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　９月１２日、祐徳稲荷神社で第１３回かしま伝承芸能フェス

ティバルが開催されました。

　面浮立や一声浮立など、市内外に伝わる１２団体の勇壮、

華麗な舞が披露され、多くの見物客を魅了しました。

平成２２年８月３１日現在

市の市の木木 市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい

かしま伝承芸能フェスティバル

写真

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯２－人７－世帯１０,５８４人３１,５６５

世帯１＋人８＋世帯　５,１８２人１４,２４２鹿　　島

世帯１－人１＋世帯　１,１６２人  ３,８９５能　古　見

世帯０人３－世帯　　　９８６人  ３,２１４古　　枝

世帯１－人８－世帯　１,０５５人  ３,２３６浜

世帯０人３－世帯　１,２１２人  ３,７２３北　鹿　島

世帯１－人２－世帯　　　９８７人  ３,２５５七　　浦
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人８＋人１６,７４８女

筋

芹

緊

菌

錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦

禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁

欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣

欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽

№１００２

10月1日は国勢調査

調査票の記入はお済みですか？

国勢調査員が調査票の回収にう

かがいます。

（４ページをご覧ください。）
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　平成１９年度決算から『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』に基づき、『健全化判断比率』と呼ばれる４

つの指標を算定し公表することが義務付けられ、これらの比率は下表のようになりました。

　４指標のうち一つでも『早期健全化基準』を超えると『財政健全化計画』を、『財政再生基準』を超えると財政再

生団体となり『財政再生計画』を策定・公表しなければなりません。

　鹿島市の平成２１年度決算では、どの指標も早期健全化基準を下回り、おおむね良好といえます。昨年度まで

１８％を超えていた実質公債費率も大幅に減少し、起債許可団体から協議団体へと移行しました。

　市では、これらの指標を監査委員の意見を付して9月議会に報告しました。

問合先　財政課　緯（６３）２１１４

怯健全化判断比率の公表

指 標 の 説 明財政再生基準早期健全化基準平成２１年度主 な 指 標

　普通会計（鹿島市では一般会計のみ）での赤

字額を、標準的な収入である標準財政規模の

額で除したもの。なお、赤字の場合は正の数、

黒字の場合は負の数で表示されます。

２０.０％１３.９４％（△３.３５％）実 質 赤 字 比 率

　普通会計だけでなく国民健康保険などの特

別会計や水道事業などの公営企業会計の実質

的な赤字を標準財政規模の額で除したもの。

　公営企業では赤字の額として資金不足額を

用います。

４０.０％１８.９４％（△９.７２％）連結実質赤字比率

　普通会計の公債費と公営企業会計や一部事

務組合の公債費に対する普通会計の負担金の

合計額を標準財政規模の額で除したもの。　

　１８％以上で地方債の発行に際し、県知事の

許可が必要な許可団体となります。

３５.０％２５.０％１５.８％実質公債費比率

　普通会計、特別会計、公営企業会計、一部

事務組合、第３セクター等の将来の負担すべ

き実質的な負債の合計額を標準財政規模の額

で除したもの。起債残高や退職手当、債務負

担などが実質的な将来負担の要素となります。

定められて

いない
３５０.０％６８.３％将 来 負 担 比 率

平成２１年度決算
資金不足比率

会　計　名

（黒字のため算定されない）水　道　事　業　会　計

（黒字のため算定されない）公共下水道事業特別会計

（黒字のため算定されない）
谷田工業団地造成分譲

事 業 特 別 会 計

怯資金不足比率の公表
　健全化判断比率と同じく、『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』に基づき、公営企業会計の赤字額に関す

る指標を算定し、公表することとなりました。３会計とも資金不足額（実質的な赤字額）はなく、良好といえます。

【資金不足比率】

　公営企業会計の資金不足額を、事業の規模

で除したもの。資金不足額とは流動資産や土

地の売却見込額などを考慮した赤字額で、事

業の規模とは営業収益を基礎として算出した

もの。黒字の場合は算定されず、赤字の場合

は正の数の表示となります。
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　鹿島バスセンター　⇔　柿原・尾崎（横田）　鹿島バスセンター　⇔　長野（行成経由）　鹿島バスセンター　⇔　新　　　　　籠

柿 原 発鹿島バスセンター発長 野 発鹿島バスセンター発新 籠 発鹿島バスセンター発

（７：２５）　（７：００）　（７：１０）

広平行
（６：５０）

８：２０　８：０５　

８：４５　８：１５　　鹿島バスセンター　⇔　大野（横田経由）

１２：２０　１１：５０　９：００　８：３５　大 野 発鹿島バスセンター発

１６：４０　１６：１０　１３：４０　１３：２０　７：３０　７：０２　

尾 崎 発鹿島バスセンター発（１６：３０）（１６：０５）９：０５　８：３７　

（１４：４５）（１４：２０）　鹿島バスセンター　⇔　奥　　　　　山１１：４５　１１：１５　

鹿島バスセンター　⇔　矢　　　　　答奥 山 発鹿島バスセンター発１３：１０　１２：４０　

矢 答 発　鹿島バスセンター発
　７：３７　

　７：２５　

祐徳神社前発

１６：００　１５：３０　

７：２２　

祐徳神社前まで
６：５０　

ー（１７：５０）

９：４０　９：２０　
祐徳神社前発　鹿島バスセンター　⇔　広平（行成経由）

１４：３０　

祐徳神社前まで

１４：１０　

祐徳神社前発

１３：５５　
祐徳神社前まで１３：３０　広 平 発鹿島バスセンター発

１６：３０　
祐徳神社前まで１６：００　

７：４０　

（７：１７）

能古見農協前発 （１７：０５）
祐徳神社前まで

（１６：４５）
祐徳神社前発（１７：４５）（１７：３０）

祐徳神社前発

　全便日曜・祝日は運休
　（　　：　　）は土曜日も運休　　　※は土曜日のみ運行

※７：１０　

１７：３０　１６：５０　

怯路線と時刻表

　現在、市内の路線バスは、鹿島市が祐徳バス株式会社に運行依頼をし、国、県、市の補助金等により

運行を維持しています。全国的にもマイカーの普及などにより利用者が減少し、地域の公共交通を取り

巻く環境は年々厳しくなっています。

　鹿島市も例外ではなく、路線バスの維持が困難な状況です。

　このような中、平成２１年度に「鹿島市地域公共交通再生総合計画」を策定し、今後の地域の持続可

能な公共交通のあり方について検討を進めています。その中で計画した「市内循環バス」「高津原のり

あいタクシー」については、今月から試験運行を始めたところです。

　しかし、地域の公共交通の維持や活性化には、皆さま方の利用が欠かせません。自家用車ではなく、

地域公共交通を利用していただくことは、地球温暖化の原因となるＣＯ２の排出削減にも貢献します。

　下記に市内を走る路線バスの時刻表を掲載していますので、より一層のご利用をお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　問合先　企画課企画係　緯（６３）２１０１

※市内循環バス・高津原のりあいタクシーおよび市外への路線の時刻表は、全戸配布した時刻表をご覧ください。

みんなで守ろう公共交通
（路線バス利用のお願い）
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潤国勢調査は、平成２２年１０月１日現在、日本に住んでいるすべての人および世帯が対象です。

潤平成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。

潤調査結果は、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。

潤調査票は、黒の鉛筆またはシャープペンシルで記入してください。

潤記入いただいた調査票は、封筒に入れて封をした上で調査員に渡していただくか、鹿島市あてに郵送

　で提出してください。

※万一、調査票が届いていない場合は、

　ご連絡ください。

　連絡先　鹿島市国勢調査実施本部

　緯（６３）２１０１（鹿島市役所企画課内）

　国勢調査については、平成２２年国勢調査広報サイト「国勢調査e-ガイド」をご覧ください。

総務省・佐賀県・鹿島市

調査票の記入は
　お済みでしょうか？

１０月７日までにご提出ください

封筒に入れる前に、調査

票の記入に誤りがないか、

確認をお願いします。

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

検索国勢調査e-ガイド

有明佐賀空港の東京便のダイヤおよび運賃が改善されました有明佐賀空港の東京便のダイヤおよび運賃が改善されました。。

１１．．ダイヤの改ダイヤの改善善

１０１０月月３１３１日よ日よりり、東、東京からの最終便の出発時間京からの最終便の出発時間がが１５１５分分繰り下げら繰り下げら

れますれます。。

【現行ダイヤ】　【現行ダイヤ】　　　東東京発京発　１８時１５分→佐賀１８時１５分 → 佐賀着着　２０時０５分２０時０５分

【改正後のダイヤ】 東京　【改正後のダイヤ】　東京発発　１８時３０分１８時３０分→佐賀着 → 佐賀着　２０時３０２０時３０分分

２２．．福岡空港と福岡空港とのの特割運賃特割運賃の格差解消の格差解消

これまで、佐賀空港便と福岡空港便の特割運賃の間に利用すこれまで、佐賀空港便と福岡空港便の特割運賃の間に利用するる

便によっては運賃格差が発生していましたが便によっては運賃格差が発生していましたが、、9月以降は同額9月以降は同額

の運賃が設定されることになりましたの運賃が設定されることになりました。。

有明佐賀空港有明佐賀空港がが

より使いやすくなります　　より使いやすくなります！！

有明佐賀空港の無料駐車場やリムジンタクシ　有明佐賀空港の無料駐車場やリムジンタクシーー

をご利用をご利用いいただくことで、福岡空港と比較してただくことで、福岡空港と比較して、、

佐賀空港までのアクセスはよりお得に便利にご佐賀空港までのアクセスはよりお得に便利にご利利

用いただけます用いただけます。。

問合問合先先 佐賀県空港・交通　佐賀県空港・交通課課

　　　　緯緯０９５０９５２２（２５）７（２５）７１０４１０４
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　伝統をいしずえに知識と教養を深め、花と緑を愛して感謝と思いやりの心を育み、清新な文化と活力あるま伝統をいしずえに知識と教養を深め、花と緑を愛して感謝と思いやりの心を育み、清新な文化と活力あるまちち

を目指しています。私ども会員１,６００名が文化活動の成果を発表・展示します。皆さまお誘い合わせの上、を目指しています。私ども会員１,６００名が文化活動の成果を発表・展示します。皆さまお誘い合わせの上、おお

越しください越しください。。

問合先 鹿島市文化連盟事務　鹿島市文化連盟事務局局 担当向井幸子　担当 向井幸子　緯緯（６２）（６２）６４３５６４３５

１１月３日（祝）１０月３１日（日）１０月３０日（土）と　こ　ろ

エ
イ
ブ
ル
会
場

潤少年の夢発表　１０時～潤萩居会（日舞）１０時３０分～
潤ハワイアンフラピカケ
　　　　　　　１１時２０分～
潤大正琴　　　１３時～
　ブルースカイ、琴野会、　
　琴耕会

潤モアナ・ハワイアンズ
　　　　　　　１４時～
潤ハワイアン愛好会
　　　　　　　１５時～
潤鹿島カラオケ愛好会
　　　　　　　１６時～

潤開会式　　　　　　１０時～
潤長唄碧州会　１０時３０分～
潤箏曲雛菊会　１１時４５分～
潤吟詠会　　　　１３時～
　佐賀岳翠会、鹿島吟祐教場、
　錦城会、佐賀岳誠会、
　武雄岳誠会
潤一葉会（詩舞）、東会（日舞）
　　　　　　　１４時３０分～
潤音楽会　　　１８時３０分～
　長唄祥寿会、鹿島マンドリン
　クラブ、フロッグコーラス、
　女声コーラスさくら、
　エルマーナ、鹿島混声合唱団

２階エイブルホール

菊花展（総合花壇）、和紙ちぎり絵、小・中学生の図画・習字展１階エントランスロビー

菊花展（盆栽菊）２階ホール前会場

鹿 島 錦 展２階音楽スタジオ

写 真 展２階交流プラザ

茶道（皇風煎茶禮式）茶道（宗偏流）２階和室（茶室）

書道展（鹿島書の会、猶興書道会）３階生活工房

美術・陶芸展３階研修室Ａ、Ｂ

１１月３日（祝）１０月３１日（日）１０月３０日（土）と　こ　ろ

市
民
会
館
会
場

菊花展（総合花壇）玄関前

潤日舞（鹿島市日本舞踊協会）
　　　　　　　　１１時～１階大ホール

絵 手 紙 展１階ホワイエ

さ つ き 展１階第４会議室

茶道（裏千家）茶道（表千家）２階和室（茶席）

アマチュア無線実演３階第２会議室

　　　１０月２４日（日）　１２時～１６時短　　歌エイブル３階研修室Ｂ文
学
会
場

　　　１０月２４日（日）　１２時～１６時俳　　句エイブル３階研修室Ａ

　　　１１月１３日（土）　１３時～川　　柳福祉会館　３階

市民によるバザーも計画していますのでご利用ください。

※文化祭期間中のお問い合わせは、市文化連盟仮事務所（市民会館１階サロン）緯（６３）２１１１（内線５５７）

　　　１０月３１日（日）　１０時～１７時謡　曲吉田能舞台会場（乙丸）

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭のののののののののののののののののののののごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案回鹿島市文化祭のご案内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内
１０月２４日（日）、３０日（土）、３１日（日）
１１月３日（祝）、１３日（土）

１１月３日（祝）１０月３１日（日）１０月３０日（土）と　こ　ろ

華　道　展福祉会館（３階）
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　幼稚園は、子どもに適切な環境を与え、心身の発達を助長する学校教

育法に基づく『教育施設（学校）』です。

　教育要領にのっとり、充実した幼児教育が受けられます。

　保育所は児童福祉法に基づく『福祉施設』であり、家庭で保育ができ

ない子どもを預かり家庭保育の一部を代行します。

　幼稚園と保育所は子どもの集団生活の第一歩として、それぞれに役割

を持って子どもを受け入れています。【保育所は１１月号で紹介します。】

幼稚園の制度に関する問合先　市教育委員会教育総務課　緯（６３）２１０３

恭募集対象は？

　平成２３年４月１日現在で、満３歳になる子どもか

ら対象になります。（なお、満３歳未満の子どもでも

子育て支援制度による預かりをそれぞれの園で実施し

ています。）

　また、学区がありませんので、どの幼稚園にも申し

込みができます。

恭申し込み方法は？

　入園説明会や園内見学を通して、各園の『教育方

針』『入園料・保育料』を確認し、自分の子どもに合っ

た幼稚園を選び、直接申し込んでください。

　現在、来年度の園児募集を行っています。

恭教育・保育時間は？

　幼児期の『健全な心と体の発達』の観点から４時間

が理想的な教育時間であり、子どもが快適に過ごせる

時間といえます。また、子育て支援の見地から、長時

間預かりも実施しています。（実施時間は幼稚園に

よって異なります。）

恭教育内容は？

　文部科学省の教育要領や県が定める教育課程をそれ

ぞれの幼稚園の教育方針に従って指導・展開されてい

ます。遊びを中心とした生活を通じて、身の回りの人

や物と関わりながら、『健康』『人間関係』『環境』『言葉』

『表現』の５領域に情操教育を含め、バランスのとれた

教育を実施しています。

恭費用は？

　入園料と毎月の保育料などが必要です。金額は、園

によって異なります。

　保育料は、保護者の所得（市民税額）に応じ、就園

奨励費補助金が国と市から交付され、保護者負担を軽

減する制度があります。また、小学３年生までの兄・

姉を含めて第2子、第３子となる園児については、補

助金額が増額され、保護者負担が更に軽減されます。

（ただし、所得制限により該当しない場合もあります。）

恭課外教室

　英会話や音楽、体育などをもっと学びたい子どもに

は、課外教室を実施しています。

　（希望者のみ、別途費用がかかります。）

　実施内容は園によって異なります。

恭預かり保育

　希望者には、『預かり保育』も実施しています。

　また、夏休みや冬休みなどもありますが、この期間

も『預かり保育』を実施しています。

恭園庭開放

　子育て支援の一環として、未就園児の親子のふれあ

いの場を提供しています。

詳細は各幼稚園にお問い合わせください。

定　　員　１２０人

所　　在　中牟田

保育時間

　７時～１４時１５分

預かり保育時間

　１４時１５分～１８時３０分

入園説明会

　１０月１３日（水）

園内見学

　いつでもできます。

明　朗　幼　稚　園

緯（６２）３６４５

http://blogs.yahoo.co.jp/meirougaku80

定　　員　１３０人

所　　在　執行分

保育時間

　８時～１５時

預かり保育時間

　１５時～（相談により

　　　　　個別対応可）

入園説明会

　１０月７日（木）

園内見学

　いつでもできます。

鹿島カトリック幼稚園

緯（６２）３０５２

幼稚園で

学ぼう　

市内幼稚園の紹介
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会場地会　　　場競技開始１７日１６日種　別競　技　種　目№

佐賀市佐賀県総合運動場水泳場９：３０○
一般男子

水 泳１
一般女子

鹿島市鹿島市陸上競技場１０：００○
一般男子

陸 上 競 技２
一般女子

嬉野市

みゆき公園多目的運動公園

１０：００

○
○

一般男子サ ッ カ ー３
○

みゆき公園球技場○○

嬉野中学校グラウンド○

鹿島市鹿島市北公園テニスコート
１６日９：３０○○一般男子

テ ニ ス４
１７日１０：００○○一般女子

太良町太良高校体育館

９：３０

○
一般男子

バ レ ー ボ ー ル５ 嬉野市
塩田中学校体育館○

塩田工業高校体育館○
一般女子

太良町多良小・中学校体育館○

鹿島市
鹿島市民体育館１６日１０：００○○一般男子

バスケットボール６
鹿島高校体育館１７日９：００○一般女子

嬉野市みゆき公園テニスコート９：３０

○一般男子

ソ フ ト テ ニ ス７ ○一般男女

○一般女子

嬉野市嬉野市体育館９：３０
○一般男子

卓 球８
○一般女子

嬉野市

塩田北部公園野球場

９：００

○○
一般男子

Ａ

軟 式 野 球９

みゆき公園野球場○○

轟の滝公園野球場○

鹿島市鹿島市民球場○○
一般男子

Ｂ 太良町
太良町営野球場○○

太良高校グラウンド○

嬉野市みゆき公園相撲場９：１５○一般男子相 撲１０
太良町太良町Ｂ＆Ｇ海洋センター体育館９：１０○一般男子柔 道１１

鹿島市

祐徳運動広場

９：３０

○○一般男子

Ａ

ソ フ ト ボ ー ル１２

明倫小学校グラウンド○

鹿島西部中学校グラウンド○○一般男子

Ｂ 古枝小学校グラウンド○

嬉野市
塩田中央公園多目的広場○○

一般女子
塩田中学校グラウンド○

嬉野市
嬉野高校体育館

９：３０
○一般男子

バ ド ミ ン ト ン１３
嬉野中学校体育館○一般女子

鹿島市
鹿島実業高校グラウンド（遠的）１６日１０：３０

１７日９：００

○○一般男女
弓 道１４

鹿島市民武道館（近的）近的遠的混　成

嬉野市嬉野小学校体育館９：３０○
一般男子

剣 道１５
一般女子

鹿島市のごみふれあい楽習館体育館１０：００○一般男子空 手 道１６
武雄市メリーランドタケオボウル８：３０○一般男女ボ ウ リ ン グ１７
太良町太良町健康広場９：３０○一般男女混成ゲ ー ト ボ ー ル１８
武雄市武雄・嬉野カントリークラブ７：００○一般男女ゴ ル フ１９

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第　６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３６　３　回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大県民体育大会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

競え！恵み豊かな大地と前海の郷で

問合先　県体育保健課　緯０９５２（２５）７２３５　市生涯学習課　緯（６３）２１２５

地元開催での上位入賞を目指す鹿島市選手団を応援しましょう！

と　き　１０月１６日（土）～１７日（日）

ところ　鹿島市・嬉野市・太良町ほか
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　「お買い物は佐賀県で」を合言葉に、１０月１日（金）よ

り「がＢＵＹさがん運動２０１０」がスタートします。

　佐賀県内加盟店で買い物や食事をすると、５００円

毎にスタンプカードにポイントが貯まり、５０ポイン

トで賞品が当たる県内合同抽選会に参加できます。

　また、一定の条件を満たせば鹿島地区での抽選会に

も参加できます。鹿島抽選会は１２月２４日から２６日まで

の３日間、県内合同抽選会は１月下旬に行います。

　詳しくは加盟店店頭の掲示をご覧ください。

問合先　鹿島商工会議所

　　　　緯（６３）３２３１

恭市が直接雇用する事業（雇用予定１１月～）

申込期間　１０月１日（金）～１０月１５日（金）

申込方法　総務課（市役所3階）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

　　　　　緯（６３）２１１３に提出してください。業務内容などの詳細は、市のホームページや下記の問合先、　

　　　　　またはハローワーク緯（６２）４１６８にお問い合せください。

恭市の委託先が募集する事業（雇用予定１１月～）

　就業を希望する人はハローワークまたは下記の問合先に直接申し込んでください。

【緊急雇用対策】日日雇用職員を募集します
－鹿島市は、国の「緊急雇用創出基金事業」に取り組んでいます－

業務内容等の問合先業　務　内　容雇用期間募集人員事　業　名

農業委員会　緯（６３）３４１７農地の有効活用のため、耕作放棄地の実態を整理する４ヵ月１人耕作放棄地調査事業

生涯学習課　緯（６３）２１２５運動広場の樹木剪定、体育施設および周辺の清掃、事務補助ほか５ヵ月１人運動広場及び蟻尾山公園等管理事業

業務内容等の問合先業　務　内　容雇用期間募集人員事　業　名

ネット鹿島　緯（６３）１８６２鹿島市の観光・イベント等の情報番組を作成し、市内外へ情報発信する５ヵ月２人鹿島市観光情報発信番組作成事業

鹿島環境整備社　緯（６２）６０２９家庭ごみの収集作業および資源ごみ分別作業等５ヵ月（更新あり）１人リサイクル推進事業

潤欠員に伴う、七浦地区農業委員の担当地区が変更に

　なりました。（任期：平成２５年２月２８日まで）

※太字のヵ所が今回変更となった区域です。

　農地の貸借や売買、転用等の手続きや農業を営む上

での諸問題等、気軽に農業委員へご相談ください。

潤農地パトロールを実施しています。

　遊休農地の把握に努めるとともに農地の無断転用防

止を図り、限りあるかけがえのない農地を活かそうと、

農地パトロール（利用状況調査等の巡回）を実施してい

ます。１０月～１１月を重点パトロール月間として、

各地区農業委員と事務局による農地パトロールを行い

ます。現地立ち入りの際には、ご理解いただきますよ

うお願いします。

潤農業経営意向調査にご協力ください。

　農地の荒廃防止とこれからの農業政策へ反映させる

ために、生産組合を通じて農家の皆さまへ農業経営意

向調査を実施します。

　調査の主旨をご理解の上、ご協力をお願いします。

問合先　農業委員会事務局　　緯（６３）３４１７

農業委員会からのお知らせ
お
知
ら
せ

変更後の担当区域農業委員氏名

嘉瀬浦・音成・七曲・矢答
岡　みどり［音　成］

緯（６２）０７７０

江福・飯田(七曲除く）・

龍宿浦・大宮田尾

光武健二郎［大宮田尾］

緯（６２）０７７０

小宮道・東塩屋・西塩屋・

母ヶ浦・西葉

松本　弘義［東塩屋］

緯（６２）５３０４

お
知
ら
せ

Buyさがん県民運動シンボルマーク
愛称『こーたろー』

「がＢＵＹさがん運動２０１０」がスタートします
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予防注射は年に１回受ける義務があります！
－犬を飼われている皆さんへ－

お
知
ら
せ

　例年４月～５月に狂犬病予防注射のお願いをしてい

ますが、まだ受けられていない飼い主の方が見受けら

れます。

　市内の動物病院で受けられますので、ぜひ受けてく

ださい。

　また、犬の登録や注射済票の交付がお済みでない方

は、下記の手数料を持参の上、環境下水道課環境係ま

でお越しください。

登録鑑札・注射済票交付手数料

・犬の登録鑑札　３,０００円

・注射済票　　　　５５０円

　※できるだけおつりの出ないようにご協力をお願い

　します。　

問合先　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６

イノシシによる農作物の被害に悩まされていませんか？
－鹿島市イノシシ被害防止対策事業－

　深刻化するイノシシ被害の

対策を進めるために下記の内

容で事業を実施します。

補助対象および補助率

・イノシシの被害を防止するためのワイヤーメッシュ

　および電気牧柵一式（防草シート含む）

　補助率　１／３以内（千円未満切り捨て）

・狩猟免許取得費　定額　１７,０００円

　※平成２２年４月以降の取得者が対象となります。

事業実施年度　平成２２年度～平成２３年度

補助金上限　　１００,０００円

　　　　　　（申請者一人当たりの市補助金合計額が

　　　　　　　１０万円になるまで何回も申請可。）

補助対象者の条件

・市税の未納のない人

・農作物を栽培し、出荷している人または水田で農作

　物を耕作している人

その他　申請方法などの詳細はお問い合わせください。

問合先　農林水産課農政係　緯（６３）３４１３

お
知
ら
せ

１０月１日は『浄化槽の日』です
－浄化槽を使用されている皆さんへ－

　浄化槽は、下水道と同じように生活排水をきれいな

水にして河川や水路へ流しますが、誤った使い方をし

たり、維持管理をきちんと行わないと、水質が悪く

なったり、悪臭を発生させるなど、逆に生活環境を悪

くする原因になります！

　浄化槽を使用されている皆さんは次のことを心がけ

て、正しく使用してください。

潤台所では・・・・・・・・使った油や調理くずを流さない

潤トイレでは・・・・・・①洗浄水は十分に流す。

　　　　　　　　　②トイレットペーパー以外の異物

　　　　　　　　　　は流さない

潤浄化槽周辺では・・①マンホールの上に物を置かない

　　　　　　　　　②電源を切らない

保守点検・清掃・法定検査の実施

潤年に１回の法定検査を必ず受けましょう

　法定検査の実施機関・・（財）佐賀県環境科学検査協会

潤保守点検及び清掃については適切に行いましょう

　保守点検は、佐賀県に登録している浄化槽保守点検

業者に委託してください。

　清掃は、鹿島市が許可している浄化槽清掃業者に依

頼してください。

　浄化槽の設置には、補助制度もありますので気軽に

ご相談ください。

問合先　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６

お
知
ら
せ

市内の動物病院の連絡先

高尾動物病院　緯（６２）３１１５

西村動物病院　緯（６２）７２２８
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Ａ　鹿島市に申請して、要介護認定を受けましょう。

　　サービスの利用を希望する場合は、市（保険健康課）

　に「要介護認定」を申請します。

　　申請後は認定調査や審査を経て「要介護」「要支援」

　「非該当」といった認定結果に応じたサービスを受け

　ることになります。

Ｑ　介護保険のサービスは誰でも利用できるの？

Ａ　かかりつけのお医者さんに頼みましょう。

　　普段から受診していて、自分の心身の状況に詳し

　いかかりつけのお医者さんが適しています。

　　主治医がいない場合は、市に相談しましょう。

　　早めに相談、受診して健康状態や生活状況を正確

　に伝えましょう。

Ｑ　主治医の意見書は誰に頼めばよいの？

Ｑ　認定調査では普段よりがんばって答えた

　　方がよいの？

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

Ａ　心身の現状を過不足なく正確に伝えることが重要

　です。

　　とても調子の良いときや、悪いときのことを強調

　するのではなく、「普段はできるが、○○のときはで

　きない」など、訪問調査員の質問に対して、普段の

　健康状態を中心に補足します。なるべく現状を過不

　足なく正確に伝えるように心掛けましょう。

介護保険Ｑ＆Ａ

　骨髄移植を受けるためには、白血球の型が一致する

骨髄提供者（ドナー）が必要です。

　しかし、一致する確率は数百人から数万人に１人で

すので、１人でも多くの患者さんを救うためには、た

くさんのドナーが必要になります。

　あなたも、骨髄バンクに登録しませんか？

問合・申込先　杵藤保健福祉事務所企画経営課

　　　　　　　緯０９５４（２２）２１０３

骨髄バンクを知っていますか？
～１０月は「骨髄バンク推進月間」です～

お
知
ら
せ

ドナー登録できる人

・骨髄提供の内容を十分に理解している人

・年齢が１８歳以上、５４歳以下で健康な人

・体重が男性４５kg以上 / 女性４０kg以上の人

ドナー登録の方法

・事前に杵藤保健福祉事務所までご連絡ください。

・登録についてご理解いただいた上で、採血（２ml）

　をします。（登録は採血で完了）

［高津原区］

テント

［土井丸区］

鉦浮立道具一式

［母ヶ浦区］

面浮立道具一式

　地域コミュニティ活動の活性化と宝くじの普及宣伝を目的と

した『宝くじ助成金』を活用して、平成２２年度に整備しました。

問合先　企画課企画係

　　　　緯（６３）２１０１

Ａ　自分の介護の度合いを納得いくまで確認しましょ

　う。

　　要介護や要支援の区分に応じて、介護保険で受け

　られるサービスの種類や支給限度額が違います。

　　認定結果に沿って、サービスを受けてから再検討

　することも大切ですが、結果が出た時点で不服や疑

　問がある場合はまず市の窓口に相談してみましょう。

Ｑ　認定結果に納得がいかないときはどうす

　ればよいの？
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　「男は外で働き、女は家庭を守

るべき」といった性別による役割

分担や職場や家庭、地域社会など

での女性に対する差別や偏見など

が当たり前の頃がありました。

　しかし、近年、社会の変化とと

もに女性の社会進出が多くなり、

男性社会だった仕事場の中に女性

が入ってきたことで様々な問題が

起こっています。そのひとつがセ

クシュアル・ハラスメント（セク

ハラ）です。この言葉が知られる

ようになったのは、１９８９（平成

元）年に福岡県の出版社に勤務し

ていた女性が上司を相手取り、セ

クシュアル・ハラスメントを理由

に裁判を起こしたことからでした。

　職務上の立場や雇用の場におけ

る上下関係を利用し、意識せずに

何気なく行われてきた女性への性

的な発言や行為がセクシュアル・

ハラスメントとして訴えられたこ

の裁判は、女性の勝訴となりまし

た。この裁判をきっかけにセク

シュアル・ハラスメントに関する

問題が社会で取り上げられるよう

になり、職場と社会全体にある女

性差別意識がこの問題を生む原因

と意識されるようになってきまし

た。

　そして、女性の職場進出と就労

意識の変化、また男女雇用機会均

等法などの法整備に伴ってセク

シュアル・ハラスメントが職場に

おける女性の人権を侵害すること

であるという考えも広まってきま

した。

　セクシュアル・ハラスメントは、

男女問わず被害者にとって深刻な

人権侵害で、個人の尊厳や名誉、働

く権利などを侵害する重大な人権

問題であるということを認識する

ことです。そして、社会にこれを

許さない風潮をつくっていくこと

が大切なことではないでしょうか。

女性と人権
～セクシュアル・ハラスメント～

噛ご意見等をお寄せください　同和対策課　緯（６３）２１２６

生ごみの減量化について①　～脱・三角コーナー！～

　今月号から数回にわたり、燃えるごみの中でも水分含有量が多い生ごみの減量化についてお話します。

　生ごみの減量化と言えば「堆肥化」が一番ですが、アパート住まいだったり、時間的余裕がなかったりと堆肥化

が難しい方も多いと思います。今回は誰にでもできる生ごみの減量方法を紹介します。

　皆さんチャレンジしてみてください。

何でもかんでも三角コーナーに入れていませんか？

　調理段階で発生する野菜くず等は通気性のよい別の

容器に入れてみてください。

　岳野菜くず等の生ごみは水に濡らすことで水分が約４０％

　　も増えるそうです。

　　濡らさないことで、腐りにくくなり、水分も蒸発し、

　　重量が軽くなります。

問合先　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６

番外編

【実践例】

濡らさない！

　がポイントです

　国内で年間に消費されているレジ袋はおよそ三百億枚。このレジ袋のために、原

油は約５億６千万リットル消費されています。

　このように膨大なエネルギーを使って生産されたレジ袋の多くは、家庭からごみ

となって出て行きます。

　日常の買い物時に買い物袋（マイバッグ）を持参し、レジ袋の使用を控えること

は、ごみを減らすだけでなく、貴重なエネルギー資源を無駄遣いせず、地球温暖化

防止などの環境問題に取り組み、さらに新しいライフスタイル作りへの第一歩にな

ります。皆さんご協力ください。

－１０月は買い物袋持参運動の強調月間です－
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健康の問合先
鹿島市保健センター
緯（６３）３３７３

　県内のインフルエンザ予防接種実施医療機関で受けることができますので、６５歳以上で接種を希望する人は、接

種を希望する日の１週間前までに直接医療機関へお申し込みください。

　季節性と新型インフルエンザの両方を含むワクチンを１回接種することになります。

　インフルエンザが流行する前の１２月中旬までに接種することが望ましいとされています。

期　間　１０月１日（金）～１２月３１日（金）

　　　　※医療機関によって異なる場合があります。

自己負担金　１,３００円（医療機関の窓口でお支払ください。）

　　　　　ただし、市民税非課税世帯および生活保護世

　　　　帯の人は、上記のお知らせにある手続きによ

　　　　り無料となります。

接種回数　１回

持参品　毅健康保険証（住所や生年月日の確認をします。）

　　　　毅健康手帳またはおくすりノート（済証を貼ります。）

注　意　体調の悪い人、卵アレルギーのある人は受けら

　　　　れません。

６５歳以上の人のインフ６５歳以上の人のインフルルエンザ予防接種についてエンザ予防接種について

　市民税非課税世帯の人や生活保護世帯の人が、新型インフルエンザワクチンの予防接種を受ける際に、手続きに

より費用負担が無料になります。接種前に手続きをしてください。

　潤生活保護世帯の人は、福祉事務所緯（６３）２１１９にご相談ください。

　潤市民税非課税世帯の人は、次の手順による手続きとなります。

新型インフルエンザ予防接種費用の負担軽減につい新型インフルエンザ予防接種費用の負担軽減についてて

と　き　１０月８日（金）　９時～１１時

ところ　保健センター（エイブル１階）

その他　潤受診票をお持ちでない人は、当日受付で　

　　　　　申し出てください。

潤撮影のときは、薄手のシャツや肌着は着用できます。

　ボタンや刺繍・金具の入ったものは着用できません。

潤料金は無料です。

　６５歳以上の人を対象に８月より地区の公民館や保健センターで結核健康診断を行っています。

　対象区の日程で健診を受けていない人は、ぜひ受診してください。

未受診の人は結核健康診未受診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

献血にご協力くださ献血にご協力くださいい

　病院では大勢の患者さんが輸血を必要としていま

す。愛の献血に温かいご協力をお願いします。

と　き　１０月４日（月）９時３０分～１６時

ところ　市民会館ホワイエ

対象者　１８歳～６９歳の男女

　　　　※体重５０kg以上で４００ml献血可能な人。　

　　　　　６５歳以上の人は６０～６４歳の間に献血経験

　　　　　のある人。その他条件があります。

①　保健センター窓口

　説明を受け、市民税非課税世

帯証明書発行の申請書に記入し

ます。

②　市民課窓口

　申請書を提出し、市民税非課

税世帯証明書の発行を受けます。

（証明書発行は無料）

③　接種を受ける医療機関

　市民税非課税世帯証明書（生

活保護世帯の人は生活保護証明

書）を提示して接種を受けます。

覚 覚
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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）

怯がんセット検診日程

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

対象区月　日対象区月　日

 大村方・鮒越・中尾・上古枝・下古枝 
１１月８日
（月）

井手・三部・新籠・常広・古城・組方
１０月１２日
（火）

久保山・奥山・竹ノ木庭・平仁田開拓・七開・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・若殿分

１１月９日
（火）

浜新町・城内・大手・東町・中牟田
１０月１３日
（水）

納富分・行成
１１月１２日
（金）

西牟田・末光 
１０月２５日
（月）

新町・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・番在開拓

１１月１８日
（木）

小宮道・東塩屋・西塩屋・母ケ浦・西葉・
矢答・新方・湯ノ峰・庄金

１０月２６日
（火）

執行分・井手分・世間・重ノ木
１１月１９日
（金）

高津原
１１月４日
（木）

小舟津・犬王袋・横田
１１月２９日
（月）

高津原・馬渡
１１月５日
（金）

　国の方針で２年に１回の検診となります。

受　付　保健センター（エイブル１階）　９時～１０時

対象者　子宮がん検診　２０歳以上で昨年度未受診の女性

　　　　乳がん検診　４０歳以上で昨年度未受診の女性

料　金　子宮がん検診　７００円　　　　

　　　　乳がん検診　　４０歳代１,５００円、５０歳以上１,０００円

その他　毅乳がん検診は毎回先着５５人で締め切ります。

　　　　毅５～６月に実施したがん検診申込書により

　　　　　申し込んだ人には受診票を郵送します。

　　　　毅区ごとに受診日を定めていますが、都合が

　　　　　悪いときは別の日に受診できます。

　　　　毅新たに希望する人はご連絡ください。

恭子宮がん・乳がん検診日程

子宮がん・乳がん検診を受けましょ子宮がん・乳がん検診を受けましょうう

対象区月　日対象区月　日

高津原
１０月１８日
（月）

城内・大手・東町・西牟田・新町
１０月１４日
（木）

執行分・井手分・末光・馬渡
１０月１９日
（火）

中牟田・横田・小舟津・犬王袋・世間・

重ノ木
１０月１５日
（金）

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）

若殿分・納富分・行成
１０月１６日
（土）

大村方・鮒越・久保山・上古枝・下古枝・

中尾・竹ノ木庭・奥山・七開・平仁田開拓
１０月１７日
（日）
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に行ってみよう

　市民図書館では、この期間に蔵書点検（本や視聴覚資料で不明に

なったものがないかチェックして探す作業）や書架の整理・本の配置

換え・修理など、開館中にはできない作業を行います。

　長期の休館で皆さまには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご

協力をお願いします。

問合先　市民図書館　緯（６３）４３４３

１　０　月　１　５　日（金）から　１　０　月　２　８　日（木）までは
特別整理期間のため休館します

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

　染色家で人間国宝の鈴田滋人さんの作品

を紹介しています。

　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、木版摺更紗の研究
て る じ

・練磨を重ね、独自の作風を確

立されました。

　９月に開催された第３７回県民

文化フォーラムでの講演に関連

した作品を展示しています。

　１０月５日から展示作品が変わります。

展　示　１０月３０日（土）まで

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。

　１０月１９日～２２日の間、一般の方はパソコン教室開講のため、学習

室をご利用になれません。

　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（全３回）

（材料費１回３,０００円）

エイブル２階

音楽スタジオ

１０月１日、１１月５日、１２月３日(全３回)

［金曜日開催］１３時３０分～１５時３０分
霜村　久子さん２０人プリザーブドフラワーアレンジ

４,０００円

全４回

（テキスト代別途）

エイブル２階

学習室

１０月１９日～２２日（４日間）

※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

５００円/１回

（材料費１回１,０００円）

エイブル２階

和室ほか

１０月２０日～平成２３年９月２１日

［水曜日開催］１０時３０分～１２時
吉原 五百子 さん

い ほ こ

１５人 茶花 教室(午前)
ち ゃ ば な

５００円/１回
エイブル２階

音楽スタジオ

今秋開講予定

［金曜日開催］１９時３０分～２１時３０分

栗原　 慶安 さん
よ し や す

(成瀬ブルックリン)
１５人エレキギター教室②

えいぶる事業
チケット販売所
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
　　　　　　　　　　　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　エイブル開館１０周年記念

愛野由美子・住江一郎デュオコンサート

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。

　第６回えいぶる事業
　はあとふるひだまりコンサート２　０　１　０

JOY俱楽部ミュージックアンサンブルとのジョイントコンサート

と　き　１１月２８日（日）

　　　　　開場１３時

　　　　　開演１３時３０分

ところ　鹿島市民会館

入場料　【全席自由】

入場料　【全席自由】

　一　　　般　１,０００円

　楽修大学生　　５００円

　高校生以下　　５００円

幼児で座席を必要としない場合は無料となります。

えいぶる
事　　業

恭本のポスト（正面玄関に向かって右側）へ返却

　覚本

恭１０月２９日（金）以降に直接カウンターへ返却

　覚ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオ・雑誌・大型絵本・紙しばい

　　といった破損の恐れがあるもの

特別整理

期間中の

返却方法
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“Hang in there” 

今月のキーフレーズ

№５９

（エミー）　私とてもどきどきしてるの。

　　　　　明日のテストの勉強する時間がな　

　　　　　かったの・・・

（ジョン）　がんばって！

　　　　　きっとうまくいくと思うよ。

Amy:

John:

I'm so nervous! I didn't have time to
study for my test tomorrow.
Hang in there. 
I'm sure you will do fine.

　この表現は、「あきらめないで」「がんばって」といった

相手を励ますときに使います。

　体育館で、６月３０日に平和集会が

あり、６年生が修学旅行で学んだこ

とを、下級生に伝えました。

　この日のために班ごとに自分たち

の思いをまとめ、昼休みになると班

の友だちと協力し合って練習を行い

ました。

　長崎の原爆資料館を見学したり、

語り部の方の話を聞いたりして学ん

だことをもとに、分かりやすく発表

しました。全員によるステージ発表

もあり、自分たちの言葉で平和への

想いを訴える、迫力ある集会でした。

　　〈子どもの感想４年生〉　

　私たちは、平和な時代に生きてき

たので、戦争はどんなにこわいか分

からないけれど、平和集会を１年生

のころから見ていてだんだん分かっ

てきました。原子爆弾１個で、すご

い力を持っていて、それが落ちてき

たらすごくこわいと思います。

　６年生になったら、戦争のことを

いっぱい勉強して、もう二度と戦争

が起こらないようにしたいです。

　平和集会で話をしてもらってよ

かったと思います。

　　〈子どもの感想６年生〉　

　６月３０日の朝の時間に、平和集会

がありました。雨の日だったので、

練習の時よりも大きな声を出しまし

た。班の誓いの言葉もみんながまと

まっていたのでよかったです。

　この声がみんなに届いていて６年

生になった時、長崎の修学旅行に

行って平和について知り、「この平

和な世界が続くように」と願ってほ

しいです。

平　和　集　会

鹿島小学校

校学 だ よ り

No.１６１

ジョリン先生

（ジョン）　やあ　エミー！

　　　　　僕の自転車見なかった？

　　　　　昨日盗まれたんだ。

（エミー）　見なかったわ。でもあきらめないで！

　　　　　きっと見つかると思うわ。

John:

Amy:

Hi! Emy. Have you seen my bike?
It was stolen yesterday.
No, I haven't. But hang in there.
I'm sure it will be found.
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　鹿島市の成人式は『成人の日』の

前日に開催します。

と　き　平成２３年１月９日（日）

　　　　受付１３時～　開式１４時～

ところ　鹿島市民会館ホール

対象者

　平成２年４月２日～平成３年４月

　１日までに生まれた人

その他

　　鹿島市に住民登録のある対象者

　には後日ハガキでご案内します。

　　就職や進学等により鹿島市以外

　に住む人で、鹿島市の成人式に参

　加を希望される人は、お問い合わ

　せください。

問合先　生涯学習課社会教育係

　　　　緯（６３）２１２５

 

　平成１５年度設置の水道メーターを

検定期間満了のため取り替えます。

『鹿島市指定の水道工事店』が次の

日程で、取り替えに伺いますので、

ご協力をお願いいたします。

　なお、取り替えに伺うお宅には事

前に工事を行う業者より連絡があり

ます。

と　き　潤偶数月に水道料請求のお宅

　　　　１０月１２日（火）～１０月２９日（金）

　　　　潤奇数月に水道料請求のお宅

　　　　１１月１０日（水）～１１月３０日（火）

対　象　上水道給水区域一円

問合先　水道課管理係

　　　　緯（６２）３７１８

おお知知ららせせ
おめでとう　二十歳
成人式のご案内

水道メーターを
取り替えます

※１０月１７日のみ佐賀県総合運動場陸上

競技場（佐賀市）での開催となります。

問合先

佐賀県プロサッカー振興協議会

　　緯０９４２（８１）５２９０

　一定面積以上の土地について売買などの取引をした場合には、国土利用

計画法により、契約締結後２週間以内に、買主が土地の利用目的及び取引

価格等を届け出なければなりません。県では、その利用目的が公表されて

いる土地利用に関する計画に適合しているかなどを審査し、場合によって

は利用目的の変更を勧告することがあります。

　届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰則が科せられることがあり

ます。

【届出義務者】買主

【届出の時期】契約締結後2週間以内

【届　出　先】土地の所在する市町村

【罰　　　則】６ヵ月以下の懲役又は

　　　　　　　１００万円以下の罰金

問合先　県土地対策課　緯０９５２（２５）７０３４

　　　　企画課企画係　緯（６３）２１０１

　２,０００㎡以上　市街化区域

　５,０００㎡以上
 市街化区域以外の
 都市計画区域

１０,０００㎡以上
 都市計画区域以外 
 の区域

１０月は『土地月間』
一定面積以上の土地の売買には届出が必要です

　平成１６年４月２日から平成１７年４月１日までに生まれたお子さんは、

入学予定の小学校で必ず受診してください。 

問合先　教育委員会教育総務課　緯（６３）２１０３

来年小学校に入学する新入学児童の
健康診断を行います

開　始受　付実　施　日学 校 名

　１４時～　　　１３時３０分～１４時１０月７日（木）浜 小 学 校

１５時～　　１４時３０分～１５時１０月１３日（水）古枝小学校

１４時３０分～１４時～１４時３０分１０月１４日（木）七浦小学校

１４時３０分～１４時～１４時３０分１０月１８日（月）北鹿島小学校

１４時３０分～１４時～１４時３０分１０月１９日（火）鹿島小学校

１４時３０分～１４時～１４時３０分１０月２２日（金）明倫小学校

１５時～　　１４時３０分～１５時１０月２６日（火）能古見小学校

がんばれサガン鳥栖！後半戦ホームゲーム日程
－　ベストアメニティスタジアム（鳥栖市）　－

　平成２２年８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・件数区　分
供花１件１５,０００円８月２４日弔　慰
田澤義鋪記念会平成２２年度賛助会費３０,０００円８月１１日賛　助
（韓国）大西初等学校児童への記念品（ストラップ）１２,８００円８月２日

その他 （韓国）大西初等学校校長への記念品（のごみ人形）１０,０００円８月２日
名刺印刷代５,２５０円８月１１日

７３,０５０円合　計

平成２２年８月
市長交際費支出状況表

対戦相手キックオフ日程
横浜ＦＣ１６：００１０/１７（日）
東京ヴェルディ１３：００１０/２４（日）
徳島ヴォルティス１６：００１１/７（日）
柏レイソル１２：００１１/２０（土）
大分トリニータ１６：３０１１/２８（日）
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　建退共制度は、建設現場で働く人

のために『中小企業退職金共済法』

という法律により国が作った退職金

制度です。

　事業主は、現場で働く労働者の共

済手帳に働いた日数に応じて掛け金

となる共済証紙を貼り、その労働者

が建設業界で働くことをやめたとき

に建退共から退職金を支払うという、

いわば業界全体での退職金制度です。

加入できる事業主　建設業を営む方

対象となる労働者　建設業の現場で働く人

掛け金　日額３１０円

問合先　建退共佐賀県支部

　　　　緯０９５２（２６）２７７８

を測定してみませんか。

 

　オウム真理教による犯罪行為によ

り被害を受けた方、ご遺族に給付金

が支給されます。詳細はお問い合わ

せください。

申請期限　平成２２年１２月１７日（金）

支給対象　オウム真理教による犯罪行

　　　　為により、亡くなられた方

　　　　のご遺族、障害が残った方、

　　　　傷病を負った方

問合先　佐賀県警察本部警務課

　　　　犯罪被害者支援室

　　　　緯０９５２（２４）１１１１

知っていますか？
建退共制度

オウム真理教犯罪被害者救
済法による給付金の支給

 

恭緑地保全管理講習の受講生募集

　庭木の整枝・剪定、病害虫の消毒

・対処などを学ぶ実践的講習です。

と　き　１１月９、１０、１1、12、16、17

　　　　　　18、19日(8日間)

ところ　シルバー人材センター

受講対象　６０歳代前半の人、雇用・就

　　　　業をめざす高齢者の方

定　員　２５人(受講料無料)

恭各種作業の注文をお受けします。

「農作業」「庭木の剪定」「家事」「襖

張り替え」「はがき書き」など、い

ろいろな作業について気軽にご相談、

注文ください。

恭会員を募集しています。

対　象　６０歳以上または来年3月ま

　　　　でに６０歳になる人

説明会　１０月２１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

 

と　き　１０月３０日（土）

　　　　　　　１３時３０分～１５時３０分

ところ　佐賀県看護センター（佐賀市久保田町）

対　象　就業希望者（看護職有資格

　　　　者、看護職資格取得見込み

　　　　の者）と求人施設

内　容　就業希望者と求人施設の面談

申　込　就業希望者は申込不要です。

　　　　直接ご来場ください。

　　　　求人施設は１０月１３日（水）ま

　　　　でに電話申込が必要です。

問合先　佐賀県看護協会ナースセンター

　　　　緯０９５２（５１）３５１１

気軽にご利用ください！
シルバー人材センター

看護職就職合同面談会を
開催します

 

 

　鹿島史談会では郷土の歴史について、毎月会

員や外部講師による発表「定例会」や「史跡探訪

会」などを行っています。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)

潤１０月７日（木）

演　題　『 福源寺 に始まる肥前
ふ く げ ん じ

 黄檗 』
お う ば く

講　師　田中治樹さん

　　　　（ 瑞龍山大興寺 ・
ず い り ゅ う さ んだ い こ うじ

 圓通山 福源寺住職）
えんつうさん

潤１２月２日（木）　

演　題　『鹿島市城の 中近世城館 』
ち ゅ う き ん せ い じ ょ う か ん

講　師　 宮武正登 さん
み や た け ま さ と

　　　　（佐賀県教育庁社会教育文化財課）

潤史跡探訪会

と　き　１１月４日（木）８時３０分～１６時予定

　　　　※鹿島市役所前発着

訪問地　毅長崎県雲仙市 神代 
こ う じ ろ

　　　　　（旧神代鍋嶋祖鍋嶋信房の地）

　　　　毅長崎県島原市 沖田畷 
お き た な わ て

　　　　　（ 龍造寺隆信 ×有馬・薩摩連合軍
り ゅ うぞ うじ た か の ぶ

　　　　　激戦の地）

詳　細　１０月７日の定例会で案内

問合先　鹿島史談会事務局

　　　　緯（６２）６６３４

 

　健康づくりに（特に風邪に弱い人）、

免疫力や自然治癒力を増強する気功

をやってみませんか。

と　き　１０月５日（火）～３月２２日（火）

　　　　毎週火曜日１３時３０分～１５時

ところ　福祉会館３階大会議室

参加費　３,０００円（６ヵ月分）

問合先　宮﨑　緯（６２）５０５５

講講習習会会・・教教室室
鹿島史談会
鹿島市歴史講座

気功教室　生徒募集

潤市税集合徴収分

潤介護保険料の

第５期の口座振替日

１　０　月　２　９　日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）
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と　き　１０月１７日（日）１０時～１２時

ところ　ほほえみ館４階（佐賀市）

入場料　無料

申　込　１０月１４日（木）までに往復ハ

　　　　ガキで申し込む（必着）

問合先　リンパ浮腫を学ぶ会事務局

　　　　緯０９５４（２３）５６８０

 

 

鹿島市からは森鉄工㈱さんが出展！

と　き　10月8日（金）・9日（土）

ところ　市村記念体育館

内　容　潤県内企業の製品展示

　　　　潤お笑い芸人によるライブ

　　　　潤ロボットショー

　　　　潤セグウェイ試乗

　　　　潤ミニＳＬの体験乗車

　　　　潤フリーマーケット　など

問合先　佐賀県農林水産商工本部　新産業課

　　　　緯０９５２（２５）７１２９

 

　古川知事２期目のマニフェスト検

証大会を開催します。この４年間で

佐賀がどう変わったのか県民の皆さ

んで一緒に考えてみませんか？

と　き　１０月２２日（金）

　　　　　１８時開場　１８時３０分開演

ところ　アバンセ（佐賀市）

入場料　無料

問合先　日本青年会議所九州地区佐賀ブロック協議会

　　　　ローカルマニフェスト検証委員会　吉村

　　　　緯０９５２（３２）１５６５

リンパ浮腫を学ぶ会

イイベベンントト
SAGAドリームファクトリー２０１０

～“超”躍する佐賀の企業展～

佐賀県知事ローカル
マニフェスト検証大会

 

　ことしも１万本の竹の灯篭が並び

ます。このほか、竹製のオブジェを

普明寺に配置し、皆さんを幻想的な

世界へ誘います。

と　き　１０月２３日（土）

　　　　　　　１７時３０分～２１時３０分

ところ　普明寺周辺

イベント　オカリナ・浮立の披露など

問合先　鹿島市観光協会

　　　　緯（６２）３９４２

 

と　き　１０月１６日（土）～２４日（日）

ところ　祐徳稲荷神社大駐車場

内　容　庭木・花木・盆栽・園芸資

　　　　材の展示即売、

　　　　せり売り大会は

　　　　１０月２３日（土）１４時～（雨天順延）

問合先　鹿島市観光協会

　　　　緯（６２）３９４２

 

　地元の園児から本格派グループま

でさまざまなジャンルの音楽が楽し

めます。ライブ会場は肥前浜宿にあ

る重要伝統的建造物の一つ「呉竹酒

造東蔵」です。歴史を感じる建造物

もぜひご覧ください。

と　き　１０月１０日（日）１０時開場

　　　　　　　　　　１０時３０分開演

　　　　　　　　　　２０時３０分終演

ところ　呉竹酒造東蔵

入場料　一般１,５００円（前売り１,０００円）

　　　　高校生５００円、中学生以下無料

その他　半券で何回でも再入場可

問合先　浜公民館緯（６２）２５３４

かしま鍋島竹あかり

第９回　秋の祐徳植木市

第４回　肥前浜宿
酒蔵音まつり

 

　佐賀バルーンフェスタに併せて、

３Ｒ《Reduce（減らす）・Reuse（繰り

返し使う）・Recycle（再資源化）》に関

するイベントが行われます。

と　き　１１月３日（祝）～７日（日）

　　　　　　　　　　　９時～１７時

ところ　佐賀バルーンフェスタ会場（嘉瀬川河川敷）

内　容　体験ワークショップ

　　　　かえっこバザール　など

問合先　佐賀県循環型社会推進課

　　　　緯０９５２（２５）７７７４

 

　市内の幼児・児童を対象に北公園

スケッチ会を開催します。入賞作品

および全作品は西牟田文化祭会場に

展示します。

　皆さんの参加をお待ちしています。

と　き　１０月２日（土）　９時～１２時

ところ　西牟田・北公園一帯

　※雨天の場合、西牟田公民館で開催

　※参加者には画用紙・参加賞を用

　　意します。　

問合先　島内健吾緯（６３）００３０

 

　皆さんお誘い合わせのうえご来場

ください。

と　き　１０月９日（土）・１０日（日）

　　　　１０時～１７時

ところ　西牟田公民館（北公園そば）

内　容　北公園児童スケッチ大会作

　　　　品・『あやめ会』のぬり絵・

　　　　生花・写真・工芸・浮立面・

　　　　絵画・手芸・陶芸等の展示

問合先　寺山富子緯（６２）５６３４

-楽しいイベントがいっぱい-
３Ｒ推進全国大会

第５回北公園
児童スケッチ会のご案内

皆さんぜひご来場を
西牟田区 文化祭
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　高齢者陶芸教室生徒の優秀作品の

展示と販売用作品のチャリティーバ

ザーを開催します。

と　き　１０月２０日（水）～２２日（金）

　　　　９時３０分～１６時

ところ　【展示】　市役所１階ホール

　　　　【販売】　市役所ピロティー

問合先　保険健康課長寿社会係

　　　　緯（６３）２１２０

 

　よらんね内で開催するイベントです。

水墨画展示（もくれんかい）

　と　き　１０月９日（土）まで開催中

松浦妃呂子主催　和紙ちぎり絵教室

　と　き　１０月１８日（月）１０時～１２時

脳トレ同好会主催　脳トレ教室

　と　き　毎週水曜日１０時～１１時

趣味の手づくり小物同好会

　と　き　毎月1回水曜日１０時～

絵手紙・手づくり絵本教室

　と　き　毎月1回木曜日１３時３０分～

問合先　なかいけ庵よらんね　井上

　　　　緯０５０（３４３２）９７１１

 

　県立うれしの特別支援学校の児童、

生徒が日頃の学習の成果をステージ

で発表します。

と　き　１０月３０日（土）９時５０分～

ところ　うれしの特別支援学校(嬉野市)

内　容　午前の部　ステージ発表

　　　　午後の部　作業製品販売等

問合先　うれしの特別支援学校

　　　　緯（６６）４９１１

高齢者陶芸教室
作品の展示・即売会

なかいけ庵よらんね
イベント案内

第４回　とうせん祭

 

　アトラクション、温水プール・浴場

施設の無料開放等を行います。

　皆さんぜひお越しください。

と　き　１０月１６日（土）　１０時～

ところ　好日の園デイサービスセンターサンテ

　　　　介護付有料老人ホーム太陽（大手）

内　容　①アトラクション等　１０時～１２時

　　　　保育園児遊戯、中学生吹奏楽演奏、

　　　　　リズムダンス、民舞踊、餅つきなど

　　　　②室内プール、浴場施設の

　　　　　無料開放　　１３時～１７時

問合先　好日の園デイサービスセンターサンテ

　　　　緯（６９）８２２８

 

 

恭作品展

と　き　１１月１３日（土）～２１日（日）

ところ　ジャスコ佐賀大和店2階

　　　　イオンホール

恭作品募集

受付日時　１１月９日（火）１３時～１７時

　　　　１１月１０日（水）１０時～１５時

搬入場所　作品展会場

作品部門　書・絵画・写真・工芸・

　　　　手芸・和洋裁（1人1点）

応募資格　県内障害者手帳所持者

その他　審査の結果、入賞作品には

　　　　賞状と副賞を授与します。

問合先　佐賀県障害者社会参加推進センター

　　　　緯０９５２（２９）１２２６

サンテ・太陽　おいでん祭

募募 集集
佐賀県障害者作品展

作品募集

 

　子どもたちの学力向上のために、

「鹿島市ふるさと人材育成支援基金」を活用

して西部中土曜寺子屋を実施します。

　この指導・支援にご協力いただけ

る人を市民の皆さんから募集します。

と　き　１１月～２月の土曜日

　　　　８時３０分～１０時(計１０回程度）

ところ　西部中学校各教室

教　科　数学、理科、英語

謝　金　１回当たり３,０００円をお支払いします。

応募・問合先　西部中学校　教頭まで

　　　　緯（６２）１２１１

 

　田澤記念館には２０年前に誕生した

「少年クラブ」があります。

　すでに５００人以上が研修活動を

終えて高校や大学、社会人として田

澤精神を心に活躍しています。ぜひ

入会して楽しい活動をしましょう。

活動日　毎月１回（土曜日か日曜日）

対象者　小学３年生～中学２年生

内　容　潤親子ふれあい研修

　　　　　（体験学習と研修旅行）

　　　　潤宿泊研修（夏休み中）

　　　　潤ボランティア活動

　　　　潤料理づくり体験

会　費　無料

問合先　田澤記念館緯（６３）１６２２

西部中土曜寺子屋（学習会）
-指導・支援者を募集します-

田澤少年クラブ員
募　　集

「 感幸 」鹿島レンタサイクルサービス開始
かんこう

　１０月より肥前浜駅構内で観光客

向けのレンタサイクル（無料貸出）

を実施します。

　詳細はお問い合わせください。

問合先　鹿島市観光協会　観光戦略推進室

　　　　緯（６８）０００７
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　秋の行政相談週間（１０月１８日～２４

日）に先立ち、下記のとおり、合同

行政相談所を開設します。

　行政に対すること以外で心配なこ

とやお困りのことなどもお受けしま

すので、気軽にご利用ください。

と　き　１０月１３日（水）　１０時～１５時

ところ　市役所５階　大会議室

相談委員　行政相談委員、人権擁護委員、

　　　　心配ごと相談員、

　　　　佐賀行政評価事務所職員

問合先　佐賀行政評価事務所行政相談課

　　　　緯０９５２（２２）２６５１

 

　佐賀県不動産鑑定士協会では、不

動産の価格や取引、不動産に関する

法律などに対する相談をお受けする

無料相談会を開催します。

と　き　１０月８日（金）　１０時～１５時

ところ　アイスクエアビル（佐賀市）

　　　　唐津市役所、鳥栖市役所

問合先　佐賀県不動産鑑定士協会

　　　　緯０９５２（２８）３７７７

 

　「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？

　鹿島調停協会では、弁護士や調停

委員による無料相談会を実施します。

と　き　１０月６日（水）　１０時～１５時

ところ　福富ゆうあい館（白石町）

問合先　鹿島調停協会（鹿島簡易裁判所内）

　　　　緯（６２）２８７０

相相 談談

合同行政相談所を開設

不動産鑑定士による
不動産の無料相談会

無料調停相談会

 

　解雇や賃金未払いなど、労使間の

トラブルで悩んでいませんか。

　佐賀県労働委員会では、下記の日

程で巡回労働相談を実施します。

と　き　１０月２６日（火）１０時～１６時

ところ　鹿島総合庁舎

問合先　佐賀県労働委員会事務局

　　　　緯０９５２（２５）７２４２

 

 

　ご自身やご家族の健康のためにぜ

ひお越しください。（参加費無料）

と　き　１１月５日（金）１９時～２０時３０分

ところ　エイブル３階

講　師　伊山　明宏さん

　　　　（祐愛会　織田病院　副院長）

内　容　乳がんの最新情報・自己触

　　　　診法など

定　員　１００人（先着順）

申込先　保健センター

　　　　緯（６３）３３７３

 

と　き　１０月１７日（日）開場１２時３０分

ところ　メートプラザ佐賀（佐賀市）

内　容　①講演　１３時～

　　　　　「もっと大切に、あなたの乳房」

　　　　②映画上映　１４時～

　　　　　「余命１ヵ月の花嫁」

　　　　③がん相談コーナー

入場料　無料

問合先　佐賀県健康増進課

　　　　緯０９５２（２５）７０７４

巡回労働相談（無料）

講講 演演 会会
鹿島市乳がん予防研修会
－もっと知ってほしい。乳がんのこと－

乳がんピンクリボン
キャンペーン２０１０

 

 

　甲・乙・丙種危険物取扱者試験を

実施します。詳細については下記に

連絡し願書をお取り寄せください。

試験日　１１月２８日（日）

ところ　佐賀大学本庄キャンパス（佐賀市）

願書受付　１０月１５日（金）まで

願書請求先　消防試験研究センター佐賀県支部

　　　　※県内の各消防本部、各消防署

　　　　　にも常置してあります。

問合先　消防試験研究センター佐賀県支部

　　　　緯０９５２（２２）５６０２

 

　鹿島市保育会に所属する民間保育

所１３園の保育士および栄養士、調理

師の採用試験を行います。

【保育士】

資　格　保育士資格取得者又は来年

　　　　３月までに取得見込みの人

試験日　１１月２０日（土）　１３時～

ところ　福祉会館３階大会議室

科　目　作文・実技・面接

定　員　若干名

受験料　１,０００円

締　切　１１月１０日（水）

その他　要項・願書は事務局まで

【栄養士・調理師】

　　　　栄養士・調理師は有資格者

　　　　の登録のみ行っています。

　　　　問合先までご連絡ください。

問合先　鹿島市保育会事務局（海童保育園内）

　　　　緯（６２）０６２７

試試験験・・採採用用

危険物取扱者試験

平成２３年度民間保育所（園）
保育士等採用試験
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母子健康手帳

母

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）３３７３１　０　月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成１９年３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

７日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２１年２月２６日～３月３１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）

２８日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２２年６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 

２７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

６６・１・１３３・２・２００・２・２７７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

６・２６・２００日（水日（水））
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

２１日（木２１日（木））

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ヵ月未満の子ども
　　　　接種を希望する人は保健センターまでご連絡く
　　　　ださい。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）

場所・問合先　エイブル１階　保健センター　緯（６３）３３７３

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
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

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

５日（火）　エイブル　『みんな１等賞』

２２日（金）　楠　風　館　『秋を感じるティータイム』

６日（水）　エイブル　『ママ―～!!がんばるよ嗣』

２９日（金）　楠　風　館　『ほっと一息嗣秋ですね』

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８日（金）

七浦漁村センターぞ　うさん１２日（火）

鹿島小わんぱくクラブひよこさん１９日（火）

古 枝 公 民 館きりんさん２６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

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）
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１日～８日　鹿島市子ども会夏休み作品展

　　　　　　　　　　　エイブルエントランスロビー

３日（日）　浜小学校運動会

６日（水）　市内小学校陸上競技大会（悪天候の場合１０/７に順延）

　　　　　　　　　　　　　　市陸上競技場　１４時

１０日（日）　第４回肥前浜宿酒蔵音まつり（P.１８参照）

１６日～２４日　第９回秋の祐徳植木市（P.１８参照）

２３日（土）　かしま鍋島竹あかり（P.１８参照）

１０月

 神無月 
かんなづき

２・９・１６・２３・３０日（土）、
３・１０・１７・２４・３１日（日）、
１１日（祝）

市役所
保健センター

４日（月）、１２日（火）
１５日～２８日（特別整理期間）

市民図書館（P.１４参照）

４・１８・２５日（月）、１２日（火）
エイブル
生涯学習センター

５・１２・１９・２６日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

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
ミズスカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５３日（日）
北鹿島薬局別府整形外科　緯（６３）３０６３１０日（日）
おおぞら薬局田中医院　緯（６３）４０８０１１日（祝）
祐信堂薬局森田医院　緯（６３）３９５６１７日（日）
愛命堂薬局中村医院　緯（６３）９２３４２４日（日）
西牟田薬局田中医院　緯（６３）４０８０３１日（日）

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館１階サロン

　１４日（木）　受付１３時～１４時　　　　　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始

　２８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

　６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

　４・１８・２５日（月）、１・８・１５・２２・２９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

　１０日（日）　１０時～１５時

愚発達障害児（者）専門相談　

　１３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

愚障害児地域療育支援巡回相談（言語訓練）

　２８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　対応）

　福祉会館１階相談室

　２０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

　５・１９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

　２７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

（１０月分）

市水道課　緯（６２）３７１８へお問い合わせください。
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