
８月３日、鹿島市と友好結縁を締結している大韓民

国全羅南道高興郡にある
ゼ ン ラ ナ ン ド ウ コ フ ン グ ン

大西初等學校（小学校）の子ど
テ ソ

もたちが、北鹿島小学校の子どもたちと異文化交流を

しようと３泊４日の行程で鹿島市を訪問しました。

歓迎・交流会では、石瀧彩乃さんが「早く友だちに

写真

日韓子ども交流事業

平成２２年７月３１日現在

市市の市の木木 市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい

なって、高興郡のことを教えてください」と話しまし

た。４日には、北鹿島小学校で姉妹校締結式が行われ、

来年は北鹿島小学校の子どもたちが、大西初等學校を

訪問することになります。

トピックスに関連記事があります。

対 前 月 比世 帯 数人 口
鹿 島 市

世帯６－人２２－世帯１０,５８６人３１,５７２

世帯２＋人４＋世帯５,１８１人１４,２３４鹿 島

世帯１－人４－世帯１,１６３人３,８９４能 古 見

世帯０人４－世帯９８６人３,２１７古 枝

世帯１－人２－世帯１,０５６人３,２４４浜

世帯４－人１８－世帯１,２１２人３,７２６北 鹿 島

世帯２－人２＋世帯９８８人３,２５７七 浦

人３－人１４,８３２男

人１９－人１６,７４０女
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地域公共交通は、高齢者・学生などの交通

弱者のために必要な生活の基盤です。

しかし、自家用車の普及等で利用者が減少

し、路線の維持が困難になってきています。

そのため、鹿島市の実情に合った持続可能

な地域公共交通を確立することを目標に、鹿

島市地域公共交通総合連携計画を平成２２年３

月に策定しました。

その目標達成のために、平成２２年１０月から

市内循環バスと高津原のりあいタクシーの試

験運行を始めます。

試験運行の際には、利用状況や利用者の意

見・要望をお聞きしながら、運行内容を検討

・改善していきたいと考えています。

試験運行は、平成２５年３月３１日までです。

なお、試験運行期間に一定の利用が見込め

ない場合は廃止となります。

この試験運行が、市民の皆さんにとって鹿

島市の地域公共交通を考えるきっかけになる

よう努めますので、バスやタクシーの安全運

行と利用についてご協力をよろしくお願いし

ます。

問合先 企画課企画係 緯（６３）２１０１

特集 地域公共交通活性化に向けて

市内循環バス・高津原のりあいタクシーを試験運行
－平成２２年１０月から平成２５年３月３１日まで－

高津原のりあいタクシ高津原のりあいタクシーー
１日５１日５便便（火・木・土の（火・木・土のみみ運行運行））

※祝祭日・盆・年末年始は運※祝祭日・盆・年末年始は運休休

吹 上 線…吹上公民館⇔犬塚病院 ［３便］

旭ヶ岡線…旭ヶ岡保育園前⇔モリナガ［２便］

定額運賃

ひとり３００円

（小学生１５０円）
未就学児無料

市内循環バ市内循環バスス

１日６１日６便便（月～（月～土土運行運行））
※日曜日※日曜日・祝祭日・年・祝祭日・年末末年始は運休年始は運休

バスセンター発岳市街地岳市役所岳

（東回りまたは西回り）岳市役所岳市街地岳

バスセンター着［東回り３便、西回り３便］

定額運賃

ひとり２００円

（高校生以下１００円）
未就学児無料

市内循環バス・高津原のりあいタクシーの時刻表などの詳細は、9月に全戸配布するバスマップでご確認ください。
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市内循環バス・高津原のりあいタクシーの路線、のりば

の り ば 名№の り ば 名№

泉通り⑫鹿島バスセンター①

新設行成公民館⑬鹿島新町（織田病院前）②

新設九州労働金庫前⑭新設ピオ・納富病院前③

新設どんとこい前⑮新設よらんね④

行成⑯新設高木眼科前⑤

新設ララベル前⑰新設御神松⑥

新設ドラモリ・コメリ前⑱鹿島総合庁舎前⑦

しめご橋⑲西牟田（別府整形外科前）⑧

鹿島農協入口⑳公園入口（佐賀西信用前）⑨

小舟津鹿島中川⑩

新設鹿島市役所・エイブル前⑪

の り ば 名№の り ば 名№

織田病院⑪吹上公民館①

よらんね⑫かんらん②

犬塚病院⑬天神様前③

旭ヶ岡保育園前⑭中谷④

吹上荘⑮旧公民館前⑤

田澤記念館⑯西峰団地⑥

六洲荘前⑰西ノ谷上⑦

城内⑱西ノ谷下⑧

教育会館前⑲モリナガ⑨

高木眼科前⑩

※高津原のりあいタクシーのりばは、すべて

新設となります。

路線図

市内循環バス

高津原のりあいタクシー

吹 上 線

旭ヶ岡線
※丸数字は路線毎ののりばです。

市内循環バスのりば 高津原のりあいタクシーのりば

※市内循環バスのりばは、祐徳バス（株）のバス停と新設のり

ばを併用します。

御御神御神松松

よらんよらんねね

鹿島中鹿島中川川

しめごしめご橋橋

行行成成吹上公民吹上公民館館

西峰団西峰団地地
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１０月１日は、国勢調査。
ニッポンの今を知り、未来をつくるための調査です。

９月下旬から、皆さんのお宅に調査

票と提出用封筒を配布します。お届

けするのは総務大臣が任命し、守秘

義務が課せられた国勢調査員です。

調査票に記入していただいた内容は、

統計の目的以外に使用することはあ

りません。調査票は、外部にもれな

いように厳重に管理し、集計が完了

した後には完全に溶かし、再生紙と

して生まれ変わります。

記入していただいた調査票は、封を

して国勢調査員に渡していただくか、

市役所に郵送していただくか、ご希

望の方法で提出できます。

国勢調査員が伺います国勢調査員が伺います。。 個人情報の保護は万全です個人情報の保護は万全です。。 調査票の提出方法が選べます調査票の提出方法が選べます。。

キャンペーンサイト公開中！

http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2010/special/index.htm

総務省・佐賀県・鹿島市
詳しくは 検索平成２２年国勢調査

応募資格 県内にお住まいの皆さん

応募方法 官製はがきまたはインターネット（さが統

計情報館に掲載）

応募点数 はがき、インターネットのいずれかで１人

１点まで。２点以上応募された場合は全部

無効となります。

応募締切 １０月１５日（金）当日消印有効

入賞者決定 平成２２年国勢調査の結果による佐賀県人口

（速報値）に一致したもの、またはこれに近

いものから順位を決定します。「特別賞」は、

入賞者を除く応募者から抽選で決定します。

入賞者発表 平成２３年２月中に入賞者へ通知

賞 品 １ 等 旅行券３万円分（１人）

２ 等 旅行券２万円分（１人）

３ 等 図書カード１万円分（１人）

４ 等 図書カード５千円分（３人）

５ 等 図書カード１千円分（５人）

特別賞 県民手帳（３０人）

あ て 先 〒８４０－８５７０

佐賀県庁統計調査課内(住所不要)

国勢調査佐賀県実施本部 人口予想クイズ係

≪インターネット≫さが統計情報館

（佐賀県統計調査課ホームページ）

http://www.pref.saga.lg.jp/web/kensei/_1366/toukei/jinkou.html

問 合 先 県統計調査課 緯０９５２（２５）７０３７

平成２２平成２２年年国勢調査 佐賀県人口予想クイ国勢調査 佐賀県人口予想クイズズ

問 題

平成２２年１０月１日に実施される国勢調査による

佐賀県の人口は何人でしょうか？

ヒント 国勢調査による佐賀県の人口推移

８８４，３１６人平成 ７ 年

８７６，６５４人平成１２年

８６６，３６９人平成１７年

国勢調査での佐賀県の人口予想クイズを行います。皆さんぜひ挑戦してみてください。

特集 平成２２年国勢調査
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－ 国勢調査Ｑ＆Ａ －

Ａ いいえ、違います。

国勢調査は国連が提唱する世界的事業の一環でも

あるのです。国連では、世界各国に対し、２０１０年を

中心として国勢調査を実施するよう勧告しています。

今年は日本をはじめとして中国、アメリカ合衆国

など６１ヵ国、２０１１年にはヨーロッパの国々を中心に

５７ヵ国で国勢調査が行われ、２０１４年までに世界人口

の９７％に相当する人々が国勢調査に参加します。

Ａ 平成２２年１０月１日現在、日本国内に住んでいるす

べての人が対象になります。

生まれたばかりの赤ちゃんはもちろん、３ヵ月以

上日本に住んでいる（住むことになっている）外国人

の方も調査の対象です。

Ａ 国勢調査員は、市町村長の推薦に基づいて総務大

臣が任命する非常勤の国家公務員です。

調査員には統計法により守秘義務があり、調査上

で知り得た秘密をもらしてはならず、違反すると罰

則もあります。

Ａ 国勢調査は、人口・世帯の実態を明らかにする国

の最も重要な統計調査のことです。調査は５年ごと

の１０月１日に実施され、平成２２年国勢調査は、大正

９年（１９２０年）を第１回として、１９回目に当たります。

日本で国勢調査をスタートさせるきっかけを作っ

たのが、佐賀出身の大隈重信公ということをご存知

ですか？明治１４年、当時参議であった大隈公は「統

計院設置の件」とういう建議で、社会経済の実態を

明らかにする統計の必要性を述べています。

これが後に国勢調査開始の原動力となったのです。

Ａ 男女の別、出生の年月、就業状態、世帯員の数な

ど全部で２０項目です。これらの調査項目を組み合わ

せて集計することにより、地域別・年齢別人口や若

者や女性の就業状態など、さまざまな結果を詳しく

提供できます。

Ａ 平成２２年国勢調査では、できるだけ回答しやすく

提出しやすい調査とするため、以下の３点を変更し

ました。

①すべての世帯で、調査票を封入して提出していた

だくことになりました。国勢調査員は開封すること

なく市に提出しますので、調査員が記入内容をみる

ことはありません。なお、世帯の人から記入誤りが

ないか確認してほしいなどの要望があった場合には、

調査員がその確認を行います。

②調査票を郵送でも提出できるようになりました。

すべての世帯に郵送提出用封筒（料金受取人払い）

を配布します。郵送提出を希望される方は、この封

筒をご利用ください。

③国勢調査コールセンターが設置されますので、調

査票の記入についてわからないことへの問い合わせ

が気軽にできます。コールセンターの電話番号は、

調査票などと一緒に配布される「調査票の記入の仕

方」をご覧ください。

Ａ 例えば、地方交付税の算定や都市計画の策定の際

には、国勢調査の結果による人口（人口総数・就業

人口・年齢別人口・世帯数など）を用いることと定

められています。

この他にも将来人口の予測や防災計画の策定など

の基礎資料として活用されます。

また、調査結果は統計局のwebサイトなどで自由

に閲覧・利用できますので、企業が商品開発等に利

用することもあります。

問合先 鹿島市国勢調査実施本部（企画課内）

緯（６３）２１０１

Ｑ 国勢調査ってなに？

Ｑ 国勢調査で何を調べるの？

Ｑ 今回の国勢調査は今までと何か違うの？

Ｑ 国勢調査員ってどんな人？

Ｑ 国勢調査に答える人って？

Ｑ 国勢調査って日本だけ？

Ｑ 調査結果はどんなことに使われるの？
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多年にわたり家族や地域社会に尽くしていただいたお年寄り

を敬愛し、長寿を祝う日として『敬老の日』が定められています。

この日を契機として、皆さん一人ひとりがさまざまな高齢者

の問題を身近なこととして理解しましょう。

そして、だれもが生きがいを持ち健康で安心して生活できる

豊かな長寿社会を目指しましょう。

怯敬老行事
この日を中心に各地区や各部落で敬老行事が行われ

ますので、積極的にご参加ください。

怯関連事業
県および市では、高齢者の健康と長寿を祝って次の

事業を行います。

潤敬老祝金と敬老祝品の贈呈
県内・市内に１年以上住所を有する人が対象です。

［佐賀県］

今年度で１００歳になる人に祝品を贈ります。

［鹿島市］

今年度で８８歳と１００歳以上の人に祝金を贈ります。

問合先 保険健康課長寿社会係 緯（６３）２１２０

@敬 老 行 事 の 場 所 と 日 程

部落ごとに開催鹿 島

部落ごとに開催能古見

９/２３１０時～祐徳稲荷神社参集殿古 枝

９/２０１０時～臥竜ヶ岡体育館浜

９/２３１０時～北鹿島体育館北鹿島

９/２０１０時～七浦海浜スポーツ公園七 浦

みんなで祝いましょう

敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬老老老老老老老老老老のののののののののの敬老の日日日日日日日日日日日

怯第４０回鹿島市老人クラブ大会

と き ９月１６日（木） ９時～１５時

ところ 鹿島市民会館大ホール

内 容 式典および講演 ９時～１２時

演芸交流会 １３時～１５時

怯趣味の作品展

と き ９月１５日（水）～１６日（木）

ところ 鹿島市民会館ホワイエ

応募資格 市内在住の６０歳以上の人

（グループ出品もできます）

応募部門 絵画・写真・工芸・手芸・彫刻等

受 付 ８月３０日（月）～９月１０日（金）

※土・日を除く

怯囲碁大会

と き ９月６日（月）９時～

ところ 福祉会館１階 和室

参加資格 市内在住で６０歳以上の人

参加費 １,２００円（昼食代含む）

怯 スポーツ大会

と き １０月７日（木）※雨天順延

８時３０分～１２時３０分

ところ 中川公園グラウンド

すこやか長寿祭

問合先 鹿島市老人クラブ連合会事務局
緯（６２）３３９０

特集 敬老の日
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私たち市民は、高齢者が家庭や社会で尊重され、生きがいとゆとりのある健康長寿と福祉のまちづくりをめざし、

この憲章を定めます。

一、高齢者を尊敬し、みんなでささえあうまちをつくりましょう。

一、高齢者が、生涯を通じて学び、生きがいのある暮らしができるまちをつくりましょう。

一、高齢者すべてが、心身ともに健やかに、自立した生活ができるまちをつくりましょう。

一、高齢者のゆたかな知識と経験を生かし、社会の一員として活躍できるまちをつくりましょう。

一、高齢者が安心して暮らせるよう、保健・医療・福祉の充実したまちをつくりましょう。

高齢者福祉サービスの紹介
高齢者福祉に関する相談・問合先

市保険健康課長寿社会係 緯（６３）２１２０

地域包括支援センター 緯（６３）２１６０

鹿島市高齢者憲章 平成１８年３月制定

※ サービスによって、事前に訪問調査を行い、利用できるか判定が必要になります。

また、介護保険サービスと合わせて利用できるサービスもありますので、ご相談ください。

外出支援サービス

車イスや補助具を使用している人で、

指定された遠隔地域の人に市内の通

院や公共施設への外出を車イス搬送

用の車でお手伝いします。

軽度生活援助

ひとり暮らしの高齢者、または高齢

者のみの世帯で、生活面で援助の必

要な人に、調理・洗濯・掃除などを

お手伝いします。

食生活改善事業（会食）

ひとり暮らしの高齢者が月１回公民

館等に集まり一緒に食事を作って食

べ、食生活を改善します。

グループリビング

近くに身寄りがなく、自立した高齢

者の人で、一人で生活するのが不安

な人。共同で助け合いながら生活し

てみませんか？

配食サービス

ひとり暮らしの高齢者、または高齢

者のみの世帯で調理のできない人、

健康管理の必要な人に栄養のバラン

スのとれた食事をお届けします。

グループリビングショートステイ

ひとりで家にいるのが不安な人や家

族が不在の時、グループリビングの

空き部屋に短期間の宿泊ができます。

支援が必要な人へ
生活へのお手伝い

生きがいデイサービス

レクリエーション、健康チェック、

入浴、昼食などで楽しい１日を過ご

せます。

陶芸教室

陶芸を通じて仲間づくり。

シルバー人材センターでの活動

様々な経験を生かして働くことによ

り生きがいを見つけてみませんか。

老人クラブ活動

生きがいと健康づくりによる元気な

高齢者づくりに取り組んでいます。元気な人へ
生きがいづくり、
介護予防への支援

紙オムツ支給

在宅で常時失禁状態にある高齢者の

人に対し、所得に応じて紙オムツを

支給しています。

高齢者位置検索システム

徘徊行動がみられる高齢者を介護し

ている家族に、高齢者位置検索シス

テム利用時の初期費用を助成します。

介護が必要な人へ
お手伝い

愛の一声ネットワーク

ひとり暮らしの高齢者の人を中心に

ネットワークをつくり、一日一回の

見守りを行います。

緊急通報設置

ひとり暮らしの人に緊急通報装置を

取り付け近隣の人による見守りを行

います。

その他の
サービス
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決算収支歳出歳入会計区分

３億１,１２７万円１２８億１,１０７万円１３１億２,２３４万円一般会計（地方財政状況調査）

７４万円１６億４,６０３万円１６億４,６７７万円公共下水道事業

特
別
会
計

３８万円２３万円６１万円谷田工場団地造成・分譲事業

（赤字）△１億１,４２０万円４２億５,８１０万円４１億４,３９０万円国民健康保険

（赤字）△７６万円１,０５８万円９８２万円老人保健

９７万円３億３,９７９万円３億４,０７６万円後期高齢者医療

平成２１年度の各会計の決算状況は、一般会計は黒字でしたが、国民健康保険特別会計と老人保健特別会計が

赤字決算となりました。これらの決算は９月市議会に提案し、市議会決算審査特別委員会での審査を経て、１２

月市議会で決算認定（適否）の採決が行われます。 問合先 財政課 緯（６３）２１１４

怯一般会計決算の状況（構成）

怯指標でみる財政事情

２０年度２１年度主な指標と説明

９４.２％９２.４％

市税や地方交付税など毎年入ってくる財源がどのくらい自由に使えるかの
指標で、財政構造の弾力性（余裕）を示し、低いほど余裕があります。
生涯学習センターなどの指定管理に伴う物件費の増、一部事務組合負担金
の増などがあったものの、人件費、公債費などは順調に減少したことによ

り１.８ポイントの改善となりました。

経常収支比率

０.４４３０.４４１

市町村の財政力（自前で調達できる財源）を示す指標で、１.０００に近いほど財

政に余裕があります。

鹿島市の税収は堅調で一定水準を確保しているので、さらに自主財源の充

実を目指します。

財 政 力 指 数

１１.６％１０.３％

市町村の標準的な一般財源の規模を「標準財政規模」といい、これに対す

る公債費の割合で、現在の借金額が妥当か判断する数値。

１８年度が公債費のピークであったため、今決算では１.３ポイントの改善と

なりました。

起債制限比率

１８.１％１５.８％

起債制限比率に公共下水道など公営企業や衛生施設組合など一部事務組合
も含めたもの。１８％以上の団体は地方債の借入に適正化計画の策定と県知
事の許可が必要となり、２５％以上になると借入が制限されます。今決算で
は、繰上償還を行った結果、１８％を大幅に下回り、許可団体から協議団体
へと移行しました。今後もゆるやかに減少していくものと想定しています。

実質公債費比率

怯決算の概要

平成２１年度 鹿島市の決算状況
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鹿島市一般会計では、行財政改革の成果もあり、平

成１２年度以降、財政調整基金（貯金）の取崩しをする

ことなく財政運営を行っています。

また、平成１２年度のピーク時には１３８億円あっ

た市債（借入金）残高は、平成２２年度末で９４億円に

減少する見込みです。返済金の金額を国からの交付金

で賄える「臨時財政対策債」を除けば、実質６０億円の

市債（借入金）残高になると見込んでいます。

平成２１年度の歳入全体としては、国の経済対策と

して実施された各種交付金事業の増加により、前年比

４.１％の増となったものの、税収については世界的な

不況の影響などを受け、前年比４.５％の大幅減となり、

これまで以上に自主財源の確保が厳しくなっている現

状であって、地方交付税（国の交付金）や国県の補助金

等に依存する形になっています。

歳出面では、少子高齢化対策、道路整備、公共下水

道事業などの都市基盤整備、さらに基幹産業である農

林水産業の活性化対策、学校施設の改修などで、今後

も引き続き財政需要の増加が見込まれるなか、事業の

優先度を検証し、さらなる財政の健全化を図っていく

必要があります。

怯平成２１年度の主な目的別予算配分（決算額、構成比）

怯財政の現状と今後の展望

学校教育・

生涯学習

１２億１,５７６万円

９％

商工観光・

雇用対策

５億７,５４６万円

４％

土木・建設・

災害復旧

１１億２,０２７万円

９％

農林水産業

の振興

７億９,２２９万円

６％

議会・総務・

消防

２８億８,３３９万円

２３％

福祉・衛生

４６億９,６７１万円

３７％
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鹿島市の国保会計は、平成１５年度から単年度収支が赤字

に陥り、平成１８年度末で２億３,６８６万円の累積赤字を抱

えていました。

そのため、平成１９年度から平成２１年度までの３年間で

段階的に国保税率の改定（値上げ）を行い、また、特定健診や

特定保健指導による生活習慣病の早期発見や予防など、医療

費を抑制する取り組みも行っています。

さらに、平成２１年度には累積赤字を解消するために、一

般会計から１億２,０４４万円を繰り入れさせていただきまし

た。この繰入金は、国保会計で賄うべき累積赤字が多額で

あったため、特別な措置として平成２１年１２月市議会に提

案し可決されたもので、市報（平成２２年２月号）で市民の皆

さまにご理解をお願いしたところです。

国保加入者の皆さまはもとより、国保以外の市民の皆さま

のご理解により、平成２１年度末で累積赤字は１億１,４２０

万円に減少し、国保会計の健全化が進みつつあります。

鹿島市の国保税は県内で一番高いという新聞報道がありま

した。一部市町では、巨額の累積赤字を抱えながらも低い保

険税率に据え置いたままのところもあるようです。

道路などの施設は、将来にわたって使用するものであり、

その費用の一部（償還金）を将来の市民が負担するという考え

はできますが、鹿島市では、国保会計の赤字はその時々の加

入者で解消すべきであり、１０年後、２０年後の将来に残す

ものではないという考えでご負担いただいているところです。

国民健康保険は、加入者の皆さまの貴重な保険税で運営さ

れています。国保の健全運営のために、今後もご理解をいた

だきますようお願いします。

問合先 保険健康課国保係 緯（６３）２１２０

平成２１年度
鹿島市国民健康保険特別会計（国保会計）の決算状況

図１） 保険給付費と国保税額

図２） 単年度赤字と累積赤字

図３） 平成２１年度 決算状況

鹿島市国鹿島市国保保の特定健診（追加実施）のお知らの特定健診（追加実施）のお知らせせ
鹿島市国保の特定健診は、４月１９日～７月３１日に実

施しましたが、この期間に受診できなかった人の追加

健診を１０月～１１月に実施します。

※４月１９日～７月３１日期限の特定健診受診券などは

使用できないため、新しい受診券を送ります。

また、４月２日以降に国保の資格を取得した人の特

定健診を１０月～１１月に実施します。

申込受付後に受診券を送ります。

申込・問合先 保健センター 緯（６３）３３７３

受診を希望する人は電話でお申し込みください。
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鹿島市の防災・防犯・緊急情報を配信しています
お
知
ら
せ

８月から佐賀県「防災ネットあんあん」を使って、鹿島市内の防災・防犯・緊急情報を配信しています。

※佐賀県「防災ネットあんあん」とは、県民の皆さんが安全・安心を確保するための一助として、携帯電話等のメー

ル機能を使った各種防災情報等を配信する佐賀県の防災・安全・安心情報配信システムで、利用するには登録が必

要です。

潤登録方法

①佐賀県「防災ネットあんあん」に登録済の人

覚登録情報の変更手続きを行い、「市町情報地域

の選択」で「鹿島市」を選んでください。

②新規登録

覚携帯電話またはパソコンからhttp://esam.jpへ

アクセスし登録してください。

左のＱＲコードからもアクセスできます。

画面に従って、必要な情報を選択し、「市町情報

地域の選択」で「鹿島市」を選んで登録してく

ださい。

問合先 総務課消防交通係 緯（６３）２１１３

潤配信する主な情報

①大雨や台風時に市役所に設置する災害対策本

部の設置・解散情報

②大雨や台風時の道路（林道等は除く）冠水等に

よる通行止めなどの情報

③継続的に発生している盗難などの情報

※気象情報（注意報・警報）、不審者情報、火災情

報などは、県や警察署より配信

市では子育て家庭が安心して外出できる環境を整え

るため、ベビーシートやキッズスペースの設置などを

新たに整備する民間事業者に対して、経費の一部を補

助します。

対象施設

民間事業者が所有または管理する施設で、子育て家

庭など不特定多数の人が利用する市内の施設

補助対象経費

・ベビーシート、ベビーカーなど備品購入経費

・キッズスペース、授乳室などの設置工事費など

※設備・備品等の老朽化に伴う買い替えは対象外

※購入費などに係る消費税相当額は対象外

補助基準額（１施設当たり）

備品購入のみの場合

対象事業費の１０割（上限５０万円）

設置工事を伴う場合

対象事業費の１０割（上限１００万円）

申請方法（備品購入後・工事着工後の申請はできません）

福祉事務所または市のホームページで配布する申請

書に必要事項を記入し、９月３０日（木）までに福祉事務

所へ提出してください。

その他

佐賀県子育て応援の店に登録することなどの諸条件

がありますので、事前にお問い合わせください。

問合先 福祉事務所社会福祉係 緯（６３）２１１９

民間施設のベビーシート（おむつ交換台）設置費用などを補助します

地域子育て創生事業補助金 申請者募集

お
知
ら
せ

内 容 舞台発表

①仕舞「老松」

②マンドリン合奏

③日舞「面浮立の歌」

④にわか「祐徳まいり」

講演 「木版摺更紗・伝統と創造」

－型の美を求めて－

講師 染色家（人間国宝）

鈴田滋人 さん
す ず た し げ と

問合先 鹿島市文化連盟 向井

緯（６２）６４３５

文化講演会
「第３７回県民フォーラム」と合同

で開催します。

と き ９月４日（土）開演１３時～

ところ 鹿島市民会館ホール
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献血だからこそ
支えられる尊い生命があります！
救急医療週間の行事の一環として、献血車による

献血が実施されます。皆さんぜひご協力ください。

と き ９月９日（木） ９時～１３時

ところ 鹿島消防署内駐車場

「救急の日」は、救急業務および救急医療に対して住

民の理解と認識を深めていただくことなどを目的に昭

和５７年に定められました。

以来、毎年９月９日を「救急の日」とし、この日を含

む１週間を「救急医療週間」として、全国各地でさまざ

まな行事が実施されます。

平成１６年７月から一般市民によるＡＥＤの使用がで

きるようになり、鹿島消防署管内でもＡＥＤを含めた

応急手当講習会の申込みも増えつつあります。

現在、救急車が到着するまでに約７分間かかり、こ

の間の皆さんの応急処置、ＡＥＤを含めた心肺蘇生法

で救命の可能性が大きく変わってきます。

この機会に皆さんもより一層の関心を持っていただ

き、救急の講習会等が開催された場合は積極的に参加

してみてください。

ＡＥＤを含めた応急手当講習会に関することは、

鹿島消防署救急係 緯（６３）１１１９まで

９月９日は『救急の日』
－９月５日（日）から１１日（土）までは『救急医療週間』です－

お
知
ら
せ

９月１０日は下水道の日です
お
知
ら
せ

怯下水道の役割

海や川の汚染原因の７０％は家庭から流れる台所、洗

濯、入浴等の生活排水だといわれています。下水道は、

トイレだけでなく、これらの排水も下水道管を通して

集め、浄化センターできれいにして海へ流しています。

怯下水道はくらしと環境を守ります

毅生活環境が改善されます

覚悪臭やハエなどの発生を防ぎます。溝掃除も楽

になります。

毅水洗トイレが使えます

覚掃除等のお手入れが簡単で、お年寄りや子ども

も安心して使えます。

平成２２年度から、北鹿島・大字高津原に加え、大字

納富分の一部区域でも下水道が使えるようになりまし

た。鹿島市のみらいに豊かな自然を残すためにも、ぜ

ひ下水道への接続をお願いします。

なお、排水設備の工事につきましては、市の指定工

事店へお問い合わせください。

下水道についてお尋ねになりたいことがありました

ら、気軽にご相談ください。

問合先 環境下水道課下水道係 緯（６３）３４１６

下水道の全国的な普及を図るため、１９６１年に『全国下水道促進デー』として始まりました。

９月１０日に定められたのは、下水道の大きな役割のひとつである『雨水の排除』を念頭に台風シーズンであるこ

の時期が適当であるとされたことによります。

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。

総務省では、経済的な理由等で地上デジタル放送に

移行することが難しい世帯に対し、簡易なチューナー

１台の無償給付等の支援を実施しています。

支援対象 生活保護世帯や障がい者世帯などのＮＨＫ

放送受信料が全額免除となっている世帯

（２２ページのお知らせをご覧ください。）

支援内容 簡易なチューナー１台の無償給付をはじめ、

必要に応じたアンテナ改修、共同受信施設

やケーブルテレビの改修経費の支援など

申込期限 平成２２年１２月２８日（消印有効）

天候不順などの理由で支援が遅れる場合が

あります。平成２３年度の支援は未定。

問 合 先 総務省 地デジチューナー支援センター

緯（０５７０）０３３８４０

平日９時～２１時、土日祝日９時～１８時

地上デジタル放送を受信するための
簡易なチューナーの無料給付等の支援があります

お
知
ら
せ
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業務内容等の問合先業務内容雇用期間募集人員事 業 名

教育総務課

緯（６３）２１０３

特別の支援を要する児童生徒に対する支援

６ヵ月以内

（更新あり）

５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２人学習支援員事業

ホームページの作成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情報発信に関する業務５人学校運営支援員事業

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「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、１０月に市が直接雇用する日日雇用職員等を次

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

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・募集人員・雇用期間などの詳細は、市の

ホームページや下記までお問い合わせください。

問 合 先 市総務課職員係 緯（６３）２１１３

ハローワーク鹿島 緯（６２）４１６８

【緊急雇用対策】 日日雇用職員を募集します
募

集

４月から申請を受け付けていました子ども手当の申

請期限が迫っています。

９月３０日（木）までに申請すると４月分にさかのぼっ

て満額の支給が受けられます。

ことし３月末時点で児童手当の対象であった子ども

については、申請が免除されていますが、中学生の子

どもなど、新たに子ども手当の対象となる子どもを養

育されている人は、申請（認定請求）が必要です。

（※公務員の申請先は勤務先になります。）

支給額（月額） 子ども１人につき１３,０００円

問合先 福祉事務所社会福祉係 緯（６３）２１１９

子ども手当の申請はお済みですか？
お
知
ら
せ

警察では、警察相談専用電話の「＃９１１０」番に

ちなんで、毎年９月１１日を「警察相談の日」としてい

ます。相談は、警察本部の警察相談室のほか、各警察

署でも受け付けています。

＃９１１０とは？

不審な電話やメールが来た、身近なトラブルで相談

があるなどという方のために２４時間相談可能な相談専

用ダイヤル「＃９１１０」番を設置しています。

電話回線が「ダイヤル式」「一部のＩＰ電話」からは、

「０９５２（２６）９１１０」番におかけください。

プライバシーや個人情報の保護等には十分配慮して

おりますので、遠慮なくご相談ください。

問合先 鹿島警察署 緯（６３）１１１１

９月１１日は警察相談の日
お
知
ら
せ

『秋の交通安全県民運動』 ９月２１日（火）から３０日（木）まで
～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）

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恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭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狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂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
教

橋
橋
橋
橋

９月３０日までに
手続きをお忘れなく！
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と き ９月１２日（日）１２時～１６時３０分

ところ 祐徳稲荷神社

※雨天時祐徳稲荷神社参集殿

主 催 同実行委員会

問合先 市観光協会緯（６２）３９４２

市商工観光課緯（６３）３４１２

出演演目

１２時 飯田保育園飯田よさこい

共生保育園鹿島一声浮立

新籠獅子舞

久保山一声浮立

浅浦面浮立

高津原鉦浮立

１４時頃 アトラクション

西葉一声浮立

三嶽神社獅子舞

母ヶ浦面浮立

祐徳の舞

多久孔子の里釈菜の舞
せ き さ い

１６時頃 長崎龍踊り
じ ゃ お ど

出演団体

飯田保育園

共生保育園

新籠区

久保山区

浅浦面浮立保存会

高津原ふるさと芸能保存会

鹿島日本舞踊協会、ほとめき会

西葉芸能保存会

西三河内区

母ヶ浦面浮立保存会

祐徳稲荷神社

孔子の里釈菜の舞（多久市）

長崎女子高等学校龍踊部（長崎市）

同日開催七浦秋祭り奉納面浮立
潤戸口神社（飯田） ８時～

潤鎮守神社（母ヶ浦）９時～

潤天子神社（音成） １０時３０分～

※時間は変更になる場合があります。

※出演演目と出演時間は
変更になる場合があります。

第１３回 かしま伝承芸能フェスティバル 開催
イ
ベ
ン
ト

あなたの大切な人悩んでいませんか？
－９月１０日（金）から９月１６日（木）までは『自殺予防週間』です－

お
知
ら
せ

身近な人の苦しみに早めに気づき、支えるために、あなたにできる４つのポイントがあります。

家族や仲間の変化に気づき、声をかける

不眠・身体の不調・欠勤・酒量の増加など悩みを抱え

ている人が発するサインに気づき、「眠れてますか？」

など、自分にできる声かけをしてみましょう。

本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける

悩みを話してくれたら、時間をかけて、できる限り傾

聴しましょう。本人の気持ちを尊重し、共感した上で、

相手を大切に思う自分の気持ちを伝えましょう。

早めに専門家に相談するよう促す

悩みや問題はさまざまです。相談を受けた側も、一人

では抱え込まず、プライバシーに配慮した上で、医療

機関・公的機関等の専門家への相談につなげましょう。

温かく寄り添いながら、じっくりと見守る

身体や心の健康状態について自然な雰囲気で声をかけ

て、あせらずに優しく寄り添いながら見守りましょう。

まずは相談を！心の悩み・不安の電話相談

佐賀いのちの電話 緯０９５２（３４）４３４３（２４時間 年中無休）

自殺予防いのちの電話 緯０１２０（４００）３３７（毎月１０日８時～翌日８時）

佐賀県自殺予防夜間相談 緯０１２０（４００）３３７（毎日１時から７時）

自死遺族相談電話 緯０９０（７９２８）４１８６（水曜日１２時～１６時）

問合先 福祉事務所社会福祉係 緯（６３）２１１９
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なお、７月２２日、ＡＬＴとして４年間ご活躍されたトゥリーサ先生の

退任式が行われ、先生は「将来はダンスの先生になりたい。また、鹿

島に戻ってきたいです。皆さんありがとうございました。」と話し

ました。

北鹿島小学校の姉妹校となった韓国高

興郡にある大
テ

西初等學校は、全児童数６０
ソ

人の小規模ながらも伝統楽器の演奏で全

国大会に出場するなど、活気あふれる学

校です。

今回は大西初等學校の５・６年生３２人

が訪問し、北鹿島小学校児童宅でのホー

ムステイをはじめ、交流会や干潟体験な

どで互いの親睦を深めました。

姉妹校を締結 北鹿島小学校 大西初等學校（韓国）

８月２０日、ジョリン ヨネシゲ先生の

外国語指導助手（ＡＬＴ）就任式が行われ

ました。

先生に自己紹介をしてもらいました。

新ＡＬＴに「ジョリン ヨネシゲ」さん（２２歳）

の風物詩

感謝状贈呈

田澤記念館活動事業に対する

ご寄附ありがとうございます

７月２８日

東亜工機株式会社 様

高齢者福祉に対する

ご寄附ありがとうございます

７月２２日

鹿島市環境衛生推進協議会 様

優勝報告

優勝 中牟田（２連覇）

参加総数９チーム

平成２２年度

鹿島市ミニバレーボールリーグ戦夏

７月３０日 納涼ふるさと七浦夏まつり ８月１日 祐徳夏まつり

８月７日～８日 鹿島おどり

photo

ハワイのオアフ島出身で、日系三世の

ジョリン ヨネシゲです。鹿島はとて

も美しい町で、皆さんと一緒にいろん

なことを学び、また、英語を教えるこ

とができることをうれしく思います。

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

寓締結式に出席［中島校長、髙本PTA会長］

寓ジョリン先生（中央の女性）
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宝くじ文化公演
吉本バラエティショー

に行ってみよう

恭古文書展(開館時間内・観覧無料)

市民図書館鹿島鍋島家文書には、

茶会記をはじめとする茶の湯関係
ち ゃ か い き

資料が数多く含まれています。

今回の展示では、茶会の開催場

所・参加者・由緒ある茶道具など

がみえる近世の史料（茶会記・道

具付立）を展示します。
つ け た て

と き ９月１４日（火）～１０月１４日（木）

ところ 市民図書館内

恭読み聞かせ教室～本との出会いの種をまく～

と き ９月１２日（日）１４時～

ところ エイブル２階 音楽スタジオ

対 象 読み聞かせボランティア

として活動されている人、

自宅でお子さんと本を楽

しみたい人(初心者歓迎)

定 員 ２０人

講 師 えほんを楽しむ会主宰

久納圭子 さん
ひ さ の う け い こ

図書館９月のイベント案内市 民
図書館 『鈴田滋人展』

す ず た し げ と
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

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

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。

※前売り券が完売の場合は当

日券はありません。

※未就学児の同伴、入場はご

遠慮ください。

９月４日（土）の文化講演会(１１ページ参

照)が開催されるにあたり、染色家で人間

国宝の鈴田滋人さんの作品を展示します。

鈴田さんは、鍋島更紗を復元された父・

照次さんの後を受けて、木版摺
て る じ

更紗の研究・練磨を重ね、独自

の作風を確立されました。

今回の講演会に関連した作品

をご紹介します。

期 間 ９月１日（水）～１０月３０日（土）

問合先 かしま市民立楽修大学 緯（６３）２１３８

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

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

エイブル１階

いきいきルーム

開講中～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２階

音楽スタジオ

９月８日～平成２３年２月２３日

［水曜日開催］１０時～１２時
吉岡 千里さん２０人カラオケ教室②

５００円/１回

（材料費１回１,０００円程度）

エイブル２階

音楽スタジオ

９月９日～平成２３年６月９日

［木曜日開催］１３時３０分～１５時３０分
松浦妃呂子さん

ひ ろ こ

２０人和紙ちぎり絵教室②

４,０００円［４回分］

（テキスト代別途）

エイブル２階

学習室

１０月１９日～１０月２２日

※時間はコース毎に異なります
（株）ジェピック

１５人入 門 編
パソコン

教室
１５人中高年向けWord

１５人ビジネス向け Excel

と き １０月９日（土） 開場１８時

開演１８時３０分

ところ エイブルホール

入場料 【全席自由】

一 般 ２,０００円

楽修大学生 １,５００円

高校生以下 １,０００円

※未就学児の同伴、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

第５回えいぶる事業
愛野由美子・住江一郎デュオコンサート

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 潤佐賀玉屋(第５回えいぶる事業のみ販売)

問合先・読み聞かせ教室の申込先 市民図書館 緯（６３）４３４３

蔵書点検（１０月中旬予定）に向け９月３０日(木)は休まず開館します
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“I'llhelpyouout”

今月のキーフレーズ

№５８

（ジェニー） うまくいかないなあ～

（エイミー） どうしたの？

（ジェニー） 明日のテストの勉強をしてるんだけ

ど、まったくわからないよ。

（エイミー） 心配しないで。私が手伝ってあげる

から

（ジェニー） ありがとう

Jenny:
Amy:
Jenny:

Amy:
Jenny:

Thisisnotgood.
What'swrong?
Iamstudyingformytesttomorrow,but
Idon'tunderstandanything.
Don'tworry.I'llhelpyouout.
Thanks.

この表現は、何か手伝いを申し出るときに使います。

（ジェフ） やあ ショーン！

（ショーン） なあに？

（ジェフ） この重い箱を動かさなきゃならない

んだ。手伝ってくれないか？

（ショーン） いいわよ。やりましょう！

Jeff:
Sean:
Jeff:

Sean:

Hey,Sean!
Yes?
Ihavetomovetheseheavyboxes.
Canyouhelpmeout?
Sure,Let'sdoit.

今回で１０回目の「がたっ子七リン

ピック」。

潟に面した七浦小だからこそでき

る体験活動。潟を通して、みんなが

何かを感じ取ってくれたはずです。

〈６年児童の作文〉

「６年最後の七リンピック」

「みんなでソーランの練習をする

よー。」と先生の声が私の耳には

いってきました。もうすぐ七リンピ

ックなんだと思いました。ソーラン

の練習は、久しぶりだったので、私

もみんなもあまり覚えていませんで

した。だけど、２日くらいの練習で

とてもかっこよく仕上げることがで

きました。そしていよいよ七リンピ

ック当日です。いい思い出になるよ

う頑張ろうと思いました。

競技が始まりました。最初は１、

２年生のムツゴロウレースで、とて

もかわいかったです。次に私たち５、

６年生のがたスキー。どうこいで行

こうか迷っていました。その時、友

だちからアドバイスをもらって、な

んと３位になりました。競技はどん

どん進んでいき、最後の「６年ガタ

ソーラン」になりました。岬樹君の

「かまえ」という掛け声でみんなの

心は一つになっていたと思います。

精一杯おどり、そして「ヤー」の

掛け声とともに潟に飛び込みました。

みんなの潟まみれの姿は、６年生

最後の七リンピックにふさわしい最

高のものでした。

がたっ子七リンピック

寓心一つに ｢６年ガタソーラン」

七浦小学校

校学 だ よ り

No.１６０

ドノヴァン先生
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電気ポット

○長時間使わないときはプラグを抜く。

○頻繁に使わない場合は、温度設定を低めにし、

必要な時にその都度再沸とうさせる。

日本は、急速に高齢化が進み、

平均寿命、高齢人口比率、高齢化

速度のどれをとっても世界一です。

現在、高齢者の人口は約２,９００万

人、５人に１人が高齢者という長

寿社会となりました。長生きする

ことは良いこと素晴らしいことで

すが、現実には「長命」が「長寿」に

結び付かない、高齢者を取り巻く

さまざまな問題があります。

内閣府の「人権擁護に関する世

論調査」によると、高齢者の人権

上問題があるものとして、悪徳商

法の被害者が多いこと/高齢者を

邪魔者扱いにし、つまはじきにす

ること/働ける能力を発揮する機

会が少ないこと/家庭内での看護

や介護において嫌がらせや虐待を

すること/などをあげています。

この様に、高齢者の人権や尊厳

をそこなう問題があります。特に

介護を要する高齢者への虐待がふ

え深刻な社会問題となっています。

厚労省の調査では、高齢者への

暴力や介護放棄、金品の搾取と

いった虐待の例は、２００８年度で県

内の８１件を含めて約１万５千件と

前年より１割強ふえています。

かつて、高齢者は地域の物知り

のご隠居、家庭の知恵袋として尊

敬をされていました。今は、高齢

者の豊富な経験や知恵が生かされ

る場が、家庭でも社会でも大変せ

まくなってきています。そればか

りか高齢者の考えは時代遅れだと

疎んじられることさえあります。

しかし、高齢者は今日の日本を

築いてこられた先輩であり人生の

豊かな経験者です。今、失われつ

つある貴重な「生活の知恵」を学ぶ

ことは大切ではないでしょうか。

９月２０日は「敬老の日」。

多年にわたり社会につくしてき

た老人を敬愛し、長寿を祝う日に

したいものです。

大切にしていますか？

高齢者の人権
ご意見等をお寄せください 同和対策課緯（６３）２１２６

今回は、台所でできる省エネについてお話します。

毎日使う台所の家電製品やガスコンロはちょっとした工夫でエネルギーの節約ができます。

電気ポットでなく

魔法瓶ポットを使う

のも省エネ！

【参考】 月間ベターホーム 家庭でできるＣＯ２削減読本

問合先 環境下水道課環境係 緯（６３）３４１６

ガスコンロ

○炎が鍋底からはみ出さないようにする。

○鍋でお湯を沸かすときは、ふたをする。

○目的に合わせた鍋を選ぶ。

毅ゆでる、お湯を沸かす

岳熱伝導のよい薄手の鍋

毅煮る

岳保温力のある厚手の鍋

炊飯器

○４時間以上の保温はやめ、電子レンジで温め直す。

岳保温の状態でも電力をどんどん消費します。

給湯器

○食器洗いのとき、給湯器の温度を下げる。

岳水で温度調整するより、適温で設定して使う方

が効果的です。
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介護予防事業を
利用しましょう

要介護認定で「非該当」と認定された場合は、介護保険のサービスを受けることはで

きません。しかし、市町が行う生活機能評価を受け、生活機能の向上が必要と判定され

た「特定高齢者」は、地域支援事業の特定高齢者向け介護予防事業を利用できます。

問合先 杵藤地区広域市町村圏組合

介護保険事務所 緯（６９）８２２２

市保険健康課長寿社会係

緯（６３）２１２０

介護予防の必要性

介護予防とは、「できるかぎり介護が必要にならないよ

うにする」「もし介護が必要になってもそれ以上悪化させ

ないようにする」ことを目的としています。

いつまでも自分らしく自立した生活を送るために、元

気なうちから、また生活機能の低下が軽度な早い段階か

ら、市町が実施する介護予防事業を継続的に利用してい

きましょう。

生活機能評価とは？

生活機能（人が生きていくための機能全体のことで、

体や精神の働きのほか、日常生活動作や家事、家庭や社

会での役割など）が低下していないかチェックするのが

「生活機能評価」です。今の自分の状態をチェックして、

できるだけ生活機能を低下させないことが介護予防につ

ながります。生活機能の低下が見られた場合には、介護

予防事業を利用できますので、市町が行う生活機能評価

を積極的に受けましょう。

介護予防事業の利用までの流れ

① 対 象 者 の 選 定

② 選 定 の 結 果

③ケアプランを作成、
介護予防事業に参加

６５歳以上の高齢者を対象に生活機能評価を実施

岳生活機能が低下している人を把握し、特定高齢者を選定します。

気介護や支援が必要となる可能性の高い高齢者

岳介護予防事業に参加できます。

気元気な高齢者

岳総合的な相談や様々な支援などのサービスが受けられます。

利用できる主な事業

気運動器の機能向上

岳理学療法士などが、筋力トレーニングや転倒予防のための指導を行います。

気栄養改善

岳栄養士などが、低栄養を予防するためのバランスの良い食事のとり方など

について指導します。

気口腔機能の向上

岳歯科衛生士や言語聴覚士などが、歯磨きや摂食・えん下機能の訓練や指導

を行います。

気閉じこもり予防・支援/うつ予防・支援/認知症予防・支援

岳対象者の状態に合わせて、状態の改善を図ります。

介護保険制度説明会を開催

と き ９月１６日（木）１４時～

ところ 鹿島市民会館大会議室

対 象 ９月・１０月で６５歳にな

られる人や介護保険制

度に興味がある人

問合先 介護保険事務所緯（６９）８２２２
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次の４種類のがん検診を同日で実施します。

５～６月に実施したがん検診申込書により申し込ん

だ人に受診票を郵送します。

新たに希望する人はご連絡ください。

市民税非課税世帯・生活保護世帯の人、後期高齢者

医療制度被保険者の自己負担金は無料です。

受 付 ８時３０分～１０時３０分

ところ 保健センター（エイブル１階）

潤都合が悪い場合は、都合のよい日に受診できます。

潤１１月２６日のみ夜間検診を実施します。（受付１８時～１９時）

対 象 区月 日

本町・乙丸・中村・森・土井丸・江福・飯田・龍宿浦９月６日（月）

嘉瀬浦・音成・大宮田尾・小宮道・東塩屋・西塩屋・母ケ浦・西葉・矢答９月７日（火）

伏原・下浅浦・中浅浦・上浅浦・大木庭・東三河内・西三河内・中川内・早ノ瀬・大野・広平・新方・

湯の峰・庄金・南舟津・野畠
９月８日（水）

井手・三部・新籠・常広・古城・組方・北舟津・中町・八宿９月９日（木）

南川・筒口・大殿分・川内・山浦・白鳥尾・貝瀬・土穴・本城・中木庭・山浦開拓・番才開拓・浜新町９月１０日（金）

城内・大手・東町・西牟田・新町１０月１４日（木）

中牟田・横田・小舟津・犬王袋・世間・重ノ木１０月１５日（金）

若殿分・納富分・行成１０月１６日（土）

大村方・鮒越・中尾・上古枝・下古枝・久保山・奥山・竹ノ木庭・平仁田開拓・七開１０月１７日（日）

高津原１０月１８日（月）

執行分・井手分・末光・馬渡１０月１９日（火）

未受診の人 ※夜間検診実施日［受付時間：１８時～１９時］（ただし、胃がん検診はありません。）１１月２６日（金）

怯がんセット検診日程

１に運動 ２に食事 しっかり禁煙 最後に薬

～ 健康寿命を伸ばしましょう ～

自身の健康を見直すために、ぜひ検診も受けましょう。

がんセット検診を受けましょがんセット検診を受けましょうう

胃がん検診
【対 象】４０歳以上

【内 容】

バリウムを飲み

レントゲン撮影

【自己負担金】

１,０００円

肺がん検診
【対 象】４０～７４歳

【内 容】

①胸部レントゲン撮影

②痰検査（問診で必要な人のみ）

【自己負担金】

①３００円②７００円

大腸がん検診
【対 象】４０歳以上

【内 容】

便の潜血検査

※受診当日に容器を配布

【自己負担金】

６００円

前立腺がん検診
【対 象】５０～７０歳の

男性

【内 容】

血液検査

【自己負担金】

７００円

佐賀県は全国でも肝がんによる死亡が多く、その肝

がんの原因の約９割がＢ型肝炎ウイルスやＣ型肝炎ウ

イルスといわれています。

市では、次のとおり検診を実施します。

各種検診申込書で申し込んだ人に受診票を郵送しま

す。新たに希望する人はご連絡ください。

対象者 ３０歳以上で今までに肝炎ウイルス検査を受け

たことのない人

検診日時 ９月５日（日）、１０月３１日（日）受付９時～１１時

検診場所 保健センター

料 金 Ｂ型＋Ｃ型７００円、Ｂ型のみ１００円、

Ｃ型のみ６００円

（ただし、市民税非課税世帯・生活保護世帯の

人、後期高齢者医療制度被保険者は無料）

肝肝炎ウイルス検診を受けましょ肝炎ウイルス検診を受けましょうう

９月は健康増進普及月間で９月は健康増進普及月間ですす

怯朝ごはんをきちんと食べましょう

朝ごはんは一日の栄養のバランスの基本となり、

健康の源であり、忙しい家族をつなぐ絆でもあり

ます。毎朝朝ごはんを食べましょう。

怯野菜をたくさん食べましょう

野菜には、がん、脳卒中などの生活習慣病の予防

はもちろん、便秘、骨粗鬆症、貧血を防ぐなど、

健康を維持するための働きがたくさんあります。

９９月は食生活改善普及運動月間で９月は食生活改善普及運動月間ですす
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対象区実施場所受付時間月 日対象区実施場所受付時間月 日

本町・中村・組方
北鹿島公民館

９：００咳１０：００
９月２２日

（水）

納富分納富分公民館９：１５咳１０：３０

９月１３日

（月）

乙丸・土井丸１０：００咳１０：３０小舟津小舟津公民館１１：００咳１２：００

森森公民館１１：００咳１１：１５大手・東町・中牟田
保健センター

１３：３０咳１４：３０

馬渡・末光

保健センター

１３：００咳１４：００
９月２７日

（月）

執行分・井手分１４：３０咳１５：３０

横田・城内１４：００咳１５：００高津原高津原かんらん９：１５咳１１：３０
９月１４日

（火）
犬王袋・世間１５：００咳１６：００北舟津北舟津公民館１４：００咳１４：３０

上古枝上古枝公民館９：３０咳９：５０
９月２８日

（火）

中町・八宿・浜新町中町公民館１５：００咳１５：３０

下古枝・久保山古枝公民館１０：１０咳１１：００新方・湯ノ峰・庄金
浜公民館

９：３０咳１０：００

９月１６日

（木）

大村方大村方公民館１１：２０咳１１：５０南舟津・野畠１０：００咳１０：４５

飯田・江福飯田公民館９：３０咳１０：１５９月２９日

（水）

中木庭中木庭公民館１３：３０咳１３：３５
龍宿浦・嘉瀬浦
音成・矢答七浦公民館１０：４５咳１１：３０本城・土穴本城集会所１３：４５咳１４：０５

重ノ木・行成保健センター９：００咳９：４５
９月３０日

（木）

貝 瀬貝瀬公民館１４：２０咳１４：３０
中尾・竹ノ木庭
奥山・平仁田開拓中尾公民館１０：１５咳１１：００中川内・広平

大野・早ノ瀬中川内集会所1５：００咳１５：３０

鮒越・七開鮒越公民館１１：３０咳１１：４５西三河内西三河内公民館1５：５０咳１６：００

常広・古城北鹿島公民館９：００咳９：４５

１０月１日

（金）

伏原・下浅浦伏原公民館９：００咳９：３０

９月２１日

（火）

井手井手公民館１０：００咳１０：３０上浅浦・中浅浦中浅浦公民館９：４５咳１０：１５

新籠・三部三部公民館１０：５０咳１１：１５山浦・白鳥尾・
山浦開拓・番在開拓山浦公民館１０：４５咳１１：００

大殿分・若殿分能古見
ふれあい楽習館１３：３０咳１４：００川内川内公民館１１：３０咳１１：４５

大木庭大木庭公民館１４：３０咳１４：４５南川・筒口能古見
ふれあい楽習館１３：３０咳１４：１５

東三河内東三河内公民館１５：００咳１５：１０西牟田・新町西牟田公民館１４：４５咳１６：００

結核は昔の病気ではありません。日常生活をともに

する人にうつりやすい病気です。

『感染症法』の結核予防対策に基づき、６５歳以上の

人を対象として次の日程で結核健康診断を実施します。

潤都合が悪い場合は、都合のよい場所で受診できます。

潤受診票がなくても受付で申し出れば受診できます。

潤撮影時、薄手のシャツや肌着は着用できます。

潤料金は無料です。

６５歳以上の人は結核健康診６５歳以上の人は結核健康診断断（胸部レントゲン）（胸部レントゲン）を受けましょうを受けましょう

後期高齢者医療制度加入者の健康診後期高齢者医療制度加入者の健康診断断

健康診断の受診券・受診票等を９月中に配付します

ので、朝食を抜いて受診してください。

対象者 後期高齢者医療制度に加入している人で、

生活習慣病の治療中でない人

健診場所 鹿島市、嬉野市、太良町の委託医療機関

（受診票と同封の一覧表をご覧ください。）

健診時期 １０月～１１月

自己負担額 無 料

お願い 『受診券』『受診票』『後期高齢者医療被保

険者証』を持って希望する医療機関に行って

ください。

受診される際は受診票などを鉛筆で記入して

受診してください。

健康の問合先
鹿島市保健センター
緯（６３）３３７３

潤こんな症状があったらすぐ受診！！

毅長引くせき（２週間以上）

毅たんがでる

毅微熱（２週間以上）

毅倦怠感（２週間以上）

毅胸痛

毅体重減少

潤生後３ヵ月から６ヵ月までの赤ちゃんは

BCG予防接種を受けましょう

抵抗力の弱い赤ちゃんは、結核に感染すると重症

になりやすく危険です。

予防のために接種期間内に接種しましょう。

９月２４日から３０日までは結核予防週間です
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藤津鹿島地区で新たに農業を始め

たいと考えている人や新しい作物に

取り組んでみたいと考えている人な

どを対象に、農作物の栽培・経営概

要等を説明する「チャレンジ農業セ

ミナー」を開催します。

と き ９月３日（金）１９時～

受付１８時３０分～

ところ ＪＡさが鹿島中央支所

３階大研修室

問合先 ＪＡさが鹿島中央支所

緯（６２）２１４７

市農林水産課農政係

緯（６３）３４１３

この免除を受けるには福祉事務所

で申請が必要です。

毅身体障害者

毅知的障害者 世帯全員が市町村民税非課税

毅精神障害者

毅身体障害者・・視覚・聴覚障害者、重度

（１・２級）の身体障害者

毅知的障害者・・重度（Ａ）の知的障害者

毅精神障害者・・重度（１級）の精神障害者

問合先 福祉事務所社会福祉係

緯（６３）２１１９

新たに農業を
始めてみませんか?

障害のある人を対象とした
ＮＨＫ放送受信料の免除制度

支出日、金額、相手方など

７月３０日 ３,０００円（祝儀）

第２６回納涼ふるさと七浦夏まつり

問合先 企画課秘書係

緯（６３）２１００

オータムジャンボ宝くじは１等前

後賞合わせて２億５,０００万円！

この宝くじの収益金は市町村の明

るいまちづくりや環境対策、高齢者

対策など地域住民の福祉向上のため

に使われます。

発 売 ９月２７日（月）～１０月１９日（火）

抽選日 １０月２６日（火）

問合先 （財）佐賀県市町村振興協会

緯０９５２（２５）１９１３

先の大戦において、戦地等へ派遣さ

れ、戦時衛生業務に服された標記の皆

さまのうち、慰労金給付の対象となら

ない方に対して、請求に基づき、内閣

総理大臣名の書状が贈呈されます。

請求期限 平成２３年３月３１日

問合先 総務省大臣官房総務管理室 業務担当

緯０３（５２５３）５１８２

市長交際費を公表します
（平成 ２２年７月）

９月 ２７日(月)発売！
オータムジャンボ宝くじ

旧日本赤十字社救護看護婦・
旧陸海軍従軍看護婦の皆さまへ

障害を持ちながら育児中の人、こ

れからお子さんをお考えの人へ。

障害者自立支援法上の「育児支援」

の対象範囲が拡充され、障害者自身

への支援に加え、障害者の子どもの

ための支援も含まれるようになりま

した。例えば

・子ども分の洗濯や調理

・子どもの通院、通園の付き添い

問合先 福祉事務所 障害者総合相談窓口

緯（６３）２１１９

沖縄県糸満市の平和記念公園内に

沖縄戦で亡くなられた方々の氏名を

刻んだ記念碑「平和の礎」がありま
いしじ

す。次に該当する場合で、まだ刻銘

されていない方は、追加刻銘ができ

ます。

該当者 昭和１９年３月２２日から昭和

２２年９月７日までの間、沖

縄県区域と南西諸島周辺に

おいて、沖縄戦が原因でな

くなられた方。

問合先 福祉事務所社会福祉係

緯（６３）２１１９

障害者の子育てを
支援します

沖縄戦でなくなられた方
のご遺族の方へ

２日（木） 開会、会期の決定、議案の一括上程（市長提案理由説明）

３日（金）～８日（水） 休会

９日（木） 議案審議、質疑、討論、採決

１０日（金）～１２日（日） 休会

１３日（月） 決算審査特別委員会（水道事業会計：現地調査）

１４日（火） 決算審査特別委員会（水道事業会計：審査）

１５日（水） 常任委員会（議案・請願）

１６日（木）・１７日（金） 一般質問

１８日（土）～２０日（祝） 休会

２１日（火） 一般質問

２２日（水） 調整日（一般質問）

２３日（祝） 休会

２４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

市議会９月定例会会期日程（案）
～あなたも傍聴してみませんか～

※一般質問などの内容は、鹿島市ＨＰに掲載します。
※ＣＡＴＶでは１２チャンネルで議会中継を放送します。

全 額 免 除
【障害者の人が世帯にいる場合】

半 額 免 除
【障害者の人が世帯主で受信契約者の場合】

}

議事日程の順番が変更になります
潤これまで
開会岳一般質問岳議案審議岳閉会
潤平成２２年９月定例会以降
開会岳議案審議岳一般質問岳閉会
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さがＳＯＨＯネットワークとは、
ソ ー ホ ー

ＳＯＨＯ事業者（インターネット等

を使い、自宅などで仕事を請け負う

事業者）と仕事を発注したい企業の

情報交流・ビジネスを結ぶ場として

県が運営しているウェブサイトです。

登録は無料、インターネット上で

簡単に業務発注などができます。

詳しい資料は、市商工観光課に用

意してあります。

問合先 県委託先

（株）キャリアサプライ内

緯０９５２（２２）４４０６

高年齢者の雇用の促進に取り組む

事業主の皆さんを応援する制度です。

６５歳までの安定した雇用の確保、

７０歳まで働ける制度の導入などにご

活用ください。

潤中小企業定年引上げ等奨励金

潤高年齢者雇用確保充実奨励金 など

問合先 佐賀県高齢・障害者雇用支援協会

緯０９５２（２５）２５９７

夜店(金魚すくい、たこ焼き、串焼

き他）など楽しい催しものがたくさ

んあります。気軽にお越しください。

と き ９月４日（土）１８時～２０時３０分

ところ 鹿島療育園広場

問合先 鹿島療育園

緯（６２）２７８０

さが SOHOネットワーク
をご活用ください

定年引上げ等奨励金
制度があります

鹿島療育園 秋まつり

と き ９月１８日（土）

１０時３０分～１６時

ところ 鹿島市民会館３階大会議室

対 象 在宅で高齢者を介護してい

る人で、認知症や介護方法

を学びたい人

内 容 潤介護に関する講話

潤交流会

潤吉本バラエティーショ―

参加費 無料

定 員 ２０人（先着順受付）

問合先 鹿島市社会福祉協議会

緯（６２）２４４７

佐賀県美術展覧会が下記の日程で

開催されます。皆さん、この機会に

芸術の秋をお楽しみください。

とき・ところ

時 間噛佐賀会場 ９時３０分～１８時

噛唐津会場 １０時～１８時

鴨最終日は各会場とも１６時３０分まで

観覧料 一般 ２１０円

大学生 １００円

高校生以下 無料

作品搬入 ９月１２日（日）１０時～１６時

県立美術館・博物館

問合先 （財）佐賀県芸術文化育成基金

緯０９５２（２６）０８１５

在宅介護者のつどい

第６０回佐賀県美術展覧会

会 場期 間

県立
美術館・博物館

９月１８日（土）～
９月２６日（日）

唐津市
近代図書館

１０月１６日（土）～
１０月２４日（日）
※１０月１８日（月）は休

恒例の市民チャリティーゴルフ大

会を開催します。ゴルフ愛好家の皆

さんぜひご参加ください。

と き １０月１０日（日）

ところ 武雄嬉野カントリークラブ

参加資格 鹿島市民および市内に勤務

する人

定 員 １５０人（定員になり次第締切）

申込締切 ９月２１日（火）

参加費 ３,０００円

その他 同伴者の指定可能

４人１組の応募可能

申込先 鹿島市民チャリティーゴルフ大会事務局

（佐賀西信用組合本店内） 栢森・富永

緯（６３）２４１１

スポーツライフ・鹿島では、市民

の交流と健康増進のためのグラウン

ド・ゴルフ大会を開催します。

と き １０月９日（土） 少雨決行

８時３０分より受付

９時１５分競技開始

場 所 蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場

内 容 団体戦(５～７人１組）

参加費 スポーツライフ・鹿島会員 無料

一般参加者 ５００円（１人）

申 込 ９月３０日（木）までに参加料

を添えて申し込む

定 員 ２４チーム（先着順）

参加数により競技内容を変

更する場合があります。

申込先 スポーツライフ・鹿島事務局

（鹿島市体育協会）

緯（６２）３３７９

市民チャリティーゴルフ大会
参加者募集

グラウンド・ゴルフ大会を
開催します！
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と き １０月１２日（火）～１４日（木）の

３日間 １９時～２１時

ところ 介護保険事務所（鹿島市中村）

※白石・武雄会場は別日程

定 員 各会場２０人

※２０歳以上の圏域内居住者

または勤務者の方

参加費 ２,０００円（テキスト代含む）

申込期間 ９月６日（月）～２４日（金）

問合先 杵藤地区広域市町村圏組合

緯０９５４（２３）５１４２

秋の一日、気軽に書に親しんでみ

ませんか。初心者歓迎します。

と き ９月５日（日）９時３０分～１６時

ところ 福祉会館3階大会議室

講 師 米倉基峰さん（佐賀市）
よねくら きほう

内 容 かな、調和体（近代詩文や

俳句など）書法の初歩から

作品作りまで

持参品 書道用具一式、半紙、条幅用紙

費 用 ２,０００円（昼食代を含む）

申込先 鹿島書の会庶務 久富

緯（６２）４７１６

エクセル・ワード講座
-エクセル・ワードを使ってはがき作成-

鹿島書の会 秋の錬成会

生活援助サービス提供の心構えを

はじめ、衣食住にわたる家事援助の

仕方や介護実技などを学ぶ「家事・

介護スタッフ講習」の受講生を募集

します。調理実習も盛り込んだ実践

的講習を行います。

と き １０月１９、２0、２１、２２、２７日

ところ エイブル

受講対象 ６０歳台前半の人で、働く意

欲があり、雇用･就業をめ

ざす高齢者

定 員 ２０人（受講料無料）

問合先 市シルバー人材センター

緯（６３）０９７０

と き 毎水曜日 １９時３０分～

ところ エイブル

対象者 どなたでも参加できます

問合先 英会話サークル「レッツ チャット」

島ノ江 緯（６３）４５１０

と き ９月３０日（木）１０時～１２時

１０月２８日（木）１０時～１２時

１１月２５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、家計簿、

レシート、領収書、

電卓（そろばん） など

問合先 鹿島友の会 宮囿

緯（６２）７１５３

シルバー人材センター
-家事・介護スタッフ講習-

英会話を
始めてみませんか?

家計簿のつけ方勉強会

土地・建物および法人に関する登

記の相談、戸籍の届け出や国籍に関

する相談、遺言等に関する相談、人

権相談にお答えします。

当日は相談所の開設のみで、各種

申請受付および証明書類の発行等は

できません。

と き ９月１２日（日）１０時～１６時

ところ ほほえみ館（佐賀市保健福祉会館）

問合先 佐賀地方法務局総務課

緯０９５２（２６）２１４９

１０月１日「法の日」週間にちなん

で、無料相談会を開催します。

と き １０月１日（金）～７日（木）

１０時～１５時（土・日休）（要予約）

ところ 県内の各司法書士事務所

相談内容 登記・相続・会社設立

成年後見・クレジット

サラ金に関すること

その他司法書士が行う業務

問合先 佐賀県司法書士会

緯０９５２（２９）０６２６

「認知症の父の不動産を売却して

入院費に充てたい。」「両親が死亡し

た後、知的障害を持つこどもの将来

が心配。」など、成年後見に関する無

料相談会を開催します。

と き ９月１８日（土）１０時～１５時

ところ ｉスクエアビル（佐賀市駅前中央１-８-３２）

問合先 佐賀県司法書士会

緯０９５２（２９）０６２６

法務局
休日なんでも相談所

全国一斉
司法書士無料相談会

全国一斉
成年後見無料相談会

潤市税集合徴収分

潤介護保険料

第４期の口座振替日は

９月３０日（木）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）



広報かしま Ｈ２２(２０１０).９.１

相談を希望される人は、事前に予

約をお願いします。時間は予約受付

後本人へ連絡します。

予約先 福祉事務所社会福祉係

緯（６３）２１１９

怯佐賀県知的障害者更生相談所によ

る巡回相談

１８歳以上の知的障害をお持ちであ

る方に関する相談を受け付けます。

また、療育手帳の再判定も行います。

と き ９月１４日（火）

ところ エイブル内保健センター

怯佐賀県身体障害者更生相談所によ

る巡回相談

整形外科・耳鼻咽喉科の指定医師

が身体障害者手帳や補装具、医療に

関する相談を受け付けます。

と き ９月１６日（木）

ところ エイブル内保健センター

本人や家族からの人権にかかわる

悩みごと、心配ごとなどの電話相談

に法務局職員、人権擁護委員が応じ

ます。

と き ９月６日（月）～１０日（金）

８時３０分～１９時

９月１１日（土）～１２日（日）

１０時～１７時

相談電話 緯０９５２（２６）２１９５

問合先 佐賀地方法務局人権擁護課

緯０９５２（２６）２１９５

障害者更生相談所
巡回相談

全国一斉 高齢者・障害者の
人権あんしん相談

相談内容 遺言の作成に関する事項、

金銭・土地建物の貸借、任

意後見、離婚に伴う子の養

育費および財産分与等の各

種契約に関する事項

と き １０月８日（金）１０時～１５時

ところ 武雄市役所１階会議室

※他会場での開催は別日程

問合先 唐津公証人役場

緯０９５５（７２）１０８３

※電話予約願います。

もし、悩みがあるのなら、働く人

のメンタルヘルス・ポータルサイト

「こころの耳」を訪れてください。

ここには、あなたの話にとことん

耳をかたむける何人もの人がいます。

もし、いま死にたいと思っていて

も、ひとりで悩まないでください。

もちろん、働く人を支える、家族

や事業者、すべての人に役立つ情報

も用意しています。

厚生労働省からのお願いです。

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

『金銭』『土地』『建物』『交通事

故』『相続』『夫婦・親子関係』など

で悩んでいませんか？

武雄調停協会では、弁護士や調停

委員による無料相談会を実施します。

と き ９月２５日（土）１０時～１５時

ところ 武雄市文化会館

問合先 武雄簡易裁判所

緯０９５４（２２）２１５９

公証人による遺言・
各種契約等無料相談

心の健康確保と自殺や過労死
などの予防にご利用ください

無料調停相談会

出願手続等の詳細はお問い合わせ

ください。

入試区分 ①一般入試②社会人入試

募集人員 一般・社会人合わせて４０人

受験資格 ①中学校卒業（見込み）以

上の者

②高等学校を平成21年

3月以前に卒業の者

出願期間 １０月２５日（月）～１１月５日（金）

入 試 日 １１月１０日（水）

合格発表 １１月１２日（金）

試験科目 ①国語・数学・面接

②一般常識問題・作文・

面接

問 合 先 鹿島看護学校

緯（６３）３９６９

携帯電話から簡単アクセス ▼

子どもたちにキャンプ場での共同

生活や登山、レクレーションなどを

通じ、地域の自然に触れ、新たな出

会いや経験から、人や地域に対して

の『愛郷心』を感じてもらう目的で、

『平谷トレーニングキャンプ』を開

催します。

と き ９月１８日（土）～１９日（日）

ところ 奥平谷キャンプ場・経ヶ岳

参加対象 中学生、小学生(５・６年）

定 員 ３０人（多数の場合抽選）

参加費 無料

締 切 ９月１０日（金）

主 催 （社）鹿島青年会議所

後 援 鹿島市教育委員会

問合先 鹿島青年会議所事務局:松本

緯（６２）５６５６

鹿島看護学校
平成２３年度生徒募集

平谷トレーニングキャンプ
参加者募集
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ご都合の良い日（月～土）・時間帯

で1日1時間～2時間程度をご提供

ください。（週1回や不定期でも可）

人工透析療法を行っている患者さ

んを、ボランティアさんの自家用車

で自宅と病院の間を送迎していただ

く内容です。

条 件 潤マイカーを持っている人

潤任意保険に加入している人

問合先

ＮＰＯ通院送迎サービスふれあい事務局

緯０９５２（２９）２７０５（FAX兼）

祝祭日を除く月曜日～金曜日１０時～１５時

（財）日本遺族会では、戦没者の遺

児を対象に旧戦域を訪れ、慰霊追悼

を行うとともに同地域の住民と友好

親善を目的とする慰霊友好親善事業

を実施しています。本年度は、１４地

域と事業実施２０周年記念事業として

「洋上慰霊」が実施されます。

参加費用 ８万円

申込・問合先 佐賀県遺族会

緯０９５２（２３）４４９０

入居予備者は、抽選により選考し

ます。詳細はお問い合わせください。

対象団地 鹿島・武雄・大町地区１１団地

申込書 ９月１日（水）から配布（日曜日を除く）

受付期間 ９月６日（月）～１０日（金）９時～１８時

抽選日 ９月１７日（金）

問合先 指定管理者

川原建設（株）武雄管理室

緯０９５４（２６）０５２２

透析患者の通院送迎
運転ボランティア募集

戦没者遺児による慰霊友
好親善事業参加者募集

県営住宅入居予備者を
募集します

『特定保健指導』従事者の養成講座

を開催します。

研修日

潤基礎研修コース（１コース）

１１月２０日（土）、１１月２３日（祝）、１１月２７日（土）

１０時～１７時

潤指導力向上研修コース（２コース）

Ａコース１２月４日（土）１０時～１６時

Ｂコース１２月１１日（土）１０時～１６時

ところ 佐賀県総合保健会館

受講対象 保健師・管理栄養士等

定 員 各コース５０人

受講料 無料

申込期間 ９月１５日～１０月１５日

問合先 佐賀県総合保健協会

緯０９５２（２５）２３２０

国際協力機構「ＪＩＣＡ」では、秋

の募集として青年海外協力隊などの

海外ボランティアを募集します。

詳細はお問い合わせください。

潤青年海外協力隊

募集期間 １０月１日（金）～１１月８日（月）

応募資格 ２０１０年１１月８日時点で、満

２０歳から満３９歳までの日本

国籍を持つ人

派遣期間 原則２年間

潤体験談＆説明会

と き １０月１７日（日）１４時～

ところ 佐賀市 アバンセ

問合先 ＪＩＣＡ九州市民参加協力課

緯０９３（６７１）８３４９

特定保健指導研修
受講生募集

ＪＩＣＡ 「青年海外協力隊」
「日系社会青年ボランティア」募集

入場無料。どなたでも参加できます。

と き ９月１９日（日）１４時～

ところ 唐津市文化体育館文化ホール

講 師 藤井信吾 さん

（佐賀県警察本部生活環境課課長補佐）

演 題「子どもを有害情報から守る

ために」

啓発劇 ＩＴサポートさがKodomo２．０メンバーによる

インターネットの安全・安

心を親子で学ぶ寸劇

「ＹｏＫｏｏｈ！劇場」

主 催 佐賀県青少年育成県民会議

問合先 同事務局（佐賀県こども未来課内）

緯０９５２（２５）７３８１

毎日家庭からでる生ごみどうされ

ていますか？

ミミズコンポストはごみの減量だ

けでなく、地球温暖化防止にも貢献

します。

と き ９月１２日（日）１４時～１６時

ところ エイブル3階 研修室

講 師 広島ミミズの会 代表

加用誠男 さん
か よ う の ぶ お

その他 入場無料。満席になり次第

受付終了となります。

問合先 市民グループ大地のがっこう

｢未来塾｣からつ

緯０９５５（５３）２６８７

インターネット、携帯に
よる危険防止講演会

ミミズコンポストによる
生ごみ堆肥化講演会
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子健康

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）３３７３９月の子育て

３歳６ヵ月健診
対 象 平成１９年２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

２日（木）１歳６ヵ月健診
対 象 平成２１年２月１日～２５日生まれ
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）

３０日（木）４ヵ月健診
対 象 平成２２年５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

２２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

１１・２２・２・２２・２９９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

１・１１・１５５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

２８日（火２８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
対象者 ４歳～７歳６か月未満の子ども

接種を希望する人は保健センターまでご連絡く
ださい。

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）

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

北鹿島農村婦人の家うさぎさん７日（火）

七浦漁村センターぞ うさん１４日（火）

鹿島小わんぱくクラブひよこさん２１日（火）

古 枝 公 民 館きりんさん２８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

ママタニティスクマタニティスクーールル

受付１３：３０～１３：５０
内容 赤ちゃんのお風呂他
対象 妊婦

１６日（木１６日（木））

ポリオ
対象者 生後３ヵ月～７歳６ヵ月未満までに合計２回の

接種が済んでいない子ども。
対象地区の日程で都合がつかない場合は他地区
の日程でも接種できます。

と き

ところ エイブル1階保健センター
受付時間 １３：３０～１４：１５ 診察開始１４：００
持参品 母子健康手帳、予診票（必ず記入してください）
注意事項 下痢をしているときはポリオの予防接種はできません

と き対象地区
９/１７（金）能古見地区・浜地区
９/２９（水）大字高津原地区・七浦地区
１０/８（金）大字納富分地区・大字重ノ木地区
１０/２６（火）古枝地区・北鹿島地区

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

１０/１（金）エイブル『ハンドマッサージでリフレッシュ』

１８日（水）楠風館『ひんやりおやつ』（おやつ代１家族１００円）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

１７日（金）エイブル『いやしのハンドマッサージ』

合同サークル 『ファーム体験（梨狩り）』
１０日（金）市役所発着 １０時１５分～１３時４５分

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
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１日（水） 市内小中学校始業式

４日（土） 鹿島療育園秋まつり 鹿島療育園 １８時～

１２日（日） 第１３回かしま伝承芸能フェスティバル【P.１４参照】

１２日（日） 七浦秋祭り（戸口神社、鎮守神社、天子神社）

１２日（日） 西部中学校体育大会

１６日（木） 市老人クラブ大会 市民会館 ９時～

１９日（日） 市内小学校運動会（能古見・古枝・北鹿島・明倫）

２３日（祝） 救世神社秋祭り 救世神社

２５日（土） 中木庭たぬき踊り 中木庭天満宮

２６日（日） 市内小学校運動会（鹿島・七浦）

９月

長月
ながつき

（９月分）
４・１１・１８・２５日（土）、
５・１２・１９・２６日（日）、
２０・２３日（祝）

市役所
保健センター

６・１３・２７日（月）、２１日（火）
２４日（金）

市民図書館
９月は最終木曜日（３０日）開館します

６・１３・２７日（月）、２１日（火）
２４日（金）

エイブル
生涯学習センター

７・１４・２１・２８日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

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/
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広報かしま原稿締切日

１１月号１０月号
１０月１日９月１日

愚無料法律相談（市民優先） 市民会館

１６日（木）受付１３時～１４時 （先着１０人）１３時３０分開始

２２日（水）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

７日（火）１０時～１７時

愚成人健康相談 保健センター

１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

６・１３・２７日（月）、３・１０・１７・２４日（金）

９時３０分～１２時、１３時～１６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

１２日（日）１０時～１５時

愚発達障害児（者）専門相談

８日（水） 事前予約制 福祉事務所相談室

ＮＰＯ法人それいゆ（県委託先） 緯０９０（６２９５）３３５０

愚こころの健康相談（臨床心理士・看護師 対応）

福祉会館１階相談室

２２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

７・２１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

１・１５・２９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

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

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
前山薬局西岡内科クリニック 緯（６３）４０９０５日（日）
アルバ薬局犬塚病院 緯（６３）２５３８１２日（日）
アルナ浜店薬師寺医院 緯（６３）５２８１１９日（日）
オダ薬局ピオ店吉田病院 緯（６２）３２０３２０日（祝）
アルナ鹿島店納富病院 緯（６３）１１１７２３日（祝）
ミズ北鹿島店志田病院 緯（６３）１２３６２６日（日）


