。

引き続き７月からも免除の承認を受けたい、または新たに免除の承認を受けたい人は申請が必要です。

申請資格 ①前年の所得（１月から６月までに申請される場合は前々年所得）が一定額以下の人

②失業や天災で保険料を納付できない人

③所得が一定額以下で保険料を全額納付できない人

承認期間 平成２２年７月から翌年６月まで。

ただし、すでに保険料が納付または前納されているときは、

その月については免除されません。

問 合 先 市民課市民年金係 緯（６３）２１１７

国民年金の保険料を納めることが
できない人には免除制度があります

お
知
ら
せ

潤老齢・障害・遺族基礎年金の受

給資格期間に算入されます。

潤追納期間は１０年以内です。

※一部納付（一部免除）はそれぞれ

保険料を納付していることが前提

となります。

全額免除３／４免除半額免除１／４免除

０円３,７８０円７,５５０円１１,３３０円納付保険料

年金額に

４／８が反映

年金額に

５／８が反映

年金額に

６／８が反映

年金額に

７／８が反映

老齢基礎年金

を受けるとき

“子育てひろば”ってなぁに？
お
知
ら
せ

育児のこと、しつけのことなど、ひとりで悩んでいませんか？

鹿島市子育て支援センターでは、子育て中のお母さんたちに気軽に仲間

づくりや情報交換をしてもらおうと“子育てひろば”をことし６月から開催

しています。みんなで考え、助け合いながら楽しく子育てをしましょう。

開催日 毎月第１～第４火曜日の１１時～１５時（祝日を除く）

※都合のよい時間帯のみの参加もできます。

対 象 子育て中の保護者と就学前のお子さん。ただし、第３火曜日の

『ひよこ（赤ちゃんひろば）』は、１歳未満の赤ちゃんとその保護者

ところ子育てひろば名と き

北鹿島農村婦人の家うさぎ６日（火）

漁村センター（七浦）ぞ う１３日（火）

古 枝 公 民 館ひよこ２０日（火）

古 枝 公 民 館きりん２７日（火）

※８月以降は、子育てのページで紹介します。

問合先 子育て支援センター

緯（６３）０８７４

皐７月の子育てひろばスケジュール

週１回の年齢別サークル（よちよち・のびのび）も開催しています。

平成２２年６月までの免除申請は

７月３１日までです。

申請される人はお急ぎください。
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建情報掲示板ワイド

対象となる人は？

毎年4月1日現在６５歳以上の年金受給者で、前

年中の公的年金所得にかかる個人住民税の納税義務の

ある人（公的年金所得が28万円以下の場合は対象となりません。）

対象となる年金は？

老齢基礎年金または昭和６０年以前の制度による老

齢年金、退職年金などです。障害年金など、非課税年

金から特別徴収されることはありません。

特別徴収される税額は？

公的年金所得の金額から計算された住民税額分のみ

です。事業所得などの金額から計算した住民税額分は、

これまでどおりの納付方法です。

開始時期は？

昨年４月３日以降に６５歳になった人は、平成２２

年１０月支給分の年金から特別徴収されます。

問合先 税務課課税係 緯（６３）２１１８

個人住民税の公的年金からの引き落としについて
お
知
ら
せ

ことしは計量器検査の年です

事業所や商店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（はかり）をお持ちの人は、２年ご

との定期検査が計量法で義務付けられており、次の日

程で検査が実施されます。

前回（平成２０年度）受検された人には受検票を送付

しますので、検査当日は計量器、受検票、手数料を忘

れずに持参してください。なお、今回新しく受検され

る人はお問い合わせください。

※農業や漁業の出荷用計量器も検査の対象です。

恭所在場所検査（検査員が伺います。）

【大型・中型】 ８月１１日（水）～８月２０日（金） ８日間

【小型】 ８月２３日（月）～８月２７日（金） ５日間

※申請書の提出が必要です。

恭集合検査（都合のよい日時・場所で受検できます。）

※所在場所検査とは、持ち運びが出来ない大きな計

量器や動かすと誤差が生じてしまう精密な計量器

などが対象となる検査です。

※集合検査とは、上記以外の計量器（バネ式など）が

対象となります。

問合先 商工観光課商工労政係 緯（６３）３４１２

検 査 会 場
検査日程

１３時３０分～１５時３０分１０時３０分～１２時

のごみふれあい楽習館古 枝 公 民 館８月６日（金）

浜 公 民 館七浦公民館８月９日（月）

鹿島市民会館前８月１０日（火）

お
知
ら
せ

借り過ぎ・貸し過ぎを防ぐため、借入総額が年収の

３分の１を超える場合、新規の借入れができなくなり

ました。

ローン・キャッシングを利用している人で「返せな

い」「借りられない」など困ったら、ヤミ金融からは借

りないで、まず、ご相談ください。

相談窓口

福岡財務支局佐賀財務事務所（多重債務相談窓口）

緯０９５２（３２）７１６１

鹿島市消費生活相談窓口 緯（６３）３４１２

６月１８日、貸金業法改正により

ローン・キャッシングのルールが変わりました

お
知
ら
せ

新ルールＱ＆Ａ

Ｑ きちんと返済してきたのに

急に借りられなくなるの？

Ａ 年収の３分の１を超える場合、借入れができな

くなります。

年収を証明する書類を提出していないと、借り

られない場合があります。

Ｑ 専業主婦（主夫）はどうすればいいの？

Ａ 配偶者の同意が必要です。合わせて配偶者の年

収を証明する書類等の提出も必要となります。

高齢者の納税の利便性向上のために地方税法では、年金からの引き落とし（特別徴収）が定められています。

※平成２２年度からは給与所得および年金所得のある６５歳未満の人について、給与からの特別徴収ができるよ

うに改正されました。
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－ みんなのしあわせをもとめて －

平成２２年度 鹿島市人権学習会を開催します

学

習

会

ことし７月は、『日本青年教育の父』田澤義鋪先生が
た ざ わ よ し は る

鹿島に誕生されて１２５年になります。

人間としての生き方、正しい政治の

あり方や郷土の活性化など、日本が世

界に誇れる道を歩み発展するよう、行

動によって熱く訴え続けました。

田澤記念館では、生誕を祝し数々の

偉業を顧み学ぶ記念大会を開催します。

と き ７月２４日（土） １３時～１７時４０分

ところ 鹿島市民会館 大ホール

内 容 －第１部－ 「今、改めて田澤義鋪を語る」

潤田澤劇団「にわか」による公演

潤ＳＴＳ佐賀テレビ制作ＶＴＲ上映

潤講演 田澤記念館館長 田中 勉

－第２部－ 郷土芸能

気野畠面浮立 気武雄中野区荒踊り

気中木庭たぬき踊り 気浅浦甚八音頭

気塩田町不知火太鼓 気藤松会子ども舞踊

入場料 無 料

問合先 田澤記念館 緯（６３）１６２２

『国家の発展は地域の力にあり』

田澤義鋪生誕１２５年記念大会を開催

イ
ベ
ン
ト

建情報掲示板ワイド

とき・内容

①７月２日（金） 子どもの問題と人権

～健やかな体と心を育てる～

②７月２９日（木） 知っていますか？同和問題

～人が人らしく生きていくために～

③８月５日（木） ハンセン病問題と人権

～今こそ正しい理解を～

④８月２７日（金） 障害者と人権

～障害者が地域で安心して生活するために～

⑤９月１７日（金） 見えない差別・見える差別

～同和問題・今なお残る差別を考える～

⑥１０月１日（金） 女性と人権

～セクシャルハラスメント～

⑦１０月２２日（金） 高齢社会と高齢者の問題

～みんな来る道、老いの道～

時 間 ①②③④は２０時～２１時３０分、

⑤⑥⑦は１３時３０分～１５時

ところ エイブル３階研修室

講 師 社会教育指導員および外部講師

申 込 一人で複数回参加することができます。

なお、参加される場合は、準備の都合上、事前

に下記までお電話ください。

主 催 鹿島市、鹿島市教育委員会

問合先 同和対策課 緯（６３）２１２６

「しあわせに生きたい」この思いは、みんなの願い

です。しかし、世の中にはさまざまな人権侵害を受

けている場合が多くみられます。すべての人の人権

が尊重され、明るく住みよいしあわせな家庭や社会

をつくるために、どうすればいいのか、さまざまな

人権問題の学習会に参加してみませんか。

第３回天の川お星さまおはなし会
～親子で絵本を楽しみませんか～

読み聞かせボランティアの皆さんに

よるお話し会です。

どなたでも参加できます。

と き ７月４日（日）10時～

ところ 保健センターいきいきルーム

夏休み・読書感想文教室

読書感想文の書き方やコツを教えま

す。おすすめの本の紹介もあります。

と き ７月２９日（木）１０時～１２時

※図書館は休館日です。

ところ エイブル３階研修室

対 象 小学生

講 師 （財）田澤記念館館長田中 勉さん

定 員 ６０人

申込受付 ７月１１日（日）１０時～

鹿島市民図書館
-INFORMATION-

問合先 鹿島市民図書館

緯（６３）４３４３

図書館の雑誌をお譲りします

平成20年に市民図書館で

購入した雑誌を、無料でお譲

りします。一人５冊以内です。

残り少なくなっていますの

で、早めにご来館ください。

と き ７月１０日（土）・１１日（日）

10時～17時

ところ 鹿島市民図書館内
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前年比合 計浄化槽汚泥し 尿市 町 名

△０．７７％２４,６８２．８９６,０９６．３２１８,５８６．５７鹿 島 市

△４．２３％２３,００４．５２９,５４７．３０１３,４５７．２２嬉 野 市

２．２２％７,５４９．５６２,２５６．５７５,２９２．９９太 良 町

△１．８６％５５,２３６．９７１７,９００．１９３７,３３６．７８合 計

３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月基準値測定項目

７．０６．９６．７７．６７．０６．９７．３７．２７．６６．７６．９７．０５．８～８．３Ｐ Ｈ

０．６ＮＤ０．８ＮＤ０．６０．５ＮＤ２．０ＮＤＮＤ０．７ＮＤ２０㎎/l以下ＢＯＤ

１．４３．６１．７３．３２．３１．３０．６２．０２．８６．８１．６３．２６０㎎/l以下全窒素

０．１２０．０６０．１３０．０７０．０５０．０５０．１７０．１００．７５０．１４０．０９０．１０８㎎/l以下全リン

００００００００００００３０００個以下大腸菌群

（単位：ｋｌ）平成２１年度 搬入量

平成２１年度 放流水検査結果（第１処理場・・・鹿島市・嬉野市）

３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月基準値測定項目

７．０６．９６．９６．８７．３７．１６．０６．６７．１６．６７．１７．２５．８～８．３Ｐ Ｈ

４．５２．４２．４２．１３．０２．５２．１２．３２．９２．１３．３３．４２０㎎/l以下ＢＯＤ

６．２１．８７．３１２１３４．２２１２１１３２５１４６．５６０㎎/l以下全窒素

０．９６０．３１．７０．２４０．６８０．６０．６２１．００．６５０．２４０．５４０．６８㎎/l以下全リン

２００００００２１５０００３０００個以下大腸菌群

平成２１年度 放流水検査結果（第２処理場・・・太良町）

※ＢＯＤとは、河川水等の汚染度を示すもので、数値が大きくなればより水質が汚濁していることになります。

ＢＯＤ測定で０．５未満はＮＤ表示

鹿島・藤津地区衛生施設組合では、鹿島市・嬉野市・太良町の約７万２千人のし尿及び浄化槽汚泥を処理して鹿島・藤津地区衛生施設組合では、鹿島市・嬉野市・太良町の約７万２千人のし尿及び浄化槽汚泥を処理していい

ます。下記のとおり平成２１年度の放流水検査数値を報告しますます。下記のとおり平成２１年度の放流水検査数値を報告します。。

組合長組合長 口口 久俊久俊（鹿島市長（鹿島市長））

問合問合先先 鹿島・藤津地区衛生施設組鹿島・藤津地区衛生施設組合合 緯緯（６２）２６５４（６２）２６５４ 胃胃（６３）９１４（６３）９１４５５
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「和人ははたして、アイヌの人

をいままでみくびらなかったろう

か」今から４０年前、アイヌの姉

弟を主人公とした児童文学「コタ

ンの口笛」のあとがきの中で作者

石森延男さんは反省の意味を込め

て記されています。

北海道を中心とした地域に住ん

でいたアイヌの人々は、固有の言

語とともに多くの口承文学を持ち、

伝統的な儀式や祭事など豊かな自

然の恵みを受けて独自の生活と文

化を築き上げてきました。

１８９９(明治３２)年、日本人の北海

道への移住政策を進めた明治政府

が、先住していたアイヌの人々を

同化させるために制定した法律は

「北海道旧土人保護法」という、

アイヌの人々を「土人」よばわり

したものでした。これはアイヌの

人々を一定の土地に住まわせて保

護するという名目で作られた法律

ですが、結果的にはアイヌの人々

の土地を奪い、日本語を強制する

などアイヌ独自の伝統や文化が失

われていくこととなったのです。

そしてアイヌの人々に対する

誤った理解や偏見を生み、差別や

人権を侵害する実態が存在してき

たことはとても悲しいことでした。

１９９７(平成９)年、２０世紀も末

になってようやく「北海道旧土人

保護法」が廃止され、「アイヌ文

化の振興並びにアイヌの伝統等に

関する知識の普及及び啓発に関す

る法律」(「アイヌ文化振興法」)が

成立しました。

しかし、アイヌの人々に対する

就職や結婚における差別や偏見は

未だになくなっていません。

石森さんの言葉は、アイヌの

人々に関する正しい知識と理解を

深め、相手を尊重しながら共に生

きていくことの大切さを教えてく

れているのではないでしょうか。

アイヌの人々の

歴史や文化への理解を深めよう
噛ご意見等をお寄せください 同和対策課 緯（６３）２１２６

エコクッキング
むだなく食材を使い、調理器具を効率よく使う「エコクッキング」は、

ごみを減らし、省エネで節約になる上、おいしい料理を楽しんで取り組

むことができます。

今回は、エコクッキングに取り組む市内のグループを紹介します。
エコの輪を広げましょう

No.２

「鹿島友の会」では、環境によいことを考え台所からＣＯ２を減らそうと『鍋帽子』という調理用品を使っ
な べ ぼ う し

て、エコクッキングに取り組まれています。この『鍋帽子』とは、その名のとおり、鍋の帽子のことで、

鍋にすっぽりとかぶせて保温調理するための用具です。

鍋帽子の使い方

鍋に水、具材、調味料を入れて沸騰するまで煮立てたら、鍋帽子

に鍋を入れます。この中は保温状態のため、余熱で調理ができます。

鍋帽子のメリット

①ガスや電気の光熱費の節約（＝CO２削減）ができます。

②ふきこぼれや、こげつき、煮くずれの心配がありません。

③じっくり味がしみ込むので、材料の味を活かし薄味でおいしくできます。

④鍋帽子をかぶせた後は、お出かけもおやすみもOK（安心）です。

⑤保温力に優れているので、温かいものがさっと出せ、温め直しがいりません。

鍋帽子の詳しいことは

鹿島友の会 宮囿さんへ 緯（６２）７１５３
み や ぞ の

問合先 環境下水道課環境係 緯（６３）３４１６

『夏の交通安全県民運動』 ７月11日（日）から２０日（火）まで



広報かしま Ｈ２２(２０１０).７.1

介護サービスを利用するには

要介護認定の申請が必要です

問合先 杵藤地区介護保険事務所 緯（６９）８２２２

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

市保険健康課長寿社会係 緯（６３）２１２０

介護保険のサービスを利用するためには、まず要介護認定を受けましょう。

要介護認定とは、介護の必要性・程度を判断するための審査です。

介護保険担当の窓口に「要介護認定」の申請をします。

申請は、本人のほか家族でもできます。

本人や家族が申請に行くことができないときには、地域包括支

援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設などに代行して

もらうこともできますので、介護保険担当窓口へお尋ねください。

《申請に必要なもの》

毅要介護･要支援認定申請書

覚 市町の窓口にあります

毅介護保険被保険者証

覚６５歳になった月に交付されます

毅主治医意見書

覚 主治医に心身の状況についての意見書を作成してもらいます

毅第２号被保険者（40歳～64歳の人）は、

加入している医療保険の被保険者証

① 認定申請をしましょう

② 認定調査を行います

調査員（介護保険事務所職員等）が自宅や施設等を訪問して、心身の状態や日中の生活、家族･居住環境などについ

て本人や家族等から、聞き取り調査を行います。

③ 審査・判定をします

■一次判定 訪問調査の結果や主治医の意見書をコンピュータ入力し、一次判定を行います。

額

■二次判定 一次判定や主治医の意見書などをもとに、保健、医療、福祉の専門家による介護認定審査会で

審査します。

④ 結果を通知します

結果が記載された認定結果通知書と介護保険被保険

者証が届きますので、それぞれ記載されている内容を

確認しましょう。申請から原則３０日以内に届きます。

判定された要介護状態区分に基づき、各種サービス

が利用できます。

介護保険のサービスによって、生活機能

の維持・改善を図ることが適切な人など
要介護１～５

介護保険の対象者で、要介護状態が軽く、

生活機能が改善する可能性の高い人など
要支援１・２

介護保険の対象者にはなりませんが、市

町が行う介護予防事業の利用ができます
非 該 当

７月・８月で６５歳になられる人を対象に開催します。

多くの皆さんのご出席をお待ちしています。

なお、対象以外の人も気軽にご出席ください。

と き ７月２２日（木）１４時～

ところ 鹿島市民会館３階 大会議室

介護保険制度説明会を開催します

～守ろう交通ルール 高めよう交通マナー～ （佐賀県交通安全スローガン）
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けけんしけんしんん
鹿島市国保の特定健診は７鹿島市国保の特定健診は７月月３１３１日まで日まで

健康の問合先

保健センター
緯（６３）３３７３

鹿島市国保では、国保に加入している今年度４０～７４歳になる人を対象に「特定健診」を実施

しています。対象となる人には特定健診受診券・受診票を４月中旬にお配りしています。

受診期限は７月３１日ですので、受診されていない人は早めに受診しましょう。

期限を過ぎると受診できなくなりますのでご注意ください。

なお、受診当日は、朝食を抜いて受診してください。（服薬中の人は主治医の指示に従ってくだ

さい。）

健 診 場 所 県内の委託医療機関（詳細は受診票と一緒に送られてきた一覧表をご覧ください。）

自己負担額 １,０００円

持 参 品 「受診券」「受診票」「国保保険証」を持って希望する医療機関に行ってください。

日曜日健診も実施していますので、平日に受

診出来ない人はぜひ受診してください。

日曜・祝日実施医療機関

７月４日（日） 織田病院【要予約】

７月１８日（日） 志田病院【要予約】

谷口医院（嬉野市）【予約不要】

７月１９日（祝） 森田医院【予約不要】

４０歳代半ばから女性ホルモンが急激に減少し、それに伴い骨量も減少します。

今回は特別に、４０歳以上の全ての女性を対象に実施しますので、希望する人は早めにご予約くだ

さい。

と き ７月２０日（火）、７月２６日（月） １３時３０分～１５時３０分

と こ ろ 保健センター（エイブル１階）

対 象 者 ４０歳以上の女性

ただし、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歳になられる女性は、８月２０日（金）に実施予定の骨粗しょう症検

診を受けてください。

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の人は無料）

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 各８０人（先着順）

申込締切 ７月１３日（火）

申 込 先 保健センター予防係 緯（６３）３３７３

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

健診を受けられ、「このままではいけない！」

と思われた人、 のページを必見！

運動・栄養の両面から教室を実施します。

この機会に生活改善をしてみませんか？

もちろん、異常がなかった人も大歓迎です。

ああなたの骨は大丈夫!あなたの骨は大丈夫!??
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－－栄養教室－栄養教室－－
メタボリックシンドロームの予防を目的としたメタボリックシンドロームの予防を目的とした33

回コースの栄養教室を開催します回コースの栄養教室を開催します。。

いきいきと健康な生活を送れるように食を見直いきいきと健康な生活を送れるように食を見直しし

てみませんかてみませんか。。

とと きき ①①１０１０月月７７日日（木（木））１４時～１５時３０１４時～１５時３０分分

②１２②１２月月７７日日（火）（火）９９時時～１３時～１３時

③平成２３③平成２３年年２月３２月３日日（木）（木）１４時～１５時３０１４時～１５時３０分分

とこところろ ①と③は犬塚病院 多目的室（東町①と③は犬塚病院 多目的室（東町））

②はエイブル調理実習②はエイブル調理実習室室

定定 員員 １０１０人人

参加参加料料 2,0002,000円円

内内 容容 潤潤調理実調理実習習

潤潤栄養に関する講栄養に関する講話話

潤潤メタボリックシンドロームに関する講メタボリックシンドロームに関する講話話

－－ウォーキング教室－ウォーキング教室－－
ウォーキングはすぐに始められる手軽な運動ですウォーキングはすぐに始められる手軽な運動です。。

始めは少しの時間でもいいです。始めることが始めは少しの時間でもいいです。始めることが大大

切です。ウォーキングを続けていくことで体を動切です。ウォーキングを続けていくことで体を動かか

すことの気持ちよさ、そして体が健康になっていくすことの気持ちよさ、そして体が健康になっていく変変

化、実際に歩くことの楽しさを知ってください化、実際に歩くことの楽しさを知ってください。。

とと きき ９９月３月３日（金）～１１月１９日（金日（金）～１１月１９日（金））

毎週金曜日毎週金曜日 ９９時３０分～１１時３０時３０分～１１時３０分分

とこところろ 織田病院（中牟田織田病院（中牟田））

ウォーキング実践時は市内一ウォーキング実践時は市内一円円

定定 員員 ４０４０人人

参加参加料料 ２２,500,500円円

内内 容容 潤潤ウォーキング実ウォーキング実践践

潤潤メタボリックシンドロームに関する講メタボリックシンドロームに関する講話話

潤潤食生活に関する講食生活に関する講話話

－－水中運動教室－水中運動教室－－
おなか周りや体重が気になる人、水中運動をはじおなか周りや体重が気になる人、水中運動をはじめめ

ませんか。水中運動は、浮力により、足、腰に負担ませんか。水中運動は、浮力により、足、腰に負担がが

かからず、無理なく筋力トレーニングや有酸素運動かからず、無理なく筋力トレーニングや有酸素運動がが

できますできます。。

とと きき 週週１回２時間 ８１回２時間 ８回回

【昼間コース】火・水曜日１４時～１６時【昼間コース】火・水曜日１４時～１６時 ２２コースコース

①①９９月月７７日（火）～１１月２３日（火日（火）～１１月２３日（火））

②②９９月月８８日（水）～１１月２４日（水日（水）～１１月２４日（水））

【夜間コース】水曜日１８時３０分～２０時３０分【夜間コース】水曜日１８時３０分～２０時３０分 １１コースコース

９９月月８８日（水）～１１月２４日（水日（水）～１１月２４日（水））

とこところろ 好日の園デイサービスセンターサン好日の園デイサービスセンターサンテテ

温水プー温水プールル（大手）（大手）

定定 員員 各教室１５人各教室１５人××３３教室＝４５人教室＝４５人

参加参加料料 2,5002,500円円

内内 容容 潤潤プールを使った水中運プールを使った水中運動動

潤潤メタボリックシンドロームに関する講メタボリックシンドロームに関する講話話

潤潤食生活に関する講食生活に関する講話話

－－－トータルボディケア教トータルボディケア教室室－－
メタボリックシンドロームによるリスク度を認メタボリックシンドロームによるリスク度を認識識

し、生活習慣病の予防と改善に向け、内臓肥満防止し、生活習慣病の予防と改善に向け、内臓肥満防止とと

ライフスタイルの見直しを図ることを学ぶ教室ですライフスタイルの見直しを図ることを学ぶ教室です。。

とと きき ９９月１８月１８日日（土）～１２（土）～１２月月４４日（土）日（土）

毎週土曜日毎週土曜日 第第１１教室 １４時～１５時３０教室 １４時～１５時３０分分

第第２２教室教室 １５時３０分１５時３０分～１７時～１７時

とこところろ 志田病院リハビリセンタ志田病院リハビリセンターー（中村）（中村）

定定 員員 ８８人人××２２教室＝１６教室＝１６人人

参加参加料料 2,5002,500円円

内内 容容 潤潤マシーンなどを使ったトレーニンマシーンなどを使ったトレーニンググ

潤潤メタボリックシンドロームに関する講メタボリックシンドロームに関する講話話

潤潤食生活に関する講食生活に関する講話話

予予予 防防
鹿島市国保に加入の人を対象にメタボ予

防教室を開催します。

『運動しようと思っているけど一人ではな

かなか始められない』『栄養について聞いて

みたいけど、栄養士と話す機会がない』と

思っている人、参加してみませんか？

申込期限 ７月１６日（金）

（ただし、参加希望者多数の場合は

特定健診受診者を優先します。）

※参加が決定した人には各教室の

詳細な日程をお送りします。

メタボ予防教室参加者募メタボ予防教室参加者募集集
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吉本バラエティーショ―
宝くじ

文化公演

に行ってみよう

雇用期間 ８月１日～平成２３年３月３１日（人事評価による更新あり）

募集期間 ７月１日（木）～７月１５日（木）必着（郵送可）

試験日時 一次試験 ７月１８日（日）

専用履歴書の備付場所、問合先（郵送先） かしま市民立楽修大学

〒８４９‐１３１２ 鹿島市大字納富分２７００‐１ 緯（６３）２１３８

図書館職員（准職員）1人を募集します市 民
図書館

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。

公開講座には楽大生以外の人も受講できます。

問合先 かしま市民立楽修大学 緯（６３）２１３８

『田澤義鋪展』
た ざ わ よ し は る

床 の 間
コーナー

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

今いくよ・くるよ、平和ラッパ・梅

乃ハッパ、Ｍｒ.マサヒロ、さゆみ・

ひかり、川上じゅんの吉本興業所属芸

人による漫才・手品・腹話術など、愉

快なバラエティーショーをお送りしま

す。

と き

９月１８日（土）

開場１３時３０分

開演１４時

ところ

エイブルホール

チケット発売日

７月１７日（土）～

一人２枚まで購入可

入場料【全席指定】

一 般 ２，０００円（当日２，５００円）

高校生以下 １，０００円（当日１，５００円）

※宝くじの助成による特別料金のた

め、楽修大学生の特典はありませ

ん。

※前売券が完売の場合は当日券はあ

りません。

※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

プレイガイド（発売時間が異なります。）
潤楽修大学事務局（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

７月２４日（土）に開催される田澤義鋪生誕

１２５年記念大会に合わせ、「青年の父」で

ある田澤義鋪をご紹介します。

鹿島市城内に生まれ、限りな

く人を愛し、平和を愛し、人と

して歩むべき道を大事にした田

澤義鋪の生き方や、（財）田澤記

念館に保管されている遺品の一

部を展示します。

期 間 ７月２日（金）～８月２９日（日）

問合先 かしま市民立楽修大学 緯（６３）２１３８

応募資格勤務時間・形態勤務内容

・鹿島市内在住者

・生涯学習および図書館

に興味がある人

・パソコン処理能力がある人

週４０時間程度、土・日・

祝日の交替勤務あり

［基本］８時３０分～１７時３０分

［遅出］１０時３０分～１９時３０分

・市民図書館に

関する業務

・図書館施設維

持管理業務

エイブル倶楽部募集中講座

受講料ところ開講期間講 師定員講 座 名

５００円/１回

（材料費別）

のごみふれあい

楽習館

開 講 中～１０月２０日

［水曜日開催］１０時３０分～１２時
堀川千恵子さん２０人よさこい教室②

エイブル１階

いきいきルーム

７月３日～１２月１８日

［土曜日開催］１５時３０分～１６時３０分
江口ひとみさん２０人フラメンコ教室

エイブル３階

研修室Ａ

７月１４日～１１月１７日

［水曜日開催］１３時３０分～１５時３０分
迎 昭 典さん３０人鹿島市年表を読む

エイブル１階

いきいきルーム

８月２１日～１２月１１日

［土曜日開催］１３時３０分～１４時３０分
永田 裕美さん１５人

キッズダンス教室

（小学生対象）

楽大生 ,５００円

一 般１,０００円

エイブル２階

調理実習室

公開講座 ７月１７日（土）

［１日のみ］１０時～１３時
福田 雅子さん２０人

季節のテーブルコーディネート

講座 ～夏編～
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“ICan'tWait”

今月のキーフレーズ

ドノヴァン先生

№５６

知覧特攻平和祈念館での平和集会

寓「HEIWAの鐘」を全員で合唱

西部中学校

校学 だ よ り

No.1５８ 修学旅行先で平和集会を行いまし

た。生徒の心の中に芽生えた平和・

人権への思いをこれからも大切にし

ていきたいと思います。

生徒の作文を紹介します。

特攻平和祈念館では、実物の飛行

機を見て、この飛行機で僕たちより

少し年上の人達が飛び立っていって

敵艦に突撃していったのだと考える

ととても胸が痛くなった。特攻で飛

び立った青年たちはいろいろな人の

ことを思って飛び立っていったのだ

ろう。特にお母さんあてに書いてあ

る「お母さんは僕の分まで生きてく

ださい。僕は敵艦に突っ込みます。」

というような遺書では本当はもっと

生きたかっただろうな。もっと生き

てやりたいことがあったのだろうな

と思った。

資料館では２年生の時に群読で読

ませてもらった相花信夫さんの写真

を見た。覚悟を決めているけど本当

は生きたかったのだろうなと思った。

２年生の時にこの遺書を読ませて

もらって本当に良かったと思い涙が

出そうになった。相花さんや特攻で

命を落とした人たちの思いの分まで

しっかりと僕たちは生きていかなけ

ればいけないと思ったし、もう二度

と戦争を起こしてはならないと思っ

た。今当たり前のように過ごしてい

る事をありがたいと思ってしっかり

と生きていく事を心に決めた。

短い時間だったけどたくさんの事

を学べた。このことをこれからも考

えていきたい。

（ジェイク）やあジェン！

今度の土曜日何かするの？

（ジェニファー）ううん。どうして聞くの？

（ジェイク）僕と一緒に映画に行かない？

（ジェニファー）いいわよ。楽しそうね。待ち遠しいわ。

Jake:

Jennifer:
Jake:
Jennifer:

Hey,Jen.Areyoudoinganythingthis
Saturday?
No.Whydoyouask?
Doyouwanttoseeamoviewithme?
Sure,thatsoundsgreat.Ican'twait.

この表現は何かを楽しみにしているときに

「待ちきれない。待ち遠しい。」という意味で使われます。

（スティーヴ）やあどうしてたディヴ！

（ディヴ）やあ～スティーヴ！今度の金曜日の

グリーンデーコンサート待ちきれないよ。

（スティーヴ）僕もさあ！

かなりすごいだろうね。

Steve:
Dave:

Steve:

What'sup,Dave?
Hey,Steve.Ican'twaitfortheGreenDay
concertthisFriday.
Yeah,meneither.
It'sgoingtobeawesome.
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

重伝建地区で初期消火訓練

５月３０日、重要伝統的建造物群保存地区（鹿島市浜庄津町浜金屋町

・浜中町八本木宿）で、住民の生命や財産、貴重な文化財を初期消火で

守ろうと『町並み消火栓』操作・放水訓練が行われ、老若男女約１００

人が参加しました。

この消火栓は、約４０ｍ間隔で３２基設置してあり、一人でも操作す

ることができます。

［担当課］まちなみ建設課

緯（６３）３４１５

５月１２日から２０日にかけて、第２３回壮年ナイターソフトボール

大会（市体育指導委員協議会主催）が、市民球場で行われました。

今年は７チームと、例年より参加チームが少なかったものの、各チー

ム共日頃の練習の成果を発揮し、白熱した試合が繰り広げられました。

２０日に行われた決勝戦は、昨年優勝の納富分と執行分の顔合わせと

なり、決勝戦らしく好プレー・珍プレーも飛び出す好ゲームとなりまし

た。一進一退の攻防ののち、４回に一挙６点をあげた執行分がその後の

反撃を３点に抑えて８－３で勝利し、見事優勝に輝きました。

執行分チーム優勝おめでとうございます

ご寄附ありがとうございます

伊東央子様および杉谷
ふ み こ

仁司様よりご寄
ひ と し

附があり、６月１８日、市役所で市と教

育委員会から感謝状を贈呈しました。

伊東様からは、市の青少年教育と田澤

記念館の活動事業のため、杉谷様からは

鹿島小学校の教育振興のためにお使いく

ださいという旨のお言葉をいただいてお

り、ご厚志に沿って、有効に活用させて

いただくことにしています。

さが食育フェスタで鹿島市をＰＲ

６月１２日、１３日の２日間、佐賀市で第5回食育推進全国大会「さ

が食育フェスタ２０１０」が開催されました。

講演会やステージ発表、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」など多彩な催しがあり、２日間で約４３,０００人

が来場、「食」の大切さを体感しました。

鹿島市は、伝統的食文化と工芸品をテーマに出展し、発酵食品の試食

会のほか、市内小・中学生の食育ポスター入賞作品の展示、甘酒をベー

スに果汁と牛乳をブレンドした試飲会では両日で約２,５００人に試飲い

ただくなど、来場者に「発酵文化の香る街かしま」をＰＲしました。

寓優勝の執行分チーム

寓伊東央子 様（西牟田） 寓杉谷仁司 様（高津原）
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調理実習とクイズで楽しい一日を
過ごしませんか？
親子だけでなく、おじいちゃん、お

ばあちゃんの参加も大歓迎！

テーマ 時間をかけずに栄養たっぷ

りの朝ごはんを食べよう
と き ７月３０日（金）

９時３０分～１４時
ところ エイブル２階 調理実習室
参加費 １人当たり

２５０円（食材費）と米０．５合
持参品 エプロン・三角巾（バンダナ）

・マスク・はし
締 切 ７月２３日（金）

献 立 気ふりかけいろいろ

気レンジで作る素ごもり卵

気豆腐サラダ

気かぼちゃクリームスープ

気デザート
申込先 市立学校給食センター

緯（６３）２４５３

九州電力では、下記のホームペー

ジや携帯メールサービスにより台風

等非常災害時の停電情報を提供して

いますので、ご利用ください。

※突発的な停電の際には、この情報

はご確認いただけません。

潤携帯電話版ホームページ

http://kyuden.jp

潤九州電力のホームページ

http://www.kyuden.co.jp

問合先 九州電力株式会社武雄営業所

緯０１２０（９８６）３０４

親子料理教室に
参加しませんか

台風時の停電情報
を確認できます

楽しい夏休みの計画はお決まりで

すか？近場で家族で楽しめる場所と

いえば「奥平谷キャンプ場」。バーベ

キューの道具などはレンタルでき、

そうめん流しの台は無料で使えます。

近くには水遊びの出来る沢もあり、

思いっきり自然を満喫できます。

どうぞふるってご利用ください。

利用するには予約が必要です。

潤利用期間

夏休み期間は木・金・土曜日の宿泊可。

夏休み期間以外は土曜の宿泊のみ。

※日帰りバーべキューのみの利用可

潤バンガロー（６人用から５０人用)

１棟 2200円～14700円

潤コテージ（１０人用）１棟12430円

問合・予約先(平日のみ)

商工観光課緯（６３）３４１２

ＮＴＴ西日本では、環境保護の立

場から、古い電話帳の回収を推進し

ています。新しい電話帳を配達の際

(８月中)、古い電話帳を配達員にお

渡しください。もし渡せなかった時

は、後日回収に伺いますので、ご連

絡ください。

紙資源のリサイクルにご協力をお

願いします。

問合先 タウンページセンタ

緯０１２０（５０６）３０９

夏休みは奥平谷キャンプ場へ

古い電話帳を回収します
－紙資源のリサイクルにご協力を－

走行中のバス車内での事故を防止

するため、『車内事故防止キャンペー

ン』を実施しています。

走行中に席を離れますと、転倒な

ど思わぬけがをする場合があります。

お降りの際は、バスが停留所につ

いて完全に止まってから席をお立ち

願います。

また、バスは安全運転に徹してい

ますが、やむを得ず急ブレーキをか

ける場合があります。お立ちになっ

てご利用いただく場合には、吊革や

握り棒にしっかりおつかまりくださ

い。

皆さまのご理解とご協力をお願い

します。

問合先 佐賀県バス・タクシー協会

緯０９５２（３１）２３４１

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

バス車内事故防止キャンペーンを
実施中 ７月３１日まで

今年のサマージャンボ宝くじは、
億万長者が１３２人!

平成２２年５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

供花２件３０,０００円５月２６日
弔 慰

香典１０,０００円５月２８日

鹿島商工会議所女性会通常総会５,０００円５月１１日祝 儀

市・町長会議懇談会２,５００円５月１３日会 費

名刺台紙代１００円５月６日

その他
稲荷ようかん８箱 関西佐賀県人会へ提供１０,１６０円５月２４日

名刺代（台紙・印刷代）１６,８００円５月２６日

名刺台紙代２００円５月２７日

７４,７６０円合 計

平成２２年５月
市長交際費支出状況表
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７月は“社会を明るくする運動”

の強調月間です。犯罪や非行は、地

域社会で起こるものであり、犯罪や

非行をした人も、いずれ地域社会に

戻ってきます。彼らを差別や偏見に

とらわれることなく、一人の地域住

民として受け入れ、その立ち直りを

支援することが、一見遠回りのよう

で、安全・安心な地域社会の実現に

つながります。その意味で、“社会

を明るくする運動”は、安全・安心

の国づくり、地域づくりのための重

要な活動です。

問合先 佐賀保護観察所企画調整課

緯０９５２（２４）４２９１

内 容 ①基本操作②文字入力

③インターネット④メール

対象者 ５０歳以上

募集定員 ２０人（申込多数の場合抽選）

と き ８月１８日～２１日（４日間）

１３時３０分～１６時３０分

ところ あすとプラザ（旧東亜工機横田事務所１階）

受講料 ３,０００円

申込方法 往復はがきに住所・氏名・年齢・電

話番号を記入し８月７日（土）までに

申し込む（必着）

後 援 鹿島市社会福祉協議会

問合・申込先（主催）

〒８４９-０９２８ 佐賀市若楠３-１-１５

西日本情報センター内

ＮＰＯ法人 シニアネット佐賀

緯０９５２（３３）３１５５

“社会を明るくする運動”に
ご協力ください

チャレンジパソコン講座

鹿島史談会では、郷土の歴史につ

いて、会員や外部講師により毎月発

表や見学を行っております。

どなたでも参加できます。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 ２００円(入場無料)

講師・内容

噛７月１日（木）

演題 『常子姫のお輿入れ・鍋島家
つ ね こ ひ め

と井伊家の縁談』

－西岡家寄贈資料を基にして－

講師 江島美央さん(鹿島市民図書館)

噛８月５日（木）

演題 『石造物が語る中世の鹿島』

～覚鑁上人とその影響～
か く ば ん

講師 大石一久さん(長崎県文化振興課)

噛９月２日（木）

演題 『梅嶺道雪と鹿島』
ば い れ い ど う せ つ

講師 井上敏幸さん(佐賀大学特任教授)

問合先 鹿島史談会事務局 永石

緯（６２）６６３４

皐各種作業の注文をお受けします。

ちょっとしたものからいろいろな

作業まで気軽にご相談ください。

皐家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

チップはいかがですか。

皐刃物研ぎいたします。

と き ７月１５日（木）８時３０分～

皐会員を募集しています。（６０歳以上）

説明会 ７月１５日（木）９時３０分～

ところ シルバー人材センター

問合先 鹿島市シルバー人材センター

緯（６３）０９７０

鹿島史談会
鹿島の歴史講座

ご利用ください
シルバー人材センター

水の中で音楽に合せて楽しく運動

を行い、足腰にも負担を掛けずに数

倍の運動効果があります。

皆さんぜひご参加ください。

と き ７月１２日（月）～８月５日（木）

毎週月・木曜日（全７回）

１９時４５分～２０時４５分

（※７/１９（月・祝）は休みです）

ところ 七浦海浜スポーツ公園プール

対象者 一般男女

定 員 ３０人（定員になり次第締切）

指導者 草野晶子 さん

参加費 ３,０００円（保険料含む）

申 込

申込用紙（鹿島市体育協会事務局、

七浦海浜スポーツ公園プール受付

窓口に設置）に必要事項を記入し

参加費を添えてお申込ください。

締 切 ７月８日（木）

問合先 鹿島市体育協会 峰松

（市陸上競技場内）

緯（６２）３３７９

中卒者を対象とする３年間の教育

により、主に国内を航行する船舶の

航海士・機関士を養成する国立唐津

海上技術学校では、オープンスクー

ル（体験入学）を開催します。

と き ７月２４日（土）１０月１６日（土）

内 容 学校説明会、練習船体験乗

船、施設見学など

問合先 国立唐津海上技術学校

緯０９５５（７２）８２６８

水中ウォーキング
体操教室

国立唐津海上技術学校
オープンスクール参加者募集
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豊饒の海を取り戻す目的で、河川

の上流部に広葉樹を植栽する『海の

森』づくりも今年度で１７年目とな

りました。

下刈りは植樹した樹木が大きく育

つためにもとても重要な作業です。

今回も平成１２～１４年に植樹し

た矢答国有林（昨年と同じ箇所）の下

刈り作業を行います。

と き ７月３１日（土）

８時集合（市役所前）

１１時３０分解散予定（市役所前）

※雨天時は８月７日（土）に

順延します。

ところ 矢答国有林（バスで移動）

持参品 草刈り鎌、軍手、タオル、水筒

※飲み物等は用意します。

問合先 鹿島市環境衛生推進協議会事務局

農林水産課林務水産係

緯(６３)３４１３

小中高生を中心に、４歳の団員３

人を含めた総勢４０人のミュージカ

ルです。

日本で唯一、地上戦を体験した

「沖縄戦」を題材に、子どもたちの

純真な想いが命と平和の尊さをうた

いあげます。

と き ７月２５日（日）１５時～

ところ 自有館ホール（白石町有明）

内 容 オリジナルミュージカル

「時の翼」

料 金 無 料

問合先 劇団ヤマト事務局 野崎

緯０９０（２５０８）８３７４

海の森下刈り作業に
参加しませんか？

劇団ヤマト
ミュージカル公演

夏の風物詩“浜ぎおん祭り”がやっ

て来ました。浜町一円で奉納踊子、

子供みこしが町を練り歩きます。

と き ７月１３日（火）～１５日（木）

ところ 浜町・古枝大村方区一帯

問合先 浜公民館

緯（６２）２５３４

たくさんの花火が夜空を彩ります。

協賛金のご協力をお願いします。

と き ７月１４日（水）２０時３０分～

※雨天の場合７月１７日（土）

ところ 新浜大橋周辺（浜川河口付近）

問合先 同実行委員会事務局

緯（６３）６１２０

と き ７月３０日（金） 少雨決行

夏まつり １８時３０分～

おしまさん詣り２２時３０分～

ところ 七浦海浜スポーツ公園

夏まつりアトラクション

潤園児による出し物 １８時５０分～

潤江福綾竹鉦浮立 １９時２５分～

潤七浦盆おどり ２０時～

潤お楽しみ抽選会 ２１時１５分～

問合先 同実行委員会事務局（七浦公民館）

緯（６２）８３２５

浜ぎおん祭り

鹿島納涼花火大会

納涼ふるさと七浦夏まつり

と き ８月１日（日）

ところ 祐徳稲荷神社周辺

煙若草保育園児アトラクション １２時３０分～

煙東部中ブラスバンド部演奏 １３時～

煙宝さがし １３時～

煙『鮎』のつかみ取り大会 １３時３０分～

煙祐徳おどり大会 １９時～

問合先 鹿島市観光協会

緯（６２）３９４２

放送大学では、平成２２年度第2学

期（１０月入学）の学生を募集していま

す。放送大学はテレビなどの放送を

利用して授業を行う通信制の大学で、

心理学・福祉・経済・歴史・文学・

自然科学など、幅広い分野を学べま

す。詳しくはお問い合わせください。

出願期限 ８月３１日（火）

資料請求 無料（電話かホームページ）

問合先 放送大学佐賀学習センター

緯０９５２（２２）３３０８

恒例 祐徳夏まつり

放送大学
10月入学生募集

コンパネアート展を開催中

期間 ８月１日～８月３１日
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市では、子どものときから外国の

文化や歴史に直接触れることで、国

の違いや良さを理解し認め合う国際

感覚を養ってもらおうと、鹿島市青

少年海外派遣事業を実施します。

と き ８月１６日（月）～１８日（水）

ところ 大韓民国 釜山

（ハムジゴル修練館）

募集人数 市内小学５・６年生 １０人

※応募者多数の場合は抽選

参加費 １０,０００円

※パスポート取得費用が別途必要

募集方法 ７月上旬に申込書を各学校

に配付します。

担任の先生を通じて申込書

を提出してください。

問合先 企画課企画係

緯（６３）２１０１

鹿島市の観光ガイドを養成する講

座を全５回開催します。

観光ガイドとは鹿島市に観光に訪

れるお客様に観光名所や見どころを

案内していただくガイドスタッフで

す。講座終了後は実際のツアーでガ

イドスタッフとして活躍できます。

詳しくはお問い合わせください。

と き 初回 ７月５日（月）１８時～

（９０分程度）

ところ 鹿島商工会館3階大会議室

受講料 無料

問合先 鹿島市観光協会 観光戦略推進室

緯（６８）０００７

九州から一番近い国『韓国』へ行って
夏休みの思い出づくりをしませんか

講習を受けて鹿島市観光
ガイドになりませんか?

今年も鹿島が熱く燃える季節が

やってきました。鹿島おどり実行委

員会では、現在参加者・団体を募集

しています。また、子供おどりの参

加者も募集しています。

と き ８月７日（土）・８日（日）

１９時３０分～(子供おどりは８日のみ)

参加費 １人１００円（１８歳以上）

参加条件 ３曲(子供おどりは一声浮立のみ)ともに

踊ることができ、練習に参加した団体

申込締切 ７月１日（木）～２３日（金）

申込先 同実行委員会事務局

緯（６２）５９７７

開庁時間内に法務局の相談窓口を

利用できない人を対象に『法務局な

んでも相談所』を開設します。

相談は無料で秘密は厳守されます。

と き ７月２９日（木）１７時３０分～２０時

※１９時３０分まで受け付けます。

ところ 佐賀地方法務局武雄支局

相談内容 登記の相談、戸籍に関する

相談、成年後見等に関する

相談や人権相談など

相談員 法務局職員

その他 当日は、相談業務のみ行い、

申請受付や証明書類の発行

等はできませんので、ご了

承ください。

問合先 佐賀地方法務局武雄支局

緯０９５４（２２）２４３５

ヤッサ！ヤッサ！
鹿島おどり参加者募集！

ご利用ください！
法務局なんでも相談所

平成２２年度の自衛官採用試験を

次のとおり実施します。詳細は問合

先に連絡し、願書をお取り寄せくだ

さい。

問合先 自衛隊武雄地域事務所

緯０９５４（２３）８３０４

平成２２年度の採用試験（裁判所

事務官詠種）を行います。詳細はお

問い合わせください。

受験資格 平成元年４月２日～平成５

年４月１日に生まれた人

申込書受付 ７月１３日（火）～２２日（木）

１次試験 ９月１２日（日）

問合先 佐賀地方・家庭裁判所総務課

緯０９５２（２３）３１６1

自衛官採用試験の
ご案内

裁判所職員採用試験
（高卒程度）

潤市税集合徴収分
潤介護保険料
第２期の口座振替日は

７月３０日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

一次試験受付期間受験資格募集種目

９月２３日８月１日

（日）

～

９月１０日

（金）

高卒（見込）

２１歳未満
航空学生

９月１８日
１８歳以上

２７歳未満
一般曹候補生

９月

２６～２７日１８歳以上

２７歳未満

自衛官候補生

（女子）

受付後に

連絡します

年間を通じて

行っています

自衛官候補生

（男子）
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子健 帳

子

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）３３７３７月の子育て

３歳６ヵ月健診
対 象 平成１８年１２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１２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）

２２日（木）４ヵ月健診
対 象 平成２２年３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）

場所・問合先 エイブル１階 保健センター 緯（６３）３３７３

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

７７・１４・２１・２・１４・２１・２８８日（水）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

７・２７・２１１日（水日（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

２７日（火２７日（火））

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）

二種混合［ジフテリア・破傷風］
対象者 小学６年生（対象者には通知をしています）

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

『美味しいティータイム竃』

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

２３日（金）

『会えるといいね 天の川』

笹でミニミニ七夕飾りを作って
持って帰ります

繰会場繰
エイブル

７日（水）

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

『美味しいティータイム竃』

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

１６日（金）

『七夕飾りに願いをのせて』

笹でミニミニ七夕飾りを作って
持って帰ります

繰会場繰
エイブル

２日（金）
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7月

文月
ふみづき

愚無料法律相談（市民優先） 市民会館２階
１５日（木）受付１３時～１４時 （先着１０人）１３時３０分開始
２２日（木）受付９時３０分～１０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（しんきゅう）マッサージ無料健康相談 保健センター
１１日（日）１０時～１５時

愚消費生活相談 市民会館１階サロン
５・１２・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 保健センター
ＮＰＯ法人それいゆ（県委託先） 緯０９０（６２９５）３３５０

愚こころの健康相談 福祉会館１階相談室
１４日（水）１０時～１２時（要予約：福祉事務所緯（６３）２１１９）

愚厚生年金・国民年金相談（要予約：市民課緯（６３）２１１７）
６・２０日（火）市民会館１階サロン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・２１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 社会福祉協議会緯（６２）２４４７
月曜日～金曜日 ９時～１７時

６/２５～７/１０ 参議院議員通常選挙 期日前投票日

市民会館１階選管事務局 ８時３０分～２０時

２日（金） 第１回鹿島市人権学習会 【P.１２参照】

エイブル ２０時～２１時３０分

１１日（日） 参議院議員通常選挙 投票日 【P.４参照】

市内１４投票所 ７時～２０時

１３日（火） 浜ぎおん祭り 奉納踊り・ちょうちん行列など

浜町一円 １０時～

１４日（水） 第３１回鹿島納涼花火大会 【P.２３参照】

浜川河口 ２０時３０分～

１５日（木） 浜ぎおん祭り 子供みこしなど

１４時３０分～

１７（土）～１８（日） 地区中体連総合大会 中学校・市内体育施設

２１日（水） 市内小学校水泳大会 明倫小 ８時４５分～

２４日（土） 田澤義鋪生誕１２５年記念大会【P.１２参照】

市民会館 １３時～１７時４０分

２９日（木） 第２回鹿島市人権学習会 【P.１２参照】

エイブル ２０時～２１時３０分

３０日（金） 親子料理教室 【P.２１参照】

エイブル ９時３０分～１４時

３０日（金） 納涼ふるさと七浦夏まつり 【P.２３参照】

七浦海浜スポーツ公園 １８時３０分～

（７月分）
３・１０・１７・２４・３１日（土）
４・１１・１８・２５日（日）１９日（祝）

市役所
保健センター

５・１２・２６日（月）
２０日（火）２９日（木）

市民図書館

５・１２・２６日（月）
２０日（火）

生涯学習センター
（エイブル）

６・１３・２０・２７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。
グラウンドゴルフ場 ７月１日（木）～７月１０日（土）

休日昼間 鹿島市休日こどもクリニック（高津原 元急患センター）
開設時間 ９時～１７時 緯（６３）１８３８

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

アルナ鹿島店納富病院 緯（６３）１１１７４日（日）

アルナ 浜店薬師寺医院 緯（６３）５２８１１１日（日）

ミズ北鹿島店志田病院 緯（６３）１２３６１８日（日）

北鹿島薬局森田医院 緯（６３）３９５６１９日（祝）

前山薬局西岡内科クリニック 緯（６３）４０９０２５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

９月号８月号
８月４日７月２日

市水道課 緯（６２）３７１８へお問い合わせください。


