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　地域公共交通の活性化を目指して、１０月１日、市の中

心部を回る市内循環バスの実験運行（２路線、日曜・祝

日を除く１日６便）が始まりました。

　また、翌２日には、高津原と市街地を結ぶ高津原のり

あいタクシーの実験運行（２路線、週３回［火・木・土曜］計

５便）も始まりました。共に平成２５年３月３１日までの３

市内循環バス出発式

平成２２年９月３０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

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯１２＋人１０＋世帯１０,５９６人３１,５７５

世帯１４＋人４１＋世帯　５,１９６人１４,２８３鹿　　島

世帯１＋人１１－世帯　１,１６３人  ３,８８４能　古　見

世帯２－人７－世帯　　　９８４人  ３,２０７古　　枝

世帯２－人８－世帯　１,０５３人  ３,２２８浜

世帯２＋人３＋世帯　１,２１４人  ３,７２６北　鹿　島

世帯１－人８－世帯　　　９８６人  ３,２４７七　　浦

人　３－人１４,８１４男

人１３＋人１６,７６１女

写真

№１００３

カ年事業で、一定の利用が見込めなければ事業を断念す

る制度を適用しています。

　持続的に運行できますよう、皆さんのご利用をお願い

します。詳しくは全戸配布したチラシをご覧ください。

［料金］　市内循環バス　大人２００円、高校生以下１００円

　　　　高津原のりあいタクシー　大人３００円、小学生１５０円

　　　　※共に未就学児は無料
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恭入所資格は？

　小学校入学前の子どものうち、保護者（同居の親族）

が次のいずれかの事情にある子どもが入所できます。

　①昼間自宅外で仕事をしている

　②自宅で家事以外の仕事をしている

　③産前２ヵ月から産後２ヵ月以内である

　④病気やケガをしているか心身に障害がある

　⑤同居等の親族を常時介護している

　⑥災害などの復旧にあたっている

　⑦その他①～⑥と同様の状態にある

恭申込方法は？

　平成２３年４月からの新規入所と継続入所の受け付け

を１１月中旬から始めます。

■持ってくるもの

　保育料を口座振替する通帳とその印鑑

【継続入所及びその兄弟姉妹の入所受付】

　現在保育所に入所中の園児及び兄弟姉妹は、１１月１５

日（月）～３０日（火）の間、各入所保育所でお迎えの時間

に行います。日程については次ページの保育所の紹介

のとおりです。紹介にない保育所については、新規入

所受付日に福祉事務所で行います。

※なお、急に入所の必要が出た人は、月初め入所です

ので、早めに福祉事務所までご相談ください。

　ただし、保育所によっては定員超過等のため、中途

入所ができないところがあります。

恭入所の決定方法は？

　申込理由（保育ができない理由）を総合的に入所資格

に準じて判断し、入所の決定を２月に行います。

　また、同一保育所に定員以上の入所希望があった場

合は、次の優先順位に従って決定します。

　希望する保育所に入所できなかった場合は、他の保

育所に変更することができます。

【優先順位】

　①在園児の継続入所又は再入所

　②在園児の兄弟姉妹

　③母子・父子家庭の世帯

　④保育所が所在する地区に住んでいる子ども

　⑤送迎に困難な世帯

　⑥市内在住の子ども

　⑦上記の他に理由があり、承諾せざるを得ない場合

恭保育料はどのようにして決まるの？

　毎月の保育料は、扶養義務者（主に父母または家計

の主宰者）の前年分の所得税額（国税）を合計した額

で算定されます。

　所得税の課税がない場合は、前年度の住民税（市民

税）で算出されます。子どもの年齢は、４月１日現在

の年齢で算出し、年度の途中で年齢が変わっても保育

料は変わりません。保育料の決定は、４月に行います。

（後日、見直し調査もあります。）

　また、兄弟姉妹で同時入所した場合や幼稚園と保育

所に同時入所した場合は、第２子半額、第３子以降は

無料となります。

　なお、保育料に関する個別相談は、福祉事務所での

み受け付けます。

恭保育時間は？

　原則として8時から１７時までの９時間ですが、保護

者の仕事の都合により7時ごろから１９時ごろまで、す

べての保育所で延長保育事業を実施しています。

　保育所は、児童福祉法に基づく『福祉施設』であり、家庭での保育ができ
ない子どもを預かり、家庭保育の一部を代行します。

　幼稚園は、学校教育法に基づく『教育施設』であり、『教育課程』に基づく

教育が受けられます。　

　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。【幼稚園は１０月号で紹介しています。】

保育所の制度に関する問合先　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９

保育所って
どんなところ?

【新規入所受付日程】

ところ時　間月　日

市役所１階

福祉事務所窓口
９時～１７時

１２月１日（水）～　　　

平成２３年１月２８日（金）

（第１次締切）

【夜間受付日程】

ところ時　間月　日

市役所１階

福祉事務所窓口
１８時～２０時１２月１日（水）、２日（木）
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恭保育内容は？

　厚生労働省が定めた保育指針を各保育所の保育方針

に従って指導・展開されています。

　内容は、健康・安全で情緒の安定した環境を用意し、

『健康』『人間関係』『環境』『言葉』『表現』の５領域に情操

教育を含め、園児の年齢に沿って実施しています。

恭特別な保育サービス

　保育所では、利用者の要望に応えるため、全保育所

で次のサービスを実施しています。保育所によってそ

のサービスは異なりますので、事前に福祉事務所まで

お問い合わせください。

【障害児保育】

　集団保育が可能で、日々通所できる障害児を預かっ

ています。

【一時保育】

　日頃は家庭で保育している小学校入学前の子どもが

対象です。保護者が、病気や短期労働、社会文化活動

への参加など、一時的に保育ができなくなった場合に

保護者に代わって子どもを８時～１７時まで保育所で保

育する事業です。月に１３日（週３回程度）を上限に利

用できます。

　一時保育を利用する時は、早めに保育所に連絡をし

てください。ただし、保育所の都合により預けられな

い場合があります。

　利用料は、１回４時間を超える場合２,０００円、４

時間以内１,０００円です。

　ただし、１度に３歳児以上の兄弟姉妹が２人以上利

用する場合には２人目から半額となります。

　また、保育所によっては別途昼食代が必要となりま

す。希望する保育所へ直接お申し込みください。

出張受付日電　　話所　在
開所時間

（延長保育時間含む）
定員
（人）

保育所名

１５日（月）（６２）２３７９東　　町　　　７時～１９時　　　１２０ア　ソ　カ

１６日（火）（６２）０８１０行　　成　　７時～１９時　　１２０誕　生　院

１７日（水）（６３）０１９５高　津　原７時～１９時　９０旭　ヶ　岡

１８日（木）（６２）０６２７八　　宿７時～１９時　８０海　　童

１９日（金）（６３）４４５０井　　手　　７時～１８時３０分　８０め　ぐ　み

２２日（月）（６３）１３３５若　殿　分　　７時～１９時３０分　９０こ　と　じ

２４日（水）（６２）２８３４下　古　枝７時３０分～１９時３０分　７０若　　草

２５日（木）（６３）５０６２野　　畠７時３０分～１９時　　　６０共　　生

２６日（金）（６２）８９４９飯　　田　　７時～１８時３０分　３０飯　　田

２６日（金）（６３）３３１５東三河内　７時１５分～１８時４５分　　４５能　古　見

２９日（月）（６２）３４８４小　舟　津７時３０分～１９時　　　６０鹿　　島

２９日（月）（６２）８３１３　音　　成　７時３０分～１９時３０分　２０おとなり

３０日（火）（６２）２５８０中　　村　７時３０分～１９時　　　１００み　ど　り

３０日（火）（６３）１４０１東　塩　屋　　７時～１８時３０分　４０七　　浦

　※福祉事務所に各保育所のパンフレットを備え付けています。

　　鹿島市ホームページの『子育て』⇒『幼稚園・保育所』でも詳しい情報がご覧になれます。

恐保育所の紹介と出張受付日（受付１５時３０分～１８時３０分）

と　き　１２月１８日（土）　１９時～

ところ　武雄センチュリーホテル『飛翔の間』

対象者　真剣な出会いを求めている

　　　　２５歳～４５歳までの独身の人

　　　　（男性は杵藤地区広域圏内に在住・勤務する人に限ります。）

クリスマスパーティ２０１０
参加者募集！

あなたも素敵な出会いをしてみませんか？

ドリームキャッチ１２
定　員　男女各４０人

参加費　男性　４,０００円　女性　２,０００円

申込方法　鹿島市役所３階企画課窓口に備え付けの申込用紙に必

　　　　要事項を記入し、持参もしくは郵送・ＦＡＸで送付し

　　　　てください。※申込書は、ホームページからもダウン

　　　　ロードできます。http://www.kitou-web.jp/

申込締切　11月３０日（火）　定員になり次第締め切り

申込先　〒８４３－００２３　武雄市武雄町大字昭和１番地２　　　

　　　　　杵藤地区広域市町村圏組合事務局

　　　　緯０９５４（２３）５１４２

　　　　姉０９５４（２３）５１４３
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秋の火災予防運動　１１月９日（火）～１５日（月）
『　「消したかな」　あなたを守る　合言葉　』

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

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

設置場所
　　①　寝室の天井または壁【煙感知器】

　　②　２階に寝室がある場合は、階段の踊り場の天井または壁【煙感知器】

　　③　台所の天井または壁【熱感知器】 　★ 義務はありませんが設置を勧めます。

　　④　７㎡（４.５畳）以上の部屋が５つ以上ある階の廊下の天井又は壁【煙感知器】

　住宅用火災警報器は取り付けましたか！

問合先　鹿島消防署

　　　　緯（６３）１１１９

ご注意ください！
－住宅用火災警報器や消火器の訪問販売－

　もしも不審に思ったら、次のことに注意してください。

　・はっきり断る。

　・書類（契約書）には、押印やサインをしない。

　・相手が脅迫的な行動に出た時は、警察に通

　　報する。

　※住宅用火災警報器は、クーリングオフの対

　　象です。

鹿島消防署『火の用心フェア』
　体験コーナーのほか、設置期限が迫っている住宅用

火災警報器についてもコーナーを設けますので、ご不

明な点があれば遠慮なくお尋ねください。

　　　　　　　　　と　き　１１月３日（祝）

　　　　　　　　　ところ　鹿島市民会館前広場

　　　　　　　　　内　容　はしご車の展示

　　　　　　　　　　　　　ＡＥＤ体験コーナーなど

　住宅用火災警報器の設置期日が迫っています。

　お住まいの住宅は平成２３年５月３１日までに設置が義務付けられています

ので、早めに設置しましょう。
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　市では、重点施策として取り組んでい

る「子育て支援事業」の一環として、放課

後児童対策（放課後児童クラブ）を市内全

小学校（７校）で運営し、保護者の子育て

支援を行っています。

　平成２３年４月からの放課後児童クラブ

入部希望者の申込受付を行います。

　土曜日（８時～１８時）も全校区の利用希

望児童をわんぱくクラブで預かります。

　　　　　　　　　　　対　象　者　各小学校区の低学年児童（１年生から３年生まで）

　　　　　　　　　　　入部要件　昼間、保護者（父母・６０歳未満の祖父母）が勤労等で不在の家庭

　　　　　　　　　　　負　担　金　３,０００円／月（別途保険料として６００円／年）　※土曜日利用者は別途１,０００円／月

　　　　　　　　　　　申込方法　福祉事務所に印鑑を持参し、入部申込書に記入してください。

　　　　　　　　　　　申込期間　１１月１日（月）～１１月３０日（火）

　　　　　　　　　　　問　合　先　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９

恭小学生の部

明倫小　１年　光武　寿珠

鹿島小　２年　堀田　京花

鹿島小　３年　川原　瑛里

浜　小　４年　中山　凱斗

浜　小　４年　中島　沙綾

浜　小　４年　有森　真子

浜　小　４年　今福　加奈実

浜　小　４年　徳島　明日香

浜　小　４年　岡　佑香

浜　小　４年　高瀬　凛

鹿島小　５年　川原　千晶

能古見小　６年　馬場　瑞歩

浜　小　６年　中山　瑛菜

浜　小　６年　倉﨑　真衣

明倫小　６年　島ノ江　夏輝

恭中学生の部

東部中　１年　境　優樹

東部中　１年　中村　大輔

東部中　２年　谷川　清哉

東部中　２年　熊本　芽衣

東部中　３年　中西　涼香

東部中　３年　三根　穂乃香

東部中　３年　森　祐輔

東部中　３年　倉﨑　愛梨

東部中　３年　細竹　しほり

東部中　３年　北村　あすみ

恭高校の部

鹿島実業高校　３年　東島　多紀

鹿島実業高校　３年　相川　早紀

鹿島実業高校　３年　富永　優美

　平成２２年度明るい選挙啓発ポスターコンクールに多数の応募をいただきありがとうございました。

　応募総数７６点のうち、入賞された方を発表します。（敬称略）

問合先　鹿島市選挙管理委員会

　　　　緯（６３）３４１８

【特選】有森　真子 【特選】馬場　瑞歩

利用時間定員ところクラブ名

毅おおむね１４時から１８時まで。

毅夏休みなどの長期休暇中は、

　８時から１８時まで。

【特記事項】

煙七浦小音成分校のみ

　夏休みなどの長期休暇中およ

　び代休の利用場所を七浦小本

　校内に変更。

６０人鹿 島 小 内わんぱくクラブ

３０人明 倫 小 内げ んき クラブ

３０人明 倫 小 内ほがらかクラブ

１５人浜 小 内光の子 クラブ

２５人農村婦人の家かがやきクラブ

１５人のごみふれあい楽習館すぎの子クラブ

３０人古 枝 小 内ひまわりクラブ

１５人七 浦 小 内ゆめっ子クラブ

５人七 浦 保 育 園七浦小音成分校

これらの作品を県の同コンクールに出

品したところ、２作品が入賞しました。

　おめでとうございます。

平成２３年度　放課後児童クラブ入部案内
お
知
ら
せ

明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞者発表
お
知
ら
せ
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　１１月を『新規就農推進強化月間』とし、県内各地で相談会や研修会を開催します。

　農業を本格的に始めよう考えている人はもちろん、農業に興味のある人の相談をお待ちしています。

鹿島市で農業を始めてみませんか
～ １１月は『新規就農推進強化月間』です～

　荒れた農地を有効利用するために市では、畜産農家の協力を得て『放牧』を推進しています。

　管理に困っている農地をお持ちの方の相談をお待ちしています。

お
知
ら
せ

放牧初放牧初日日

革

放牧で荒れた農地をきれいにしませんか！
お
知
ら
せ

さが新規就農希望者養成講座

と　き　１１月２２日（月）～２６日（金）　※２３日（祝）を除く

ところ　佐賀県農業大学校（佐賀市川副町南里）ほか

内　容　農業の基礎講座、農作業体験、農家訪問等

定　員　１０人（参加無料）※事前申し込みが必要です。

問合先　佐賀県農業大学校緯０９５２（４５）２１４４

就農相談員による就農相談

と　き　毎週火曜日・木曜日　８時３０分～１７時

ところ　藤津農業改良普及センター（鹿島総合庁舎内）

　　　　※新規就農者への情報提供や相談に専門の就

　　　　　農相談員が応じます。予約をお勧めします。

問合先　藤津農業改良普及センター緯（６２）５２２１

就農相談会　in「『農』と『食』のふれあい祭り」
と　き　１１月６日（土）　９時～１６時

ところ　佐賀県農業試験研究センター（佐賀市川副町）

問合先　同センター　緯０９５２（４５）２１４１

チャレンジ農業支援事業　視察研修会

と　き　１１月６日（土）

　　　　　　ＪＡさが鹿島営農事業所　８時２０分集合

ところ　鹿島市・嬉野市・太良町内の圃場

内　容　水菜・玉葱・キャベツ・アスパラガス・

　　　　ブロッコリー等圃場の見学

その他　参加希望者は、事前に下記までお申し込み　

　　　　ください。

問合先　ＪＡさが鹿島営農事業所　緯（６２）２１４７

　　　　市農林水産課農政係　　　緯（６３）３４１３

　第７４回『農』と『食』のふれあい祭りは、

就農相談会のほか、新品種・新技術の紹

介をはじめ、イモほり体験や農産物の直

売、「さがびより」の試食会などイベント

盛りだくさんです！

 （開催日程は上記のとおり）

内　容

　管理が難しく雑草の生い茂った農地に牛を放牧し、人

の手をかけずに農地を保全します。（牛が農地の外に出

ないように周りを牧柵で囲みます。）

効　果

　毅病害虫やイノシシ被害の抑制

　毅農地の保全管理の負担を軽減

その他

　実施方法などの詳細は、気軽にお問合わせください。

問合先　農林水産課農政係　緯（６３）３４１３

３カ月３カ月後後

取組事例（市内飯田）
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　「福祉のまちづくり」は高齢者や障がい者、児童と

いった対象者ごとではなく、「地域」に注目して支え

あいを中心とした支援を考えなければなりません。

　今年は俳優の大村　崑さんによる講演、鹿島実業高

校の生徒による福祉活動の発表や福祉関係者による

「佐賀にわか」など、さまざまなの催しを準備してい

ます。合わせて福祉施設の自主製作品販売なども行い

ます。

と　き　１１月２０日（土）受付１２時１５分　開演１２時５０分

ところ　市民会館ホール

講演会　演題『崑ちゃんの今幸せでっか！』

　　　　　　　　講師　大村　崑　さん

入場料　無料（入場整理券がひとり一枚必要です。）

その他　入場整理券（お楽しみ抽選会の抽選券つき）は、

　　　　事前に次の配布場所で直接受け取り、当日ご

　　　　持参ください。

問合先　鹿島市福祉のつどい実行委員会（市社協内）

　　　　緯（６２）２４４７

第５回鹿島市福祉のつどい
イ
ベ
ン
ト

入場整理券配布場所
（数に限りがあります！）

・鹿島市社会福祉協議会（福祉会館１階）

・６地区公民館

・市民図書館

・エイブル２階

・高津原コミュニティセンターかんらん

佐賀県高齢者大学鹿島校　第６回「学校祭」

　ことしで開校１０年目となった佐賀県高齢者大学鹿島校では、講演会や学生による舞台発表・作品展を行います。

　皆さんぜひご来場ください。（入場無料）

イ
ベ
ン
ト

怯作品展

　と　き　１１月１７日（水）１３時～１１月１９日（金）１５時

　ところ　エイブル１階ロビー

　内　容　絵画、書、手芸、工芸、写真などの展示

怯講演会

　と　き　１１月１９日（金）１０時３０分～１２時

　ところ　エイブル２階ホール

　演　題　「あんな人・こんな人」～鹿島を中心にして～

　講　師　鹿島市長　樋口久俊

怯舞台発表

　と　き　１１月１９日（金）１３時～１５時

　ところ　エイブル２階ホール

　内　容　舞踊、コーラス、謡曲、

　　　　　リズムダンス、寸劇など

問合先　佐賀県高齢者大学鹿島校事務局（エイブル内）

　　　　緯（６３）２３２２

平成２２年の社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が送付されます！

　年内に納付した国民年金保険料は、全額が所得税・

市町村民税等の社会保険料控除の対象となります。

　年末調整や確定申告で国民年金保険料を社会保険料

控除として申告する場合には、「社会保険料（国民年金

保険料）控除証明書」の添付が必要ですので、申告を

行うまで大切に保管してください。

　納め忘れ等がある場合も、年内に納付すれば、今年

分の控除として申告できます。

問合先

　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２３

お
知
ら
せ

《送付時期》

怯平成２２年１月１日～平成２２年９月３０日までの間に

　納付実績のある人・・・平成２２年１１月上旬

怯平成２２年１０月以降に今年初めて国民年金保険料を

　納付された人・・・・・平成２３年２月上旬
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と　き　１１月７日（日）９時～

ところ　のごみふれあい楽習館周辺

内　容　隅ふれあいバザー

　　　　隅文化作品展

　　　　隅地元農産物等の即売

　　　　隅園児出し物　　　　　　

　　　　隅カラオケ・民謡・踊り

　　　　隅抽選会

　　　　隅ふるまいコーナー

　　　　隅茶道体験

　　　　隅木工室　など

　　問合先　のごみふれあい楽習館

　　　　緯（６２）３３７３

のごみふれあいまつり　能美の里　みんなの力で　村おこし

オレンジロード　のんびりウォーク

　秋風吹く七浦の里をのんびり健康

ウォーク、おいしい空気と甘いミカ

ンをお楽しみください。

と　き　１１月７日（日）　受付９時～

　　　　※雨天時は１４日（日）に延期

ところ　七浦海浜スポーツ公園発着

　　　　オレンジのんびりコース約１２㎞

内　容　芋掘り体験、里芋汁のふる

　　　　まい、お楽しみ抽選会など

持参品　弁当、健康保険証（コピー可）

参加費　一　般　　　５００円（保険料含）

　　　　中学生以下　２００円（保険料含）

その他　参加者全員に記念品あり

問合先　同実行委員会（七浦公民館内）

　　　　緯（６２）８３２５

と　き　１１月１４日（日）９時～１５時

　　　　※雨天時は２８日（日）に延期

コース　Ａ中木庭ダム湖畔１周

　　　　Ｂ中木庭ダム～肥前浜宿

　　　　Ｃ市内自由散策

集　合　Ａ・Ｂは肥前浜駅に９時

　　　　※人・自転車はダムまで回送

　　　　Ｃは肥前浜駅に１０時

参加費　５００円（保険料を含む）

持参品　自転車、ヘルメット、水筒など

　　　　※昼食は各自

申込締切　１１月１３日（土）　先着１００人

その他　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室

　　　　緯（６８）０００７

鹿島まるごとサイクリング

と　き　１１月２０日（土）９時～１６時３０分

　　　　※雨天時は２７日（土）に延期

集　合　自然の館「ひらたに」に９時

対象者　小学４年生以上

　　　　　　　　　（小学生は保護者同伴での参加を）

参加費　１,０００円／１人

　　　　（食事代、傷害保険料を含む）

定　員　３０人

持参品　飲み物、タオル、着替え、

　　　　雨具、軍手、防寒具など

その他　隅弁当は準備します。

　　　　隅猪汁を振る舞います。

　　　　隅万一参加者に事故など発生した

　　　　　場合に要する費用は自己負担

申込先　自然の館　ひらたに

　　　　緯（６４）２５７９

秋の経ヶ岳登山　県内最高峰に登ろう
中尾勘悟　写真展　入館無料

　「有明海の漁とくらし」と題し、有明

海や漁の風景などの写真を展示します。

と　き　１１月１９日（金）～２８日（日）

ところ　道の駅鹿島　干潟展望館

問合先

　鹿島市干潟展望館

　緯（６３）１７２３

　※１１月１８日（木）は準備の

　　ため１５時で閉館します。

琴路神社秋祭り

と　き　１１月２日（火）～３日（祝）

ところ　琴路神社

内　容　馬駆け神事のほか、獅子舞、

　　　　鉦浮立、一声浮立などが奉納

　　　　されます。

問合先　琴路神社　緯（６２）３８６７

三嶽神社秋祭り

と　き　１１月１日（月）～２日（火）

ところ　三嶽神社

内　容　三嶽神社獅子舞や園児たちの

　　　　踊りなどが奉納されます。

問合先　市商工観光課

　　　　緯（６３）３４１２

行楽の秋
おでかけ情報

　地区内外の交流を深めようと七浦

産農水産物のＰＲを兼ねて、恒例の

大収穫祭を開催します。道の駅各店

舗のサービス企画もあります。

と　き　１１月２３日（祝）１０時～１４時

ところ　道の駅鹿島

内　容　隅もちつき隅農産物販売

　　　　隅制作実演（浮立面・わらじ）

　　　　隅味わう会（食券５００円が必要）

　　　　隅お楽しみ抽選会

　　　　隅七浦文化展

　　　　隅大正琴演奏

　　　　隅園児出し物など

問合先　七浦公民館

　　　　緯（６２）８３２５

七浦の里　大収穫祭

　１１月も市内でさまざまなイベントが

開催されます。ぜひおでかけください。

　１７ページにもイベント情報を掲載し

ています。
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　１０月２日、高津原コミュニティセン

ターかんらんで行われた出発式では、関

係者や住民らが見守る中、第１便が出発

しました。式典で中尾誠士郎高津原区長

は、「１２００世帯が住む高津原区・城内区

に１本のバス路線もありませんでしたが、

これで念願がかないました。苦労して坂

道を上り下りされていた高齢者にぜひ利

用していただきたい。」とあいさつされ

ました。

高津原のりあいタクシー出発式

善　行　紹　介

ボランティア清掃

　　ありがとうございました

９月１８日

　　　佐賀西信用組合　様

業界の『しんくみの日週間』に

ちなみ、全役職員（９４名）で陸

上競技場周辺を清掃奉仕活動。

（今回で４回目）

活動報告

１０月５日

鹿島市環境衛生推進協議会

　強化月間（１０月）に合わせ

　市内スーパー５店舗で、

　マイバッグ持参を呼びかけ。

マイバッグ持参運動

　　　　　街頭キャンペーン

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

寓市長・議長・区長によるテープカット

表敬訪問

ねんりんピック石川２０１０

（１０月９日～１２日開催）に出場

する鹿島市選手団が１０月６日

表敬訪問。

市内最高齢者を慰問

　９月２７日、樋口市長が市内最高齢者へ

の訪問を行いました。市内最高齢者は、

嘉村セツさん（106歳）です。

　ケアコートゆうあいで、嘉村さんほか

１００歳以上の６名の方々に対してメッ

セージカードやお祝いの品々を手渡し、

長寿をお祝いしました。

【参考】９月１日時点での市内在住の　

　　　　１００歳以上の方は１９名です。

鹿島市チーム　総合３位に躍進　　県民体育大会盛会に終わる

　鹿島市などを主会場に、１０月１６日から

１７日までの２日間、第６３回県民体育大会

（１９競技３２種別）が開催されました。

　選手をはじめ運営にご協力いただきま

した皆さんおつかれさまでした。

総合成績【市の部】　２１年ぶりの上位入賞

　①佐賀市②唐津市③鹿島市④武雄市…

上位入賞種目

　毅サッカー【一般男子】　　　　優　勝

　毅ソフトテニス【一般男子】　　優　勝

　毅ソフトテニス【一般女子】　　優　勝

　毅バレーボール【一般女子】　　優　勝

　毅剣道【一般男子・鹿島市Ａ】　準優勝

　毅ソフトボール【一般女子】　　準優勝

　毅テニス【一般女子】　　　　　準優勝

　毅軟式野球【一般男子】　　　　準優勝

　毅卓球【一般女子】　　　　　　３　位

　毅バドミントン【一般女子】　　３　位

寓鹿島市民会館での総合開会式

寓W優勝を飾ったソフトテニス競技

寓嘉村さんに祝いの品を手渡す市長
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　市では、中学３年生までの子どもがインフルエンザ予防接種を受けた場合に接種費用の一部を助成します。

　希望する人は、直接医療機関に予約し、接種時に接種料金から助成額を差し引いた金額を医療機関にお支払いく

ださい。ただし、市民税非課税世帯または生活保護世帯の人は、下記（※参照）の手続きをしてください。

　　毅今年度は、新型と季節性インフルエンザ混合ワクチンになっています。

　　毅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。

子どものインフルエンザ予防接種費用を助成しま子どものインフルエンザ予防接種費用を助成しますす

新型インフルエンザ情新型インフルエンザ情報報

　新型インフルエンザは終息宣言が出され、季節性インフルエンザと同

様の動向となりつつありますが、感染力が強く再流行の可能性は続きま

すので、ひとりひとりが感染予防に努めましょう。

　潤こまめな手洗い・うがいを心がけましょう。

　潤咳エチケットを実行しましょう。

　潤発熱・咳・くしゃみなどの症状がある場合はマスクを着用しましょう。

　潤十分な栄養と休養を心がけましょう。

　潤室内の換気をこまめにしましょう。

　潤流行時にはできるだけ人混みや外出は控えましょう。

市助成額　１回接種の場合　１,０００円／回

　　　　　２回接種の場合　１,０００円／回×２回

接種回数　１３歳未満…２回　１３歳以上…１回

接種場所　鹿島市内の実施医療機関

助成期間　１０月１日（金）～１２月３１日（金）

　　　　　※医療機関の休みを除きます。

持　参　品　毅母子健康手帳

　　　　　　　　　　毅健康保険証など（住民確認をします。）

　平成１７年５月から積極的勧奨の差し控えにより、１期［対象年齢：６ヵ月～７歳６ヵ月未満］で接種すべき回数

（初回２回・追加１回の計３回）を受けられなかったお子さんは、次の対象年齢内に接種できるようになりました。

　希望する人は、新ワクチンや接種間隔等についての説明と予診票をお渡ししますので、事前に保健センターへお

越しください。また、接種について不明な点がありましたら、お問い合わせください。

　恭過去に１～２回接種した場合

　　岳接種不足分を１期または２期［対象年齢９歳～１３歳未満］の対象年齢のときに接種できます。

　恭１期の接種を全く受けていない場合または７歳６か月を超え、９歳未満のお子さん

　　岳２期の対象年齢のときに１期の３回を接種できます。

日本脳炎予防接種ができるようになりまし日本脳炎予防接種ができるようになりましたた

　県内の実施医療機関で受けることができますので、希望する人は事前に直接医療機関に予約してください。

その他のインフルエンザ予防接種助成制度なその他のインフルエンザ予防接種助成制度などど

市民税非課税世帯または生活保護世帯の人（※参照）

　接種前の手続きにより無料になります。

　該当する人には市民税非課税世帯または生活保護の

証明書と専用の予診票をお渡しします。

申請時に必要なもの

　健康保険証・運転免許証など本人確認ができるもの

　※同一世帯以外の人が代理申請する場合は委任状

　恭市民税非課税世帯の人（証明書発行は無料）

　　問合・申請先　保健センター　緯（６３）３３７３

　恭生活保護世帯の人（証明書発行は無料）

　　問合・申請先　福祉事務所　　緯（６３）２１１９

６５歳以上の人（うち、左記に該当する人は無料）

助成期間　１０月１日（金）～１２月３１日（金）

　　　　　※医療機関の休みを除きます。

自己負担金　１,３００円

　　　　　　　（医療機関窓口にお支払いください）

接種回数　１回（新型と季節性インフルエンザ混合ワクチン）

持　参　品　健康保険証や後期高齢者医療被保険者証　

　　　　　覚住所や生年月日を確認します
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健康の問合先
鹿島市保健センター
緯（６３）３３７３

　がんセット検診を受けられなかった人は、この機会に受診してください。

　当日は午前と夜間の検診を行いますが、夜間検診では胃がん検診はありません。

　受診を希望する人は、申込期限までに保健センターへお申し込みください。

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

と　き　１１月２６日（金）

　　　　　［午前の部］　８時３０分～１０時３０分

　　　　　［夜間の部］　１８時～１９時

ところ　保健センター

申込期限　１１月２４日（水）　※各定員になり次第締め切り

対象年齢　平成２３年４月１日時点での到達年齢

内　　容定　員対象者自己負担金検診の種類

バリウムを飲んで胃部レントゲン撮影

※前日２２時以降検査時まで絶飲食
８０人４０歳以上１,０００円胃がん検診

胸部レントゲン撮影５０人４０歳～７４歳
　３００円

（※７００円）

肺がん検診

（※必要な人のみ痰検査）

便の潜血反応検査５０人４０歳以上　６００円大腸がん検診

指先からの採血３０人
５０歳～７０歳

男　性
　７００円前立腺がん検診

　市が実施する検診では、市民税非課税世帯の人、生活保護世帯の人、後期高齢者医療制度被保険者は、

無料で受診することができます。詳しくはお問い合わせください。

対象区月　日対象区月　日

納富分・行成
１１月１２日
（金）

高津原
１１月４日
（木）

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）

高津原・馬渡
１１月５日
（金）

執行分・井手分・世間・重ノ木
１１月１９日
（金）

 大村方・鮒越・中尾・上古枝・下古枝 
１１月８日
（月）

小舟津・犬王袋・横田
１１月２９日
（月）

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）

　若年者のがんが増えています。対象年齢になったら

２年に一度の受診機会を逃さず受診しましょう！

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

受　付　保健センター（エイブル１階）　９時～１０時

開　始　子宮がん検診１０時～　乳がん検診９時１５分～

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　潤乳がん検診は毎回先着５５人で締め切ります。

　　　　潤都合が悪いときは別の日に受診できます。

　　　　潤申込みをしていない人も受診できますので、

　　　　　保健センターへご連絡ください。

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
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に行ってみよう

恭あんころもち

　と　き　毎週火曜日　１４時～

　ところ　エイブル２階　幼児室

　対　象　０歳～１歳の赤ちゃんとその保護者

恭きびだんご

　と　き　毎月第１・３水曜日　１４時３０分～１５時

　ところ　図書館　おはなしの部屋

　対　象　０歳～３歳未満の赤ちゃんとその保護者

恭おはなし会

　と　き　毎週土曜日　１４時～

　ところ　図書館　おはなしの部屋

　対　象　３歳～

図書館おはなし会のお知らせ市　民
図書館

「納富 進 展

 ～納富画伯　鹿島を描く～」
［監修：大塚清吾］

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

　鹿島生まれで、日展評議員などを務めら

れ、日本洋画界の中心的存在として活躍さ

れた納富進さんの作品をご紹介します。

　納富さんは、故郷の風景を優しい眼差し

で描き続け、全国的な評価を

得ておられました。

　今回はこれらの作品の中か

ら、鹿島を描いた作品を中心

に展示します。

期　間　１１月２日（火）～１２月２６日（日）

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

（材料費１回１,０００円程度）

エイブル２階

音楽スタジオ

開講中～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

５００円/１回

エイブル３階

研修室B

１１月１０日～平成２３年４月２７日

［水曜日開催］１９時３０分～２１時
大城サカエさん２０人トラベル英会話教室

市民会館１階

第４会議室ほか

１１月１２日～平成２３年４月２２日

［金曜日開催］1９時～２０時3０分
 金 　
キ ム

 慶淑 さん
キ ョ ン ス ク

２０人やさしいハングル講座

市民会館３階

大会議室

１１月１７日～平成２３年２月９日

［水曜日開催］１９時～２０時
馬場　 潮美 さん

し お み

２５人
ウォーキング

エクササイズ教室

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

　地元障がい児者団体と、福岡市の知

的障がい者授産施設ＪＯＹ倶楽部プラ

ザのプロの音楽ユニット「ミュージッ

クアンサンブル」が１０年ぶりのコラボ

レーション！！

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）

　　　　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

チケット販売所（共通）

　　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

　　　　はあとふるひだまりコンサー

　　　　ト実行委員会（すこやか教室）

　　　　緯（６３）２１８５

　図書館では赤

ちゃんをはじめ

として、年齢に

応じたいろいろ

なおはなし会を

開いています。

　一度、おはな

し会に参加して

みませんか。

問合先

市民図書館

緯（６３）４３４３

はあとふるひだまりコンサート ２０１０
～ＪＯＹ倶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～

第　６　回
えいぶる
事　　業
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　８月３日に、浅浦分校キャンプが

行われました。午後２時頃から保護

者や職員、分校出身の小学生なども

含め４７名が参加しました。

　今年は、分校児童の保護者でもあ

る県立宇宙科学館にお勤めの中村安

弘さんの指導により、川の水生生物

の採集を行いました。

　はじめに網などの道具の使い方を

教えてもらいました。それから川に

入って約１時間、大人も子供も夢中

になり楽しみながら採集をしました。

　子どもたちはひざまで水につかり、

網の使い方にも慣れて大小様々な生

き物を集めました。

　集めた生き物は分校に持ち帰り中

村さんから名前を教えてもらいまし

た。私たちの地域の川「 黒川 」には、
く ろ ご

「ぎんぶな」「かわむつ」「おいかわ」

「むぎつく」「どんこ」「よしのぼり」な

どの魚が住んでいることや、生物多

様性～食べると食べられるでつな

がっている～というお話を聞きまし

た。そして、グループごとに別れて

摸造紙に絵を描いたり写真を貼った

りして分かったことをまとめました。

　その後、保護者の方々が作ってく

ださったカレーを食べ、今日のまと

めの発表を簡単にした後、親子で

ボールを使ったスイカ割りや花火を

しました。最後に「浅浦甚八音頭」や

「一声浮立」を踊って楽しくて勉強に

なった一日を終えました。

分校キャンプ

能古見小学校浅浦分校

校学 だ よ り

No.１６２

“That's very nice of you” 

今月のキーフレーズ

№６０

（ジェーン）　わぁ　この箱かなり重いわ！

（ティム）　あっ僕が運んであげるよ。

（ジェーン）　ほんとにいいの？

（ティム）　もちろん　渡して。

（ジェーン）　どうもありがとう。ご親切に!

　　　　　（ジェーンがティムにその箱を渡す）

（ティム）　わぁ　これは重いなあ～

Jane:
Tim:
Jane:
Tim:
Jane:

Tim:

Wow...this box is really heavy!
Oh? Please, let me carry it for you.
Really? Are you sure?
Of course! Hand it over.
Thanks a lot. That's very nice of you.
（Jane hands Tim this box.）
Wow...this is heavy.

　この表現は、相手がよくしてくれたことに対するお礼の気持ちを

伝えるときに使います。

Amy:
Rebecca:
Amy:
Rebecca:

Amy:
Rebecca:

Thanks for having dinner with me.
No problem. I had fun.
Please, let me pay, for yours.
No, you don't have to do hat
but that's very nice of you.
Okay, then. Well, see you later.
Bye!

ドノヴァン先生

第五次総合計画を策定しています！ －まもなく審議会答申－

（エイミー）　一緒に夕食してくれてありがとう。

（レベッカ）　どういたしまして。私も楽しかったわ。

（エイミー）　私にあなたのも払わせて！

（レベッカ）　いいわよそんなことしなくても・・

　　　　　でもそう言ってくれてありがとう！

（エイミー）　じゃあ　またね！！

（レベッカ）　バイ！
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窓から熱が逃げるのを防ぎましょう

岳家の中から外に逃げる熱の約５０%は窓から

毅カーテンを厚手にし、床まで届く長いもの

　にする。

毅窓用の断熱フィルムを貼る。

今今すすぐぐややろろうう温温暖暖化化対対策策 NNoo..１１００

　今年度の全国中学生人権作文コ

ンテストの入賞作品「個性を認め

合える社会に」をある月刊誌で読

む機会がありました。病気のため、

小さな時から歩行器を使って生活

している中学2年生の作文です。

　一部を紹介したいと思います。

　「今私は学校で、ほとんど歩行

器を使って生活している。給食の

準備では、クラス全員の机を拭い

ている。トイレも介助なしででき

ている。でも生活の中では段差が

あったり、入り口が狭かったりし

て困ることが多い。ロッカーまで

本やノートを取りに行くのも一苦

労である。そんな時、私の様子に

気づいた友だちが手を貸してくれ

る。いろいろな場面で助けてくれ

る友だちがいることが何よりうれ

しい。私は友だちの助けを借りる

ことで、以前に比べてずいぶんで

きることが増えてきた。

　このように支えてくれる友だち

が、私のことを、助けてあげなく

ては何もできない人としてではな

く、対等な友だちとして接してく

れていることを感じる。」

　友達の障害について理解し、対

等な人間として接してくれている

素晴らしいクラスの生徒たち。そ

して、友だちの手助けがあって自

分はここまで成長できたのだと感

謝している作者。

　国の障害者基本計画では、目指

すべき社会として、「共生社会」

を掲げていますが、引用した部分

に書かれているように、「共生社

会」とは、相互に人格や個性を尊

重し支え合う社会だと思います。

　同時に、感謝をする気持ちも大

事にしながら、誰もが暮らしやす

いまちづくりに努力していきたい

ものです。

共に生きる社会をつくるために

－お互いに人格や個性を尊重しながら－

噛ご意見等をお寄せください

　同和対策課　緯（６３）２１２６

　秋も深まり、そろそろ暖房器具が活躍する時期になってきました。

　今回は、暖房機器の効率的な利用について紹介します。

電気カーペット

毅設定温度を低くする。

　岳設定温度を「強」から「中」にすると

　　約40％エネルギーが節約できます（1日5時間使用した場合）

毅必要な箇所だけ暖める。（全面、半面機能を利用）

毅電気カーペットの下に保温性の高いマットや布を敷くと、放熱を

　防ぐことができます。

エアコン、ガス・石油ファンヒーター

毅設定温度を低めにする。

　　暖房の設定温度の目標は20℃！

　　岳設定温度を1℃下げるだけでもエアコンで約１０%、

　　　ファンヒーターで約７%のエネルギーが節約できます。

　　　（１日９時間使用した場合）

毅フィルターをこまめに掃除する。

冷房より暖房の方が

エネルギーを多く消費します

こたつ

毅掛け布団&敷布団を使う。

　岳布団出入り時の隙間風の侵入や床

　　への放熱が防げるので、保温効果

　　が高まります。掛け布団だけの場

　　合と比較すると１０～１５％の電気代

　　が節約できます。

　暖房器具に頼りきりにならず、まずは

着る物で調節を！カーディガンを羽織る

だけでも２.２℃、ひざかけを使うと

２.５℃体感温度が上がります。

　　　　　問合先　環境下水道課環境係

　　　　　　　　　緯（６３）３４１６
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　暮らしやビジネスに役立ち、郷土

の情報満載の『さが県民手帳』を販売

します。平成２３年版のカバーの色は

「若葉」です。

価　格　大型６５０円（１４．２×９．０ｃｍ）

　　　　小型５００円（１０．８×７．５ｃｍ）

販売所・市役所３階企画課

　　　・鹿島書房（新町）

　　　・㈱積文館書店（西牟田）

問合先　企画課情報統計係

　　　　緯（６３）２１０１

 

　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　奇数月に料金請求のお宅

　　　　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　緯（６２）３７１８

おお知知ららせせ
１冊いかがですか
『さが県民手帳』

水道メーターを
取り替えます

 

　施設の総点検のため、杵藤クリー

ンセンターは操業を停止します。

　そのため、１１月１８日・１９日の２日

間は、燃えるごみの収集ができませ

んので、燃えるごみを絶対にステー

ションに出さないでください。

　各家庭で保管をお願いします。

　なお、燃えるごみ以外のごみの収

集は通常どおり行います。皆さんの

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

 

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/

１1月１８日（木）・１９日（金）は

『燃えるごみ』の収集ができません

第　６　２　回全国人権・同和
教育研究大会

 

　農業委員会の選挙による委員のう

ち、第３区（浜・七浦地区）（定数

４人）の委員に２人の欠員が出まし

たので、補欠選挙を実施します。

　なお、今回は補欠選挙ですので、

他の地区の選挙はありません。

恭立候補者説明会

　と　き　１１月２日（火）１３時３０分～

　ところ　市役所５階第６会議室

恭立候補届出受付

　と　き　１１月７日（日）

　　　　　８時３０分～１７時

　ところ　選挙管理委員会（市役所１階）

恭補欠選挙投票日

　と　き　１１月１４日（日）７時～１６時

　ところ　浜地区・・浜公民館

　　　　　七浦地区・・七浦公民館

恭問合先　選挙管理委員会事務局

　　　　　緯（６３）３４１８

 

と　き　１１月１８日（木）１４時～

ところ　市民会館第４会議室（１階）

対　象　１１月・１２月で６５歳になられ

　　　　る人や制度に興味がある人

問合先　介護保険事務所

　　　　緯（６９）８２２３

鹿島市農業委員会委員
補欠選挙

介護保険制度説明会

　平成２２年９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、行事名等支出金額支出日・件数区　分
供花１件１５,０００円９月３日弔　慰
第６５回国民体育大会（壮行会）選手団２２名　１１０,０００円９月１５日餞　別
名刺印刷代４,２００円９月２２日会　費

１２９,２００円合　計

平成２２年９月　市長交際費支出状況
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　１０月２９日から時間額６４２円とな

ります。（１３円アップ）

　佐賀県特定（産業別）最低賃金の一

般機械器具製造業関係、電気機械器

具製造業関係、陶磁器・同関連製品

製造業については、現在、改正審議

中であり、別途決定されます。

　なお、陶磁器・同関連製品製造業

(時間額６３２円)は、１０月２９日以降、

新たな陶磁器・同関連製品製造業の

特定最低賃金が発効するまでは、佐

賀県最低賃金を下回ることになりま

すので、６４２円の佐賀県最低賃金

が適用になります。

問合先　佐賀労働局労働基準部賃金室

　　　　緯０９５２（３２）７１７９

 

　ＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力）

首脳会議が１１月１３・１４日、横浜市で

開催されます。

　この開催を格好の機会として、開

催地をはじめ国内各地で重要施設等

に対するテロやゲリラなどが発生す

るおそれがあります。

　佐賀県警においても、全国の警察

と連携し、重要施設や公共交通機関

等に対する警戒強化や、爆発物の原

料となり得る化学物質の管理徹底の

要請など、さまざまな対策を進め、

テロ等不法行為の未然防止に努めて

います。

　２０１０年ＡＰＥＣの成功に向け

た警察の取り組みに対する皆さまの

ご理解とご協力をお願いします。

問合先　佐賀県警察本部　鹿島警察署

　　　　緯（６３）１１１１

佐賀県(地域別)の
最低賃金が改正されます

２０１０年ＡＰＥＣ警備に向けて
－県民の皆さまへお願い－

 

～相続または贈与等に係る生命（損

害）保険契約等に基づく年金の税務

上の取扱いの変更について～

　相続、贈与等により取得した生命

保険契約や損害保険契約等に係る年

金の所得税の取扱いを改めることと

しました。この取扱いの変更により、

所得税の還付を受けることができる

場合があります。

問合先　武雄税務署

　　　　緯０９５４（２３）２１２７

 

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。

恭家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

チップはいかがですか。

　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。

恭刃物研ぎいたします。

　包丁、かま、のこ、チェーンソー

などの刃物研ぎをお受けします。

と　き　１１月２４日（水）８時３０分～

　当日ご都合がつかない方は、前日

までにセンターへご持参ください。

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　１１月１５日（月）９時３０分～

ところ　シルバー人材センター

恭問合・注文先

　　　鹿島市シルバー人材センター

　　　緯（６３）０９７０

税務署からのお知らせ

こんな仕事をしています
シルバー人材センター

 

　シベリア戦後強制抑留者に対する

特別給付金の請求受付が、平成２２年

１０月２５日（月）から始まりました。

対象者　戦後強制抑留者で平成２２年

　　　　６月１６日に日本国籍を有す

　　　　る存命の方

請求受付期間　平成２２年１０月２５日～

　　　　　　　　平成２４年３月３１日

その他　当基金から請求書類をお送

　　　　りします。まだ、お手元に

　　　　届いていない方は、下記へ

　　　　お電話ください。

問合先　（独）平和祈念事業特別基金

　　　　　　事業部特別給付金担当

　　　　緯０５７０（０５９）２０４

 

　佐賀県は肝がんの死亡率が全国１

位であり、その原因である肝炎ウイ

ルスキャリアは推定３万人程度と推

定されています。

　平成２１年度から佐賀大学医学部附

属病院が、県の肝疾患診療連携拠点

病院に指定され、それに伴い肝臓相

談センターの開設と、専任の相談員

の設置を行いました。肝臓病でお悩

みの人はご相談ください。

相談日　月～金曜日（土・日・祝日を除く）

受付時間　１３時～１６時

問合先　佐賀大学医学部附属病院

　　　　肝臓相談センター

　　　　緯０９５２（３４）３７３１

戦後強制抑留者の皆さまへ

肝臓相談センターが
開設されました

市税集合徴収分・介護保険料
第６期の口座振替日

　１　１　　月　３　０　日（火）です
（預金残高の確認をお願いします）



広報かしま　Ｈ２２(20１０).11.117

 

 

　楽しい催しものをたくさん揃えて、

ご来場をお待ちしています。

と　き　１１月１４日（日）１０時～

ところ　志田病院リハビリセンター

内　容　潤東部中吹奏楽部演奏

　　　　潤講演会　講師　森恵美さん

　　　　　（武雄市レクレーション協会会長）

　　　　潤作品展示　潤風船とばし

　　　　潤エコバック作り　ほか

問合先　志田病院文化祭実行委員会

　　　　緯（６３）１２３６

 

と　き　１１月２３日（祝）

　　　　８時３０分受付　９時開始

ところ　鹿島ふれあい囲碁センター

　　　　（旧）東亜工機本社２階（横田）

参加料　２,０００円（昼食あり）

申込方法　１１月２１日（日）までに事務局

　　　　へ電話で申し込む

その他　クラス毎に賞品あり

申込先　鹿島ふれあい囲碁センター

　　　　藤永　緯（６２）６３１３

 

　鹿島市の活性化などを目指し結成

した団体「心の 風車 」のイベントです。
ふ う し ゃ

と　き　１１月３日（祝）１２時～２１時

ところ　シグマ（肥前七浦駅前）

内　容　バンド演奏、弾き語り、

　　　　ダンス、太鼓、アートなど

入場料　１,０００円（高校生以下無料）

その他　再入場できます

問合先　心の風車　島崎

　　　　緯０９０（９７９３）１４４８

イイベベンントト

志田病院　文化祭

第２３回鹿島市民囲碁大会

エンターテーメントイベント
心の風車

 

　古典園芸の最高峰で、素朴で気品

ある寒蘭の展示会を開催します。

　市民の皆さんの出品とご来場をお

待ちしています。（入場無料）

と　き　

【一次展】　１１月１３日（土）、１４（日）

【二次展】　１１月２７日（土）、２８日（日）

時　間　土曜日　１１時～１７時

　　　　日曜日　９時～１５時

ところ　祐徳稲荷神社参集殿

その他　初心者向けの肥培管理の相談をお受けします。

問合先　古賀　緯（６２）０５４５

 

　日本酒の原料である「お米」に感

謝を込め、第２回よらんね祭りに合

わせ、今回は「鶴」を稲穂で作ります。

　興味がある人はぜひご参加ください。

と　き　１１月２５日（木）１０時～１２時

ところ　なかいけ庵よらんね

参加費　３００円（材料費ほか）

定　員　１０人（定員になり次第締め切り）

申込・問合先　同会事務局　矢野

　　　　　　　　緯（６３）２００８

 

と　き　１１月２５日（木）～２８日（日）

ところ　なかいけ庵よらんね周辺

内　容　２５～２８日　発酵ドリンクサービス

　　　　２６～２８日　大塚清吾　写真展

　　　　２８日・似顔絵サービス（無料）

　　　　　　・Ｂ級グルメ（焼きそば・カキ焼き）

　　　　　　・コンサート（心の風車）

　　　　　　・物産展、フリーマーケット

問合先　なかいけ庵よらんね　井上

　　　緯０５０（３４３２）９７１１

肥前寒蘭展示会

蔵元女性の会による
「稲穂の鶴作り』

第２回　よらんね祭り

 

 

　１１月１１日の「介護の日」を機会に、

広く住民の方に高齢者等に対する

介護についての理解と認識を深めて

いただくために、県内８ヵ所で介護

に関する質問や相談を受け付ける相

談会を開催します。また、介護事業

所の見学受付等も行います。

と　き　１１月１０日（水）～１１日（木）

　　　　１０時～１７時

ところ　スーパーモリナガ鹿島店

問合先　佐賀県介護保険事業連合会

　　　　緯０９５２（３６）９３６８

 

　女性をめぐるさまざまな人権問題

についての相談を受け付けます。

と　き　１１月１５日（月）～２１日（日）

　　　　月～金曜　８時３０分～１９時

　　　　土・日曜　１０時～１７時

相談番号　０５７０（０７０）８１０

相談担当者　人権擁護委員、法務局職員

問合先　佐賀地方法務局人権擁護課

　　　　緯０９５２（２６）２１９５

 

と　き　１１月２３日（祝）１０時～１６時

相談番号　緯０９５２（２９）０６２６

　　　　緯０９５２（２９）０６３５

相談料　無料

相談例　会社が赤字なのか、給料が

　　　　遅れています。

　　　　残業手当を支払ってもらえ

　　　　ません。など

問合先　佐賀県司法書士会　

　　　　緯０９５２（２９）０６２６

相相 談談

「介護の日」相談会

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間

勤労感謝の日
全国一斉労働トラブル１１０番
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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（織田病院　副院長）

内　容　乳がんの最新情報・自己触

　　　　診法など

参加費　無料

定　員　１００人（定員になり次第締め切り）

申込先　保健センター　緯（６３）３３７３

 

　食は大切な命の源です。家族が笑

顔で元気に暮らせるような食生活を

一緒に見直してみませんか？

と　き　１１月１４日（日）開場９時３０分

　　　　講演１０時～１２時３０分

ところ　のごみふれあい楽習館

演　題　『食生活が人生を変える』

　　　　－あなたの食生活見直してみませんか？－

講　師　下田 純子 さん
す み こ

参加費　無料

その他　託児室あります（要予約）

問合先　鹿島自然に学ぶ会　小笠原

　　　　緯０８０（３２２３）４６５３

 

と　き　１１月２８日（日）１３時３０分～

ところ　佐賀県母子寡婦福祉連合会（佐賀市）

講　演　「誰にでも目覚めない朝が

　　　　来る。だから私は」

　　　　講師　楢本千珠子さん

　　　　　　　　（西九州大学教授）

その他　音楽、シンポジウムあり

入場料　無料（会員外も参加自由）

問合先　（社）日本尊厳死協会さが

　　　　緯０９５２（５２）３４６１

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－

鹿島自然に学ぶ会
「食に関する講演会」

日本尊厳死協会さが
総会及び　２　０　周年記念講演会

 

 

　雇用・能力開発機構佐賀センター

では、平成２３年１月期の受講生を募

集しています。

 

※ほかに委託訓練もあります。

入所日　平成２３年１月６日（木）

時　間　月～金曜日

　　　　９時３０分～１５時４０分

期　間　６ヵ月

締　切　１２月２日（木）

応募資格　雇用保険受給資格者等の離

　　　　職者および求職者で、再就

　　　　職のために技能習得を必要

　　　　とする人

手続き　受講を希望する人は、最寄

　　　　りの公共職業安定所または

　　　　同センターでご相談の上、

　　　　応募書類を提出してください。

　　　　気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

募募 集集
職業訓練
受講生募集

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

 

　おもに雇用保険の受給ができない

方（失業中の方など）を対象に行う訓練です。

訓練内容　ワード、エクセル、パワーポイントほか

訓練期間　１２月６日（月）～

　　　　　　平成２３年３月４日（金）

訓練時間　月、火、木、金曜

　　　　　９時～１５時５０分

定　　員　２８人

実施場所　ＮＰＯ法人フロンティア（横田）

募集締切　１１月９日（火）

受　講　料　無料（教材費６,３００円が必要）

問　合　先　NPO法人フロンティア

　　　　　緯（６３）４５７１または

　　　　　最寄りのハローワーク

 

 

　～年末の大掃除を親子で協力して

やってみよう！～

　合成洗剤に頼らない、石けんを使

った環境にもからだにもやさしいお

掃除術を体験してみませんか。

と　き　１１月２７日（土）１３時～１５時

ところ　鹿島市民会館2階

　　　　婦人教室（調理室）

講　師　NPO法人　さが環境推進センター

定　員　親子１０組

　　　　（定員になり次第締め切り）

参加料　５００円

持参品　当日は、家から換気扇やガ

　　　　スコンロの汁受皿など油汚

　　　　れの付いている物をもって

　　　　きてください。

問合・申込先　生涯学習課

　　　　　　　緯（６３）２１２５

「ＩＴ基礎科」訓練
受講生募集

講講習習会会・・教教室室
親子で学ぶ　環境にやさしいお掃除講座

参加者募集

障害者就職面接会
と　き　１１月１７日（水）

　　　　　　　　１３時３０分～１６時

ところ　佐賀県総合体育館

　　　　大競技場（佐賀市）

主　催　佐賀労働局、佐賀県など

問合先　佐賀労働局職業対策課

　　　　緯０９５２（３２）７２１７
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子育てサークル　会場受付９時４５分～１０時

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

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

１０日（水）　エイブル　『みんなの方が楽しいね』

合同サークル　『みんな一緒においしいね竃』
２６日（金）　楠風館　１０時～１２時　（おやつ代１家族１００円）

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）３３７３１１月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成１９年４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

１１日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２１年４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）

２５日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２２年７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 

２４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

１１００・１・１７７・２・２４４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

１１７７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

１６日（火１６日（火））

　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。

場所・問合先　エイブル１階　保健センター　緯（６３）３３７３

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２日（火）

七浦漁村センターぞ　うさん９日（火）

鹿島小わんぱくクラブひよこさん１６日（火）

古 枝 公 民 館きりんさん３０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

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）

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、１０ページの健康
　　　　　の記事（日本脳炎予防接種ができるように　
　　　　　なりました）をお読みください。

　　　　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）

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）

１７日（水）　エイブル　『みんなで遊ぼう♪』
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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

１１月

 霜月 
しもつき

３日（祝）　少年の夢発表会　　エイブル　　　１０時～

３日（祝）　多良岳観察会（雨天中止）　太良町役場集合　９時～

３日・１３日　鹿島市文化祭　　　　　　（１０月号参照）

４日（木）　鹿島市表彰式　市役所５階大会議室　１１時～

５日（金）　市内小学校音楽会　市民会館　１３時５０分～

５日（金）　鹿島市乳がん予防研修会　（１８ページ参照）

７日（日）　のごみふれあいまつり　　（８ページ参照）

７日（日）　オレンジロードのんびりウォーク（８ページ参照）

１４日（日）　鹿島まるごとサイクリング（８ページ参照）

２０日（土）　秋の経ヶ岳登山　　　　　（８ページ参照）

２３日（祝）　七浦の里　大収穫祭　　　（８ページ参照）

当番薬局在宅当番医日

アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８３日（祝）

前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０７日（日）

オダ薬局ピオ店吉田病院　緯（６２）３２０３１４日（日）

ミズ北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６２１日（日）

アルナ浜店薬師寺医院　緯（６３）５２８１２３日（祝）

アルナ鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７２８日（日）

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館１階

　１１日（木）　受付１３時～１４時　　　　　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始

　２５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

　９日（火）　１０時～１５時

愚成人健康相談　保健センター

　１０日（水）　９時３０分～１０時３０分

愚 鍼灸 マッサージ無料健康相談　保健センター
し ん き ゅ う

　１４日（日）　１０時～１５時

愚消費生活相談　市民会館１階サロン

　１・８・１５・２２・２９日（月）、５・１２・１９・２６日（金）

　　９時３０分～１２時、１３時～１６時３０分

愚発達障害児（者）専門相談　

　１０日（水）　事前予約制　　エイブル

　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　対応）

　福祉会館１階相談室

　１７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（要予約）

　２・１６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

　１０・２４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　月曜日～金曜日　９時～１７時

　社会福祉協議会　緯（６２）２４４７

（１１月分）

６・１３・２０・２７日（土）、３・２３日（祝）
７・１４・２１・２８日（日）

市役所
保健センター

１・８・１５・２２・２９日（月）、２４日（水）
４・２５日（木）

市民図書館

１・８・１５・２２・２９日（月）、
４日（木）、２４日（水）

エイブル
生涯学習センター

２・９・１６・３０日（火）、２４日（水）
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/　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　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

１月号１２月号
１１月３０日１１月１日

市水道課　緯（６２）３７１８へお問い合わせください。

ポスター類は１階テレビをご覧ください

市役所に掲示していた

ポスター類は、市民課

ホール（１階）にある大

型テレビでスライド表

示するようになりまし

た。ぜひご覧ください。

問合先　財政課管財係

緯（６３）２１１４


