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写真
おかげさまで１０００号到達

平成２２年６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

市の広報紙「広報かしま」の発行が今号で１０００号

を迎えました。（左上：昭和２９年８月発行創刊号）

日頃、ご愛読いただいている市民の皆さんに心から

感謝申し上げます。

これからも市役所と市民の皆さんをつなぐ重要なパ

イプ役として、市政情報や身近な話題などを掲載し、

より親しみやすい紙面作りに努めていきます。

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）

対 前 月 比世 帯 数人 口
鹿 島 市

世帯１－人７－世帯１０,５９２人３１,５９４

世帯２－人８－世帯５,１７９人１４,２３０鹿 島

世帯１－人７－世帯１,１６４人３,８９８能 古 見

世帯１＋人８＋世帯９８６人３,２２１古 枝

世帯１＋人１－世帯１,０５７人３,２４６浜

世帯０人１＋世帯１,２１６人３,７４４北 鹿 島

世帯０人０世帯９９０人３,２５５七 浦

人１７－人１４,８３５男

人１０＋人１６,７５９女

過過去、現在、そして未来へ過去、現在、そして未来へ。。

バックナンバーは、鹿島市民図書館または市のホームページバックナンバーは、鹿島市民図書館または市のホームページでで

ご覧になれますご覧になれます。。

№１０００



Ｈ２２(２０１０).８.1 広報かしま

鹿島市職員を募集します
募

集

－８月は同和問題啓発強調月間です！－

鹿島市同和問題講演会を開催します

講

演

会

受付期間

８月２日（月）～８月２０日（金）

８時３０分～１７時１５分（土・日曜を除く）

第一次試験

と き ９月１９日（日）９時３０分集合

ところ 鹿島市生涯学習センター「エイブル」

居住地要件（下記のいずれかに該当する人）

①平成２２年４月１日現在で鹿島市に住民登録をし、

引き続き居住している人

②鹿島市に居住している人（上記①に準ずる）によっ

て仕送りを受け、市外に一時的に居住している人

（学生等）

③鹿島市に居住していた人で、その当時生計を同じ

くしていた人が現在も鹿島市に居住している人

（Ｕターンを希望する人等）

申込書等の請求 下記のいずれかの方法で入手できます。

①市役所３階総務課で交付します。

②申込書類の郵送による請求は、封筒の表面には

『採用試験申込書請求』と朱書し、裏面には「請求

された人の住所、氏名」を記入の上、必ず１２０

円（返信を速達で希望する場合は３９０円）切手を

貼った宛先および郵便番号を明記した返信用封筒

（角形２号：Ａ４サイズ用紙の入る大きさ）を同封

して、

〒８４９－１３９１（住所の記入不要）

鹿島市役所総務課職員係へ請求してください。

③鹿島市ホームページからダウンロードできます。

申込・問合先 総務課職員係 緯（６３）２１１３

職 務 内 容採用予定受 験 資 格試験の程度試験区分

一般行政の業務に
従事

若干名
昭和５５年４月２日から平成元年４月１日まで
に生まれた人

教養試験【大卒程度】一般事務Ａ

土木技術、一般行
政の業務に従事

若干名
昭和５５年４月２日から平成元年４月１日まで
に生まれた人

教養試験および専門試験
【大卒程度】

土 木 Ｂ

と き ８月２０日（金）開場１３時３０分 開演１４時

ところ 鹿島市民会館大ホール

市役所前駐車場、中川グラウンド（臨時）

駐車場をご利用ください。

演 題 互いを尊敬しあえる時代へ

講 師 丘乃れい さん
お か の

（シナリオ作家）

主 催 鹿島市

鹿島市教育委員会

プロフィール

１９４７年 京都市生まれ。

１９８５年 シナリオ作家としてデビュー。

高校の時から演劇に夢中になる青春時代。結婚後、

新井一氏のもとでシナリオを学ぶ。

当初、芸能界での創作活動に就くが、ある意味で人

権が無視されている現場に疑問を感じ、３年余にわ

たって児童館で子どもとまみれる仕事に転じた。

児童館で子どもたちと純粋さと意地悪さの両面を体

得し、「こういう子どもたちの映画が描けたらいいな

あ」と思うようになり、「はばたけ明日への鐘」を制

作。その後、同和問題をテーマに捉えた作品を手掛け

る。

問合先 同和対策課 緯（６３）２１２６

入場
無料

市では、この同和問題講演会をはじめ、横断幕の設置、人権パネル展や人権・同和問題啓発街頭キャンペーンを実施します。
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道路交通センサスにご協力ください
国土交通省では、将来の交通計画を立てるための基礎資料を得る目的で、平成２２年９月から１１月にかけ

て全国一斉に自動車の利用実態調査（道路交通センサス）を実施します。

無作為に選定された調査対象車両を所有されるお宅に調査員が訪問しますので、調査にご協力くださいます

ようお願い申し上げます。

問合先 国土交通省 九州地方整備局 佐賀国道事務所調査課 緯０９５２（３２）１１５１

みんなで徹底しよう!『選挙の三ない運動』
さんお

知
ら
せ

住民票の写しや戸籍謄本など各種証明書請求の際に
本人確認のための書類が必要です!

お
知
ら
せ

政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職に

ある者）が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法律

で禁止されています。違反すると、処罰されます。

また、有権者が寄附を求める事も禁止されています。

【禁止されている寄附の例】

噛お歳暮やお中元、お年賀

噛入学祝、卒業祝、病気見舞い

噛お祭りへの寄附や差入

噛地域の運動会等への飲食物の差入

噛秘書等が代理で出席する場合の結婚祝、葬式の香典

噛町内会の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物

の差入

※政治家は、選挙区内にある者に対し（答礼のための自

筆によるものを除く）、年賀状や暑中見舞い等のあい

さつ状（電報も含む）を出すことは禁止されています。

問合先 選挙管理委員会 緯（６３）３４１８

-選挙の三ない運動-

贈らない！
求めない！
受け取らない！

個人情報を保護し、なりすましなどによる不正な証明書取得を防止するための本人確認ですので、市民のみなさ

まのご理解とご協力をよろしくお願いします。

窓口では、本人確認のための質問をしたり、提示いただいた身分証明書の番号を控えたり、写しを取らせていた

だくことがありますのでご了承ください。

問合先 市民課市民年金係 緯（６３）２１１７

◎本人確認書類（A・Bどちらかが必要です。）
Aは１枚提示 Bは複数枚（２枚以上）提示
運転免許証、パスポート

住民基本台帳カード（写真あり）

外国人登録証、運転経歴証明書など

官公署発行の免許証、許可証、学生証、資格証明

証などで写真が貼付されているもの

A

各種健康保険被保険者証、介護保険被保険者証

各種年金手帳、公的年金証書

住民基本台帳カード（写真なし）、社員証

独立行政法人の身分証明書、預金通帳など

B

本人確認の対象となる証明書

潤住民票の写し（除票も含む）

住民票記載事項証明書など

潤戸籍（除籍）謄・抄本、附票など

潤税務諸証明書

※印鑑証明書は本人確認は必要ありま

せんので、従来どおり印鑑登録証を

お持ちください。
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児童扶養手当 父子家庭にも支給が始まります
お
知
ら
せ

児童扶養手当とは父母の離婚などで、父または母と

生計を同じくしていない子どもが育成される家庭（ひ

とり親家庭）の生活安定と自立の促進に寄与し子ども

の福祉の増進を図ることを目的に支給される手当です。

支給要件（対象となる人）

次のいずれかに該当する子どもを父（母）がその子ど

もを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に支給

されます。

１ 父母が婚姻を解消した子ども

２ 母（父）が死亡した子ども

３ 母（父）が一定程度以上の重度の障害の状態にあ

る子ども

４ 母（父）の生死が明らかでない子ども

５ 母（父）が１年以上遺棄している子ども、母（父）

が１年以上拘禁されている子どもなど

注 支給対象に該当しても、子どもが児童福祉施設

に入所したとき、または、請求者および児童が

公的年金（老齢福祉年金を除く）を受けることが

できるときなど、手当が支給されない場合があ

ります。

支給期間

潤子どもが１８歳に達する年度の３月３１日まで

潤子どもが中度以上の障害を有する場合は２０歳まで

手当の額

受給資格者が扶養する子どもの人数や所得等により

決められます。受給資格者の前年所得が一定の額以上

の場合は支給されません。

潤子ども１人の場合（月額）

全額支給の場合 ４１,７２０円

潤２人以上の加算額

２人目 ５,０００円

３人目以降１人につき ３,０００円

母子家庭の皆さんへ
児童扶養手当を受給中の人は、毎年８月に現況届が

必要です。現況届の提出がない場合は８月分から支給

されませんのでご注意ください。

現況届の受付期間

８月１０日（火）、１１日（水）、１２日（木）、１３日（金）

９時～１６時 市役所５階大会議室

８月１３日（金）のみ

１７時～２０時 市役所１階福祉事務所

問合先 福祉事務所社会福祉係 緯（６３）２１１９

母子家庭を支給対象としていた児童扶養手当が平成

２２年８月分手当から父子家庭にも支給されることにな

りました。児童扶養手当を受給するためには、市福祉

事務所への申請が必要です。

申請受付期間

８月２日（月）から申請を受け付けます。

平成２２年１１月３０日までに申請いただくと、次の取り

扱いとなります。

毅平成２２年７月３１日までに支給要件に該当してい

る人

岳１１月３０日までに申請すれば、「８月分」から

支給されます。

毅平成２２年８月１日以降、１１月３０日までに支給要

件に該当した人

岳１１月３０日までに申請すれば、「要件に該当し

た日の翌月分」から支給されます。

注 ８月～１１月分が支給されるのは１２月です。

１１月３０日を過ぎると、「申請の翌月分」からの

支給になりますので、早めに手続きをしてくだ

さい。

持参品 ①印鑑 ②健康保険証 ③保護者の預金通帳

父子家庭の皆さんへ

就業を希望する人は、市が配布する所定の『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、募集人員、雇用期間などの詳細については、市のホームページや下記までお問合せください。

【緊急雇用対策】 鹿島市日日雇用職員を募集します（８月６日締め切り）

業務内容等の問合先事 業 名業務内容等の問合先事 業 名

企 画 課 緯（６３）２１０１地域公共交通活性化調査事業

教育総務課 緯（６３）２１０３

特別支援教育等支援員事業

福祉事務所 緯（６３）２１１９放課後児童対策事業学習支援員事業

環境下水道課 緯（６３）３４１６環境美化推進事業金管バンド指導支援員活用事業

情報教育支援員事業

学校運営支援員事業
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ご利用ください 母子家庭等医療費助成制度
継続受給には『受給資格証の更新』が必要です!

お
知
ら
せ

『母子家庭』『父子家庭』『父母のいない児童』

『一人暮らしの寡婦』が、病院などの医療機関で診療

を受けた場合、医療費の自己負担金（保険診療分）を県

と市が助成します。

ただし、１人１月５００円（一人暮らしの寡婦のみ

１０月診療分から１月１,０００円）までは個人負担と

なります。

助成対象者

潤児童扶養手当の支給要件（４ページ参照）を満たし

ている児童または父母のいない児童

潤母子家庭・父子家庭の母および父

潤かつて母子家庭であった健康保険被保険者本人で

ある一人暮らしの寡婦

※公的年金の受給者も該当します。ただし、前年の所

得が一定額以上あるときは助成できません。

助成期間

①児 童・・・・１８歳に達する年度の３月３１日まで

②母・父・・・・児童が２０歳に達する前日まで

③寡 婦・・・・７５歳に達する月まで

更新手続きについて

この助成を受給中の人は、毎年母子家庭等医療費助

成受給資格証の更新手続きが必要です。更新を行わな

いと９月分からの助成ができませんのでご注意くださ

い。

更新期間（児童扶養手当現況届の受付期間と同じ）

８月１０日（火）、１１日（水）、１２日（木）、１３日（金）

９時～１６時 市役所５階大会議室

８月１３日（金）のみ

１７時～２０時 市役所１階福祉事務所

持参品 ①印鑑

②受給資格証

③健康保険証

④保護者の預金通帳

⑤養育費等の申告書

問合先 福祉事務所社会福祉係 緯（６３）２１１９

１０月 １日 国勢調査を実施します
お
知
ら
せ

毅国勢調査の結果は、地域のまちづくり

に生かされます。

毅あなたが記入した調査票のデータは、

地方交付税の算定基準や福祉政策、生

活環境整備、防災対策など、さまざま

な施策の実施や計画の基になります。

毅住みよいまちづくりのために、よろし

くお願いします。

あなたの今を！

平成１７年国勢調査での鹿島市の人口は３２,１１７人で、昭和５５年の人口

（３５,００６人）と比べると２,８８９人減少しています。

これを年齢別にみると、１５歳未満人口が３,０９４人、１５～６４歳人口が

３,３３１人減少しているのに対し、６５歳以上人口は３,５３６人増加しています。

詳しくは

キャンペーンサイト公開中！

総務省・佐賀県・鹿島市

平成２２年国勢調査 検索
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
北村和博氏が副市長に就任

空席となっていた副市長に鹿島市前総務部長の北村和博氏が７月１日

付けで就任しました。

市長の補佐役として市政発展のためご尽力いただきます。

【任期 平成２２年７月１日～平成２６年６月３０日】

なお、当面の間、後任の総務部長は置かず、副市長がその業務を行い

ます。

浜大橋の完成を祝う渡り初め 浜大橋竣工記念式典

浜川高潮対策事業に伴って、平成１９年度から架替工事が進められてい

た浜大橋が完成、７月９日、竣工記念式典が行われました。

テープカットの後、中村益男さんご一家（南舟津）を先頭に渡り初めが

あり、海童保育園・共生保育園の園児によるアトラクションで式典に花

を添えました。

潤橋長 ４４.９メートル

潤幅員 ４メートル

子ども・高齢者にやさしい運転を！

７月１３日、道の駅鹿島で交通安全街頭キャンペーンが行われました。

これは、夏の交通安全県民運動に合わせ市交通対策協議会、鹿島自動

車学校校友会が共催したもので、鹿島地区交通安全協会女性部など３０人

が飲酒運転の処罰表を記載した鹿島産のりを交通安全啓発チラシととも

に買い物客に配布、安全運転・飲酒運転根絶を呼びかけました。

アソカ保育園が『佐賀県食育賞』を受賞

地域の生産者らの協力を得ながら食育活動に取り組んできたアソカ保

育園が「佐賀県食育賞」を受賞し、６月１２日、第５回食育推進全国大会

～さがフェスタ２０１０～の開会式で古川知事から表彰状が手渡されま

した。

アソカ保育園は、平成１９年度に県の「“食と農”絆づくりプロジェクト」
きずな

への参加を機に、食育活動に積極的に取り組まれており、農業体験や加

工品づくりをはじめ、保護者への給食だより・料理レシピの発行など、

さまざまな食育への取り組みがなされています。

受賞おめでとうございます。

交通安全街頭キャンペーン

罰 則点 数飲酒運転
５年以下の懲役または
１００万円以下の罰金

３５点
免許取消

酒酔い運転

３年以下の懲役または
５０万円以下の罰金

２５点
免許取消

0.25mg
以上酒気帯

び運転 １３点
免許停止

0.25mg
未満

お酒を飲んだら

『ノリ』ません。

二日酔いでも

『ノリ』ません。

【国道２０７号浜橋の下流６０ｍに完成】
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地域包括支援センター
地域包括支援センターは、高齢者の皆さんを介護・福祉・健康・医療などさまざまな

面から総合的に支えるために設置されています。皆さんがいつまでも健やかに住み慣れ

た地域で生活していけるよう、適切なサービスを提供します。

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

皆さんの元気を支えます

主任ケアマネジャー・保健師・社会福祉士などの資格を持つ地域包括支援センターの

職員が連携して、高齢者を支援します。

介護予防を推進します

Ｑ．ケアプランとはどんなもの？

Ａ．利用者の心身の状態に応じて介護保険のサービスを適切に受けるためのサービスの種類、内容、利用

回数等を定めた計画のことです。デイサービスの利用は週何回、何曜日と何曜日に、また、その場合

の費用はいくらかかるかなどを定めたものです。

潤要支援・要介護になるおそれのある人の介護予防ケアプランを作成します。

潤要支援１・２と認定された人の介護予防ケアプランを作成します。

高齢者の権利を守ります

Ｑ．成年後見制度とは？

Ａ．認知症などにより判断能力が不十分な方について、預貯金管理や、身のまわりの世話のために介護

サービス利用や施設への入所に関する契約の締結を行う代理人の選任などを支援する制度です。

潤虐待を防止します。

虐待を発見した場合の通報、高齢者本人や養護者（介護者）などからの相談を受けて、他の関係機関と連携し

て、高齢者の権利を守ります。

潤悪質な訪問販売等による被害を防止します。

高齢者にとって身近なケアマネジャーや民生委員、他の関係機関と連携して、消費者被害の早期発見と防止に

あたります。

潤認知症などにより判断能力の低下している人を支援します。

財産の管理や日常生活上の契約などに不安がある人に成年後見制度などの活用を支援します。

さまざまな相談に対応します

高齢者の生活全般に関する相談、高齢者の家族や地域住民の方などからの相談に主任ケアマネジャー・保健師・

社会福祉士などの専門職が対応します。

Ｑ．介護以外の相談でも受け付けてくれるのでしょうか？

Ａ．地域包括支援センターでは、職員の専門外のことについても、地域の関係機関を紹介したり、情報提

供を行うなど、さまざまな相談に適切な対応を行うようにします。

適切なサービスを提供できるように支援します

ケアマネジャーへの支援や助言、主治医や地域の関係機関との連携などを行い、充実したサービスを提供できる

ように支援します。
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－優秀映画鑑賞推進事業－

なつか しの映画上映会
第３回

えいぶる事業

に行ってみよう

雇用期間 ９月１日～平成２３年３月３１日（人事評価による更新あり）

応募期限 ８月１３日（金）必着（郵送可）

応募方法 かしま市民立楽修大学またはホームページで配布する専用

履歴書に必要事項を記入し、提出してください。

試験日時 作文試験 ８月１５日（日） 面接試験 ８月２２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

図書館職員を募集します
（正規職員１人 准職員若干名）

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

－ ８月 ２９日 まで－

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

ことしは松本清張、山崎豊子、水上

勉による社会派ミステリー小説を原作

にした、１９５８年から１９６６年の

なつかしい映画を上映します。

と き ８月２１日（土）・２２日（日）

ところ エイブルホール

入場料（全席自由・4本分料金・2日間有効）

一 般 １,０００円

楽修大学生・高校生以下 ５００円

※未就学児の同伴、入場はご遠慮ください。

上映プログラム

２１日（土）９時４0分～

①黒い画集～あるサラリーマンの証言～

②張込み

③白い巨塔

２２日（日）10時～

①白い巨塔

②飢餓海峡

問合先 かしま市民立楽修大学 緯（６３）２１３８

プレイガイド
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

鹿島市城内に生まれ、「青年の父」

と呼ばれ親しまれている田澤義鋪

の生き方や田澤記念館所蔵の遺品

の一部をご紹介します。

恭９月～１０月は『鈴田滋人展』を開催

９月４日（土）、鹿島市民会館で第３７回県民

フォーラム・鹿島市文化講演会「木版摺更紗

・伝統と創造～型の美を求めて～」（鹿島市

文化連盟主催）が開催されるにあたり、人間

国宝の鈴田滋人さんの作品をご紹介します。

問合先 かしま市民立楽修大学 緯（６３）２１３８

詳しくは募集要項をご覧ください。特記事項

・鹿島市内在住者・パソコン処理能力がある人

・生涯学習および図書館に興味がある人・普通自動車免許取得者
応募資格

・市民図書館に関する業務

・図書館施設維持管理業務 など
主な業務

・月２０日（週４０時間）程度・遅出および土、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
勤務時間

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）

エイブル１階

いきいきルーム

開講中～１２月１８日

［土曜日］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２階

音楽スタジオ

９月９日～平成２３年６月９日

［木曜日］１３時３０分～１５時３０分
松浦妃呂子さん２０人和紙ちぎり絵教室②

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 ８月２９日（日）

［１日限りの開催］１０時～１３時
金
キ ム

慶叔さん
キ ョ ン ス ク

２０人
韓国料理教室

～ビビンバ編～

（財）田澤記念館 田中 勉館長による

ギャラリートークを開催

と き 8月25日（水）１５時３０分～１６時３０分

ところ エイブル２階 床の間コーナー前

張込み
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“keep人posted”

今月のキーフレーズ

№５７

（あなた） 私たち夕食に行くんだよね?

（友 人） ええ もちろんよ！

（あなた） じゃあ 何時?

（友 人） まだはっきりしないの。

決まったら知らせるね。

you:

yourfriend:
you:

Jennifer:

We'vestillgoingtodinnerright?
Yeah,definitely!
O,whattime?
I'mnotsureyet.I'llfindoutandkeepyou
posted!

これから先の予定を話すときに「知らせる」という意味で使います。

（家庭教師） どこで勉強しましょうか?

（あなた） 図書館は閉まっているから、どこか

他へ行かなきゃ。まだどこかわから

ないわ。

（家庭教師） わかった。じゃあ知らせてね。

tutor:
you:

tutor:

Wheredoyouwanttomeettostudy?
Thelibraryisclosed,sowehavetogo
somewhereelse.Ijustdon'tknowwhere
yet.
O,just"keepmeposted!"

トゥリーサ先生

能古見小学校では、年４回のブッ

クステーションを実施しています。

ブックステーションとは、全職員

による本の読み聞かせ活動です。

本年度、第１回の活動を６月１１

日（金）に行いました。子どもたちに

は、本の題名と会場教室を事前に知

らせ、聞いてみたい本の会場に移動

して読み手の先生を待ちます。

各先生の好みもあって、準備され

る本もバラエティーに富んでいます。

昔懐かしい｢日本の昔話」や「ア

ンデルセン物語」、「マラドーナの

伝説の５人抜きドリブル秘話」、実

技入りの｢紙工作｣等、いろいろな

ジャンルの本が準備されました。

今年は、先生たちに混じって図書

委員会の６年生も読み手として、集

まってくれた下級生への読み聞かせ

を行いました。昨年度の図書平均貸

出冊数は、１２０冊を超えました。

また、２００冊を超えた児童も３０

名を超え、読書に親しむ児童が増え

てきています。読書の楽しさを児童

に伝えていくためにも、職員による

読み聞かせ、ブックステーションに

取り組んでいきたいと思います。

空き教室や特別教室を利用すると

あと６会場ほどステーションが準備

できます。お父さん、お母さん、地

域の方、よろしかったら、読み聞か

せボランティアとして参加されませ

んか。

ブックステーション

寓読み聞かせを行う校長先生

能古見小学校

校学 だ よ り

No.１５９
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容器包装プラスチック類・ビニール類の出し方について

プラスチック製のお菓子の袋や食品の容器などは、黄色の袋「プラスチック類・ビニール類」で出してもらって

いますが、出される際は次のことに注意してください。

○プラマーク の表示があるものだけを入れる！

○レジ袋等に入れたまま出さない！

選別作業時に、プラスチック製の袋や容器などが一目で確認できるように

出してください。

○汚れたもの、中身が入ったものを出さない！

1つでも汚れていると袋全体に汚れやカビが広がることがあります。

汚れが取れないものは「もえるごみ」の袋に入れてください。

選別されたプラスチック類・ビニール類は、ペレット化（粒状のプラスチック原料のこと）され、再びプラスチッ

ク製品に生まれ変わっています。今後とも分別にご協力ください。

問合先 環境下水道課環境係 緯（６３）３４１６

ちょうど４５年前の昭和４０年

８月に、同和対策審議会答申が内

閣総理大臣宛に提出されました。

答申では当時の同和地区の実態

調査を踏まえ、｢同和問題の早急

な解決こそが国の責務であり、国

民的課題である｣という認識の下、

解決のための具体的な対策を提言

しています。

この答申の理念や具体的な提言

を受け、国、県、市ではお互いに

連携を図りながら、同和問題の解

決に向けた様々な施策や教育・啓

発活動等を行ってきました。

併せて県では、同和問題の真の

解決を目指して県民一人一人の理

解と協力を得るために、答申が出

された８月を｢同和問題啓発強調

月間｣として、県内の市や町と協

力して差別をなくす運動を実施し

てきています。

答申が出されて４５年も経った

のにまだ解決していないのかと思

われる方もおられるかと思います

が、残念ながら、結婚や就職時に

おける差別はまだ残っていますし、

近年は、インターネットへの差別

書き込みなどの問題も発生してい

ます。世間体や同和問題に対する

誤った思い込みなどが差別の大き

な原因となっています。

今日私たちは、身の回りの人権

課題として、｢女性、子ども、高

齢者、障害者、外国人、インター

ネット等｣の問題をかかえていま

すが、同和問題でみられる世間体

や各課題への誤った思い込みなど

は、それぞれの課題解決を難しく

している原因となっています。

８月を同和問題の正しい理解を

深める機会としていただくととも

に、ほかの人権の問題にも目を向

けていただければ幸いです。

みんなで考えよう同和問題
－８月は同和問題啓発強調月間です－

噛ご意見等をお寄せください

同和対策課 緯（６３）２１２６

レジ袋等に詰め込んで

指定袋に入れない！

ペレット化された状態

×レジ袋
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戦没者を追悼し平和を祈念するた

め、次の日時に1分間のサイレンを

鳴らします。黙とうをお願いします。

煙８月６日（金） ８時１５分

【広島市原爆被爆の日】

煙８月９日（月）１１時２分

【長崎市原爆被爆の日】

煙８月１５日（日）１２時

【終戦記念日】

問合先 財政課

緯（６３）２１１４

税関では、戦後、海外からの引揚

者の皆さまからお預かりした通貨や

証券類の返還を行っていますが、半

数以上はまだ申し出がなく、税関に

保管されたままになっています。

返還請求がお済みでない人やご両

親等から預けた話を聞いたことのあ

るご家族の人はご遠慮なくお問い合

わせください。

問合先 長崎税関監視部

緯０１２０（８２８）６８０

戦没者追悼のため
サイレンを鳴らします

引揚者の皆様へ
～『通貨・証券』等の返還～

県内の自治体で差し押さえた家財

道具や電化製品などの財産を一堂に

集め、合同公売会を行います。

ぜひご来場ください。

と き ８月２８日（土）１０時開場

入札時間 １１時～１１時３０分

ところ 唐津市民会館４階大会議室

公売方法 入札で行います。

必要なもの 購入代金

出品点数 ３００点（予定）

問合先 税務課納税相談係

緯（６３）２１１８

空港ターミナルビルのすぐ目の前

に、九州の空港で唯一の無料駐車場

（７５０台収容）を完備しています。

２４時間巡回警備をしていますので、

長時間の駐車でも安心です。

ぜひ有明佐賀空港をご利用ください。

問合先 県空港・交通課

緯０９５２（２５）７１０４

-市税滞納ゼロを目指して-
差押財産を公売します

お得で便利な有明佐賀空港
－駐車場は無料です－

この手当は、中度以上の障害があ

る在宅の２０歳未満の児童を監護・養

育する保護者などに対し支給されま

す。また、これに該当する子どもが

いるひとり親家庭には児童扶養手当

と併給して支給されます。

該当する人はご連絡ください。

支給制限

潤児童が施設に入所している場合

潤児童が障害を支給事由とする公的

な年金を受給している場合

潤受給者の所得が一定額以上の場合

支給期間

潤児童が２０歳に到達する月まで

その他

現在この手当を受給中の人は毎年

現況届が必要です。現況届の期間が

決まっていますので、受給者には個

別に通知します。

問合先 福祉事務所社会福祉係

緯（６３）２１１９

特別児童扶養手当
のお知らせ

平成２２年６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３件４５,０００円６月２日弔 慰
鹿島機械金属工業会総会５,０００円６月４日祝 儀
名刺印刷代７,８７５円６月３日その他

５７,８７５円合 計

平成２２年６月
市長交際費支出状況表

潤市税集合徴収分

潤介護保険料

第３期の口座振替日は

８月３１日（火）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

鹿島市と空港を直接結ぶ、

リムジンタクシー（要予約）を

運行しています。
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市では、新たにジュニアシート

（目安４～６歳、体重１５～３６kgぐら

いまで）を無償で貸し出します。

体格にあったチャイルドシートを

適切に利用することで、大切なお子

様をより安全に乗車させることがで

きます。

また、乳児用・幼児用シートにつ

いては、すでに貸出しを行っていま

すので、お困りの際はぜひご利用く

ださい。

貸出期間 最長６ヵ月（延長できません）

保有台数 ジュニアシート ７台

乳児用シート ６台

幼児用シート ３３台

問合先 総務課消防交通係

緯（６３）２１１３

と き ８月１２日（木）１３時～１６時

（受付 １２時～１４時３０分）

ところ マリトピア（佐賀市）

対象者

潤Ｕターン、一般求職者

潤大学・短大・専門学校等を来春

卒業予定の学生 など

内 容

企業ごとにブースを設け、企業と

対象者との面接・相談を行う。

参加企業 ５０社（予定）

問合先 県雇用労働課

緯０９５２（２５）７３１０

ご利用ください
ジュニアシートの無料貸出

SAGA就職面接会
を開催します

○各種作業の注文をお受けします

「畑耕し、草払い、防除など農作

業」「庭木の剪定、草取り」「部屋の

掃除、食事の準備、買物」「障子・

襖・網戸の張り替え」「はがき、命

名札・席札書き」など、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。

○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。剪定した枝葉をチップ

化し、それを発酵させたチップを使

いやすい袋詰めやトラック「バラ積

み」で販売しています。

○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 ８月１９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。

○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

説明会 ８月１９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加入ください。

注文・問合先

鹿島市シルバー人材センター

緯（６３）０９７０

シルバー人材センターでは
こんな仕事を承っています

結婚５０周年を迎えられるご夫婦を

祝福する「第１５回佐賀新聞金婚さん

表彰」を9月の敬老月間に行います。

参加希望のご夫婦はぜひお申し込

みください。

と き ９月１４日（火）１０時～

ところ エイブル

対 象 昭和３５年ご結婚のご夫婦

内 容 表彰状・記念品の贈呈や記

念写真提供、新聞紙面での

紹介（希望者）

参加費 無料

申込期限 8月１７日（火）

申込・問合先 佐賀新聞社 事業部

緯０９５２（２８）２１５１

買い物に困ったときはどなたでも

利用できる「宅配かしま」をご利用

ください。中心商店街２８加盟店の商

品を無料お届けします。

詳しくは、8月3日（火）の折込チ

ラシをご覧ください。

利用できるのは?

月曜日～土曜日（日・祝休み）

喰受付時間 １０時～１６時

喰配達時間 １１時～１８時

問合先 宅配かしま（なかいけ庵よらんね内）

緯０５０（３４３２）９７１１

「佐賀新聞金婚さん表彰」
に申し込みませんか?

宅配かしまでお買い物
－電話注文無料配達－

農作物をイノシシから守るため補助を行います
補助対象 毅狩猟免許取得費 ⇒補助上限１７,０００円／人

毅電気牧柵購入費 ⇒補助率１/３以内
毅ワイヤーメッシュ購入費 ⇒補助率１/３以内

補助対象者 農作物を出荷している人または水田を耕作している人
申込方法 農林水産課に備え付けの申請書に必要書類を添付し提出する。
申込・問合先 農林水産課農政係 緯（６３）３４１３

道路交通法では、運転者が6歳未

満の幼児を自動車に乗車させる場

合に使用が義務付けられています。

（違反点 １点）
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結婚５０周年を迎えられるご夫婦を

祝福する表彰式を行います。

参加希望のご夫婦はぜひお申し込

みください。

と き １０月１７日（日）１３時～

ところ 武雄市文化会館

対 象 昭和３５年ご結婚のご夫婦

※結婚５０周年を過ぎ、同表

彰式に未参加のご夫婦も可

内 容 表彰状・記念品の贈呈や記

念写真提供、新聞紙面での

紹介

参加費 無料

申込期限 ８月２５日（水）

申込・問合先 「西日本新聞金婚夫婦表彰式」事務局

緯０９２（７１１）５１１３

夏休み期間は、解放感から不規則

な生活に陥りやすく、非行や問題行

動が多発します。夏休みの過ごし方

について、自主的な計画を立て、規

則正しい生活が送れるよう家庭では

十分に気を配りましょう。

～夏休みにはこんなことを実行してみたら～

・早寝早起きを励行しよう。

・家庭では、自分でできる仕事を

進んでしよう。

・地域行事へ積極的に参加しよう。

・読書・スポーツを実践しよう。

・外出する際には、行先、帰宅時

間を必ず告げましょう。

問合先 鹿島市青少年育成市民会議

事務局（市生涯学習課内）

緯（６３）２１２５

西日本新聞佐賀県金婚夫婦
表彰式のご案内

夏の青少年健全育成強調月間
《8月1日～8月31日》

養成講座では、（株）ＩＣＲ（東町）

での講話や企業見学もあり、現場の

雰囲気を肌で感じて就職につなげて

みてはいかがですか？

と き ９月６日（月）～１０日（金）

９時３０分～１６時３０分

ところ 鹿島市民会館

定 員 ２０人

内 容 ６日～８日 基礎講座

９日 就職支援（模擬面接等）

１０日 講話、企業見学

応募期限 ８月２７日（金）

問合先 商工観光課商工労政係

緯（６３）３４１２

ＪＡさが佐賀みどり果樹産地協議

会では、みかんの摘果や収穫などの

農作業に従事していただける、みか

ん作業支援ヘルパーさんを募集して

います。作業をしていただく前には

講習会も開催されますので、初心者

でも安心してご参加いただけます。

鹿島市の主力農産物の一つである、

みかん産業の発展のため取り組んで

います。農作業に興味のある皆様か

らのご連絡をお待ちします。

ヘルパー雇用に関する問合先

ＪＡさが佐賀みどり支部鹿島営農事業所

果樹課（浜町みかん選果場内）

緯（６２）２１４５

コールセンタースタッフ
養 成 講 座

みかん作業支援
ヘルパーさん募集

雇用・能力開発機構佐賀センター

では、平成２２年１０月期の受講生を募

集します。詳細はお問い合わせくだ

さい。

対象者 雇用保険受給資格者等

入所日 １０月１日（金）

時 間 月～金曜日

９時３０分～１５時４０分

訓練期間 ６ヵ月

締 切 ９月２日（木）

申込先 ハローワーク鹿島

その他 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 種 ケアーマネージャ １人

（地域包括支援センター勤務）

募集期間 ８月２日（月）～３１日（火）

雇用期間 ９月下旬～

平成２３年３月３１日（更新あり）

申込・問合先

鹿島市社会福祉協議会

緯（６２）２４４７

職業訓練
受講生募集

社会福祉協議会
嘱託職員を募集

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
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テーマ 差別の現実から深く学び、

生活を高め、未来を保障す

る教育を確立しよう

と き １１月２０日（土）～２１日（日）

ところ 佐賀県総合体育館（佐賀市）

佐賀市文化会館

唐津市文化体育館

武雄市文化会館

参加費 ４,０００円（資料代）

主 催 同大会佐賀県実行委員会

詳しくは、大会ホームページをご覧

ください。http://zenjinkyo-saga.net/

昭和３７年の大水害の翌年から、市

民が元気になるようにと始まった

「鹿島おどり。」ヤッサ！ヤッサ！

のかけ声で鹿島一声浮立、鹿島小唄、

鹿島節の３曲を踊ります。

と き ８月７日（土）～８日（日）

１９時３０分～

ところ 市中心商店街

－関連イベント－

煙市内外のお菓子屋協賛による

『スイーツフェスタ』

と き ８月７日～８日１７時～

ところ おどり会場（さくら通り）

煙『こどもたちのかしまおどり』

鹿島おどりの少し前の時間で、

未来の鹿島おどりを担う、子ども

たちだけの鹿島おどりを行います。

ぜひ応援に来てください。

と き ８月８日（日）

１７時集合１７時３０分スタート

問合先 鹿島おどり実行委員会事務局

緯（６２）５９７７

第６２回全国人権・同和
教育研究大会

ヤッサ ヤッサ
第4７回鹿島おどり

恭『読書感想画教室』

本を読んで、感じたことを絵に表

現してみませんか！

図書館長が感想画の描き方のコツ

を教えます。

と き ８月１１日（水）１４時～１６時

ところ エイブル３階 生活工房

対 象 小学生

定 員 ３２人（先着順）

持参品 読んだ本、２Ｂ以上の鉛筆、

クレヨン、絵の具、色鉛筆、

水筒

恭宇宙科学館の科学教室

～県立宇宙科学館が図書館にやってくる！～

『大気圧実験ショーと紙筒ロケット工作』

大気圧（空気）に関する実験ショー

と、紙筒ロケットの工作を行います。

と き ８月１９日（木）１４時～１６時

ところ エイブル３階研修室

対 象 小学４～６年生

定 員 ３０人（先着順）

参加費 無料

申込・問合先 鹿島市民図書館

緯（６３）４３４３

各種イベント・屋台を用意して、

皆さんのご参加をスタッフ一同心よ

りお待ちしています。

テーマ 「煌めけ！！

～地域の皆様と喜びを分か

ち合い笑顔になれる日」

と き ８月２８日（土）１７時～

ところ 当院リハビリセンター前

駐車場

問合先 志田病院夏祭り実行委員会

緯（６３）１２３６

市民図書館
夏休み教室の案内

今年もやります!!
志田病院夏祭り

なかいけ庵よらんねで開催される

教室等に参加してみませんか?

恭手づくりの人形展

とき 開催中～８月６日（金）

恭エイブル楽篆会主催 篆刻他作品展示
て ん こ く

とき ８月１１日（水）～２４日（火）

恭松浦妃呂子主催 和紙ちぎり絵教室

とき ８月２日（月）１０時～１２時

恭子どものお花教室

とき ８月５日（木）１０時～１２時

※材料代別途

恭脳トレ同好会主催 脳トレ教室

とき 毎週水曜日１０時～１１時

恭趣味の手づくり小物同好会

と き 毎月２回

恭絵手紙・手作り絵本教室

と き 毎月１回

問合先 なかいけ庵よらんね 井上

緯０５０（３４３２）９７１１

佐賀農業高校では、学校開放の一

環として、ふれあい活動や農業体験

学習の場を提供する佐農ファーム教

室を行います。

教室名 わくわくブドウ狩り・ポニー

乗馬とふれあい動物園（募集１０組）

と き ８月２８日（土）９時～１２時

対 象 どなたでも結構です

申 込 往復はがきに住所、参加者全員の

氏名・年齢、電話番号、希望教室名

を記入し郵送で申し込む

申込締切 ８月１８日（水）

申込・問合先 〒８４９－１１１２

杵島郡白石町福田１６６０

佐賀農業高校企画部

緯０９５２（８４）２６１１

なかいけ庵よらんね
イベント案内

『佐農ファーム教室』



広報かしま Ｈ２２(２０１０).８.1

市内中学校の吹奏楽部では、恒例

の『サマーコンサート』を開催します。

皆さん、生徒達のさわやかな演奏

をぜひお楽しみください。（入場無料）

と き ８月２２日（日）

１３時開場 １３時３０分開演

ところ 市民会館大ホール

プログラム

第１部 コンクールステージ

第２部 お楽しみ佐賀にわか

第３部 ポップスステージ

第４部 合同演奏

問合先 市教育委員会緯（６３）２１０３

恭試験区分 消防

採用予定 ５人程度

業務内容 消防の業務に従事

受験資格 昭和６０年４月２日から

平成５年４月１日までの

生まれで、杵藤広域圏内

に採用後居住する人

恭試験区分 救急救命士

採用予定 １人程度

業務内容 消防の業務および救急救

命士の業務に従事

受験資格 昭和５６年４月２日以降生

まれで、救急救命士免許

を保有し、杵藤広域圏内

に採用後居住する人

受付期間 ８月２日（月）～２０日（金）

一次試験 ９月１９日（日）

問 合 先 杵藤地区消防本部総務課

緯０９５４（２３）０１１９

市内中学校音楽会
『サマーコンサート』

杵藤広域消防職員
採用試験

『責任技術者』は、下水道排水設備

工事を施工する指定工事店として指

定を受けるために必要な資格です。

試験日 １０月６日（水）

受験料 ５,０００円

受験講習 ９月２８日（火）佐賀市文化会館

受講料 ３,０００円

別途、販売元より直接購入した

テキスト（２,５００円）が必要

受験案内配布 ８月２日（月）～２５日（水）

受付期間 ８月１６日（月）～２５日（水）

受験資格 次のいずれかに該当する人

潤高校（旧制中学）以上の土木工

学科等を卒業し、排水設備工

事等の設計または施工に関し、

２年以上の経験を持つ人

潤高校（旧制中学）を卒業し、排

水設備工事等の設計または施

工に関し、３年以上の経験を

持つ人

潤排水設備工事等の設計または

施工に関し、５年以上の経験

を持つ人

試験科目 下水道に関する一般知識、

排水設備に関する法令・事

務手続き・設計・施工並び

に維持管理について

その他 受験申込手続きや手数料に

関する詳細は、受験案内を

ご覧ください。

問合先 環境下水道課下水道係

緯（６３）３４１６

排水設備工事責任技術者
資格試験

詳細は下記に連絡し、願書をお取

り寄せください。

願書請求先 自衛隊武雄地域事務所

緯０９５４（２３）８３０４

民間企業などでの職務経験を持ち、

培った専門知識や経験を県政の中で

発揮できる即戦力となる人材を求め

ています。

詳しくはお問い合わせください。

試験内容 書類選考、面接、論文など

申込受付 ８月２０日（金）～９月１０日（金）

問合先 県人事委員会事務局

緯０９５２（２５）７２９５

自衛官等採用試験

佐賀県職員採用試験
（Ｕ・Ｉターン型民間企業等経験者）

防衛医科
大学校学生

看護学生募集項目

高卒（見込）
21歳未満

高卒（見込）
24歳未満

受験資格

９月６日（月）～１０月１日（金）受付期間

１０月３０日～

１０月３１日
１０月２３日一次試験

統計グラフコンクール作品募集

統計知識の普及と統計の表現技

術の向上を図るため、小中学生・

高校生・大学生及び市民の皆さん

から、統計グラフ佐賀県コンクー

ルの作品を募集します。皆さん

奮ってご応募ください。応募用紙

規格など詳細については市内小中

学校・市役所企画課に設置の応募

要領をご覧ください。

応募締切 ９月３日（金）必着

問合先 企画課情報統計係

緯（６３）２１０１
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たばこは喫煙者本人だけでなく、たばこを吸

わない周りの人の健康にも影響を及ぼします。

たばこを吸わない人が健康を害される事がな

いように、受動喫煙防止にご協力ください。

特に子供の利用が想定される公共の場では、

屋外であっても、受動喫煙防止への配慮をお願

いします。

受受動喫煙の防止にご協力くださ受動喫煙の防止にご協力くださいい

健康の問合先

保健センター
緯（６３）３３７３

甘酒は、ブドウ糖やビタミンＢ１など、豊富なビタ

ミン類とアミノ酸を含んだ健康飲料です。

６月に開催された第５回食育推進全国大会で、市内

の発酵食品のＰＲを兼ねて来場者に試飲いただいた甘

酒ドリンクのレシピを紹介します。さまざまなジュー

スでアレンジしてみてはいかがですか?

夏夏バテ防止に甘酒ドリンクを作りませんか夏バテ防止に甘酒ドリンクを作りませんか？？

６５歳以上の人を対象に結核健康診断（胸のレ

ントゲン）を実施します。

と き ８月３１日（火）

ところ 下表のとおり

※他地区については、９月号の広報かしまでお

知らせします。

結核健康診断を受けましょ結核健康診断を受けましょうう

対象区実施場所受付時間

母ヶ浦・西葉母ケ浦公民館
９時３０分～

１０時

大宮田尾・小宮道

東塩屋・西塩屋
小宮道公民館

１０時３０分～

１１時３０分

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 ８月２０日（金）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

注 意 点 妊娠の可能性がある人は受けられま

せん。

定 員 ３０人（先着順）

申込締切 ８月１３日（金）

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

８月２日（月）から８月８日（日）までは、

『はしか予防週間』です。

下記医療機関で、土曜日または日曜日に麻し

ん風しん混合の予防接種が受けられます。

平日に実施している医療機関もあります。

対象となる人でまだ接種がお済みでない場合

は、ぜひこの機会に受けましょう。

愚土・日曜日実施の市内医療機関（要予約）

愚土・日曜日実施の市外医療機関

直接医療機関にお問い合わせください。

８月４日は『はしかの日８月４日は『はしかの日』』

－レシピ（１人分）－

毅甘酒(ノンアルコール)・・・１００g

毅デコポンジュース・・・・・・・・１００cc

毅牛乳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００cc

全部の材料をミキサーにかけ、よく冷

やしてお召し上がりください。

接種可能な人時間帯医療機関日
すべての対象者
（P.１７参照）

９時～
１２時

稲富小児科
７日
（土）

中学１年生と高校３
年生相当年齢のみ

９時～
１１時

織 田 病 院
７日
（土）

１歳児と年長児のみ
９時～
９時３０分

志 田 病 院
７日
（土） 中学１年生と高校３

年生相当年齢のみ
９時～
１２時

すべての対象者
（P.１７参照）

９時～
１２時

田 中 医 院
７日
（土）

中学１年生と高校３
年生相当年齢のみ

７時～
１１時３０分

森 田 医 院

７日
（土）

中学１年生と高校３
年生相当年齢のみ

８時～
１０時

８日
（日）

中学１年生と高校３
年生相当年齢のみ

８時３０分～
１２時３０分

薬師寺医院
７日
（土）
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健 手

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）３３７３８月の子育て

３歳６ヵ月健診
対 象 平成１９年１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

５日（木）１歳６ヵ月健診
対 象 平成２１年１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２２年４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）

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

４４・１１・１８・２・１１・１８・２５５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

４・１４・１８８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

１７日（火１７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）

のびのびサークル １０時～１２時
対 象１歳７ヵ月児～就学前児と保護者

よちよちサークル １０時～１２時
対 象５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

４日（水）北公園『ジャブジャブ楽しいな』※暑さ対策を！

１８日（水）楠風館『ひんやりおやつ』（おやつ代１家族１００円）

６日（金）北公園『チャップン初体験』※暑さ対策を！

２７日（金）楠風館『ママのホッとひといき』（おやつ代１家族１００円）

子育てサークル 会場受付９時４５分～１０時 子育てひろば 会場受付１１時～１５時

ところ子育てひろば名と き

七 浦 公 民 館うさぎさん３日（火）

七 浦 公 民 館ぞ うさん１０日（火）

古 枝 公 民 館ひよこさん１７日（火）

古 枝 公 民 館きりんさん２４日（火）

対 象 就学前児と保護者 だだし、「ひよこ」

は１歳未満の赤ちゃんとその保護者

育育 児 相育 児 相 談談
月～月～金金（休館日（休館日をを除除く）く）

気軽にご相談ください気軽にご相談ください。。
受付受付 ９～９～１７１７時時
対象対象 子育て中の子育て中の人人
場所場所 子育て支援セ子育て支援センンターター

育児相談、子育てサークル、子育てひろばの問合先 子育て支援センター（エイブル１階） 緯（６３）０８７４

場所・問合先 エイブル１階 保健センター 緯（６３）３３７３
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８月

葉月
はづき

１日（日） 祐徳夏まつり 祐徳稲荷神社周辺

１日（日） 市子連球技大会

祐徳グラウンドほか ８時１５分～

７日（土） 松坂慶子の朗読しばい

市民会館 １４時～

７日（土）～８日（日） 第４７回鹿島おどり【P.１４参照】

中心商店街ほか １９時３０分～

１６日（月） 市消防団夏季訓練

祐徳グラウンド ７時３０分～

２０日（金） 鹿島市同和問題講演会【P.２参照】

市民会館 開演１４時～

２２日（日） 市内中学校音楽会サマーコンサート【P.１５参照】

市民会館 １３時３０分～

2５日（水）～2８日（土） 第２６回鹿島ドリームシップ 沖縄

３１日（火） 琴路神社通夜 琴路神社

愚無料法律相談（市民優先） 市民会館２階

１９日（木）受付１３時～１４時 （先着１０人）１３時３０分開始

２６日（木）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階和室

３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

愚消費生活相談 市民会館１階サロン

２・９・１６・２３・３０日（月）、６・１３・２０・２７日（金）

１０時～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 保健センター

ＮＰＯ法人それいゆ（県委託先） 緯０９０（６２９５）３３５０

愚障害児地域療育支援巡回相談（言語訓練）

２６日（木）１３時３０分～１６時 福祉事務所相談室

愚こころの健康相談（臨床心理士・看護師 対応）

福祉会館１階相談室

１８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 市民会館１階サロン

３・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・１８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

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

１０月号９月号
９月１日８月４日

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

アルバ薬局犬塚病院 緯（６３）２５３８１日（日）

祐信堂薬局中村医院 緯（６３）９２３４８日（日）

おおぞら薬局田中医院 緯（６３）４０８０１５日（日）

ミズスカイロード店織田病院 緯（６３）３２７５２２日（日）

西牟田薬局稲富小児科 緯（６３）３９１４２９日（日）

市水道課 緯（６２）３７１８へお問い合わせください。

引っ越しなどにより新しく水道を使用したいときや
使用をやめたいとき、使用者を変更したいときなどは、
水道課への届け出が必要です。異動の前日までに水道
課窓口までお越しください。
※土・日・祝日は業務を行っていないため、事前に手
続きが必要となります。平日に都合がつかれない人は
下記までお問い合わせください。
問合先 市水道課管理係 緯（６２）３７１８

（８月分）
７・１４・２１・２８日（土）
１・８・１５・２２・２９日（日）

市役所
保健センター

２・９・１６・２３・３０日（月）
２６日（木）

市民図書館

２・９・１６・２３・３０日（月）
エイブル
生涯学習センター

３・１０・１７・２４・３１日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館


