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写真

７日・８日は『鹿島おどり』

平成２３年６月３０日現在

市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい市の市の木木

　鹿島の夏といえば、毎年約３,０００人が参加し、た

くさんの観客が沿道を埋め尽くす、県内でも指折りの

イベント『鹿島おどり』。今年も８月７日・８日の２日

間、スカイロード・さくら通り両商店街を会場に開催

されます。活気ある場内の生演奏や実況、踊り手の熱

い共演を皆さんもぜひ会場でお楽しみください。　

（写真は昨年の鹿島おどり。）

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯１１－人１＋世帯１０,６２０人３１,４９６

世帯１１－人９－世帯　５,２１９人１４,３１１鹿　　島

世帯２－人１－世帯　１,１６３人  ３,８４６能　古　見

世帯１－人３＋世帯　　　９８８人  ３,２０６古　　枝

世帯１＋人８＋世帯　１,０５５人  ３,２２２浜

世帯４＋人３＋世帯　１,２１６人  ３,７０２北　鹿　島

世帯２－人３－世帯　　　９７９人  ３,２０９七　　浦

人４－人１４,７６２男

人５＋人１６,７３４女

№１０１２

一、花と緑を愛し、伝統をいかして美しいまちにしましょう。

一、知識と教養を深め、清新な文化のまちにしましょう。

一、感謝と思いやりの心で、うるおいのあるまちにしましょう。

一、明るく元気に働き、活力のあるまちにしましょう。

一、秩序やきまりを守り、安全で快適なまちにしましょう。
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鹿　島　市　民　憲　章
（昭和５４年４月１日制定）
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鹿島市職員を募集します
募
　
集

－８月は同和問題啓発強調月間です！－

鹿島市同和問題講演会を開催します

講
　演
　会

申込書等の請求　下記のいずれかの方法で入手できます。

　①市役所３階総務課で交付します。

　②申込書類の郵送による請求は、封筒の表面には　

　　『採用試験申込書請求』と朱書きし、裏面には　

　　「請求された人の住所、氏名」を記入の上、必ず

　　１２０円（返信を速達で希望する場合は３９０円）

　　切手を貼った宛先および郵便番号を明記した返信

　　用封筒　（角形２号：Ａ４サイズ用紙の入る大きさ）　

　　を同封して、

　　〒８４９－１３９１（住所の記入不要）

　　鹿島市役所総務課職員係へ請求してください。

　③鹿島市ホームページからダウンロードできます。

受付期間

　８月１日（月）～８月１９日（金）

　８時３０分～１７時１５分（土・日曜を除く）

第一次試験

　と　き　９月１８日（日）９時３０分集合

　ところ　鹿島市生涯学習センター「エイブル」

 　総務課職員係　緯（６３）２１１３申込・問合せ先

職　務　内　容採用予定受　験　資　格試験の程度試験区分

一般行政の業務に
従事

若干名
昭和５６年４月２日から平成２年４月１日まで

に生まれた人で、採用後、鹿島市内に居住で

きる人
教養試験【大卒程度】一般事務Ａ

土木技術、一般行
政の業務に従事

若干名
昭和５１年４月２日から平成２年４月１日まで

に生まれた人で、採用後、鹿島市内に居住で

きる人

教養試験および専門試験
【大卒程度】

土　木　Ｂ

と　き　８月１９日（金）　開場１３時３０分　開演１４時

ところ　鹿島市民会館大ホール

　　　　　市役所前駐車場、中川グラウンド（臨時）　

　　　　　駐車場をご利用ください。

演　題　～身近な人との出会いや関係を通じて～

　　　　　わたしが変わる　わたしが変える

講　師　 熊本理抄 　さん
く ま も と り さ

　　　　　（近畿大学人権問題研究所　准教授）

主　催　鹿島市

　　　　鹿島市教育委員会

プロフィール

　福岡県生まれ。

　大学在学中にカナダへ留学した際の先住民族との出

会いをきっかけに、卒業後、反差別国際運動日本委員

会事務局職員を経て、２００２年４月から、近畿大学人権

問題研究所に所属。

　現在は、社会福祉や社会開発の視点から、部落女性の

エンパワメント（変化をもたらすための内的な力を取

り戻す）のあり方を研究したり、マイノリティ（被差別

少数者）の女性たちと複合差別の視点に立ったネット

ワークづくりに取り組んでいる。

 　同和対策課　緯（６３）２１２６詳しくは

入場
無料

市では、この同和問題講演会をはじめ、横断幕の設置、人権パネル展や人権・同和問題啓発街頭キャンペーンを実施します。

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

お
知
ら
せ

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

のご理解とご協力をお願いします。

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

だくことがありますのでご了承ください。

 　市民課市民年金係　緯（６３）２１１７詳しくは

　◎本人確認書類（A・Bどちらかが必要です。）

　　Aは１枚提示　　Bは複数枚（２枚以上）提示　

運転免許証、パスポート

住民基本台帳カード（写真あり）

外国人登録証、運転経歴証明書など

官公署発行の免許証、許可証、学生証、資格証明

証などで写真が貼付されているもの

A

各種健康保険被保険者証、介護保険被保険者証

各種年金手帳、公的年金証書

住民基本台帳カード（写真なし）、社員証

独立行政法人の身分証明書、預金通帳など

B

本人確認の対象となる証明書

　潤住民票の写し（除票も含む）や

　　住民票記載事項証明書など

　潤戸籍（除籍）謄・抄本、附票など

　潤税務諸証明書

※印鑑証明書は本人確認は必要ありま

　せんので、従来どおり印鑑登録証を

　お持ちください。

情報掲示板ワイド

家庭用浄化槽補助金申請　受付中
お
知
ら
せ

対象浄化槽・予定補助金

　５人槽　３３２，０００円（１３０愛未満住宅）

　７人槽　４１４，０００円（１３０愛以上住宅）

　１０人槽　５４８，０００円（二世帯住宅）

申請期間　補助予定数終了まで（先着順）

そ　の　他　広報かしま平成２３年４月号７ページに掲載

　　　　　の住宅改修事業費補助金（生活排水改善）と

　　　　　併用できる場合があります。

 　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６詳しくは

　下水道認可区域以外で平成２４年３月３１日までに浄化槽を設置する人は、補助の対象になります。補助を希望する

人は、着工前に申請してください。ただし、浄化槽設置者講習会を受講しているなど必要条件があります。

原付・バ イク・軽自動車などの
廃車・変更手続 きはお忘れな く

お
知
ら
せ

　軽自動車税は、毎年４月１日に所有している人に課

税されます。

　車体の廃棄処分や盗難に遭った場合などには、廃車

手続き（申告）が必要となります。

　最近は、廃品回収業者などに車体の廃棄を依頼し、市

への廃車手続きがされないまま次年度も課税されてし

まうなどのトラブルが増えています。

　車両を所有していなくても廃車手続きが完了してい

なければ課税されます。

　また、車両を譲渡し名義変更の手続きを行わなかっ

た場合も同様に所有者への課税となりますので、忘れ

ずに手続きを行いましょう。

※手続き方法や不明な点などありましたら、下記の連

　絡先までお問い合せください。

 　

喰原付バイク・農耕作業用（トラクターなど）・原付ミニカー

　　市税務課課税係　緯（６３）２１１８

喰１２５ccを超えるバイク・三輪・四輪の軽自動車

　　佐賀県自家用車協会鹿島・白石支部　緯（６２）３４９７

詳しくは
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　児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母

と生計を同じくしていない子どもを養育している人に

生活安定と自立を助け、子どもの心身の健やかな成長

のために支給される手当です。

　児童扶養手当を受給するためには、福祉事務所への申

請が必要です。手当は原則として「申請月の翌月分」か

らの支給になります。

※平成２２年８月分から父子家庭も手当の支給対象とな

りました。

支給要件（対象となる人）

　次のいずれかに該当する子どもを監護し、かつ、生

計を同じくしている母、父または、父母に代わってそ

の子どもを養育している人です。

　１　父母が婚姻を解消（離婚など）した子ども

　２　母または父が死亡した子ども

　３　母または父が一定程度以上重度の障がいの状態

　　　にある子ども

　４　母または父の生死が明らかでない子ども

　５　その他

　　　（母または父から１年以上遺棄されている子ども、

　　　　母または父が１年以上拘禁されている子ども、

　　　　婚姻によらないで生まれた子どもなど）

　注　支給要件に該当しても、子どもが児童福祉施設

　　　に入所したとき、または請求者および児童が公

　　　的年金（老齢福祉年金を除く）を受けることがで

　　　きるときや前年所得が一定以上あるときなどは

　　　手当が支給されない場合があります。

支給期間

　潤子どもが１８歳になる年度の３月３１日まで

　潤子どもが中度以上の障がいがある場合は２０歳まで

手当の額

　受給資格者が扶養する子どもの人数や所得などで決

められます。

　潤子ども１人の場合（月額）

　　　全額支給の場合　４１,５５０円

　潤子ども２人以上の加算額

　　　２人目　５,０００円

　　　３人目以降１人につき　３,０００円

胸児童扶養手当を受給中の皆さんへ
　この手当を受給中の人は、毎年現況届が必要です。

　次の受付期間中に現況届の提出がない場合、８月分

から支給されませんのでご注意ください。

現況届の受付期間

　８月１０日（水）、１１日（木）、１２日（金）

　　　　　　９時～１７時　市役所５階大会議室

　８月１２日（金）のみ

　　　　　　１７時～２０時　市役所１階福祉事務所　

 　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９詳しくは

　

　これまで、養育している児童が、配偶者が受給して

いる障害基礎年金の子の加算（以下「子加算」という。）

の対象となっている場合は、児童扶養手当の支給要件

（父または母が重度の障がいにある児童）に該当したと

しても児童扶養手当を受給することができませんでし

た。 

　平成２３年４月からは、法改正によって障害基礎年金

の子加算と児童扶養手当の支給額を対象児童ごとに比

較して多い方を受給できるようになりました（両方を

受給することはできません。）。

　児童扶養手当を受給するためには申請手続きが必要

です。手当は申請月の翌月分からの受給となります。 

　ただし、上記の内容を知り得ない状況などにあった

など、やむを得ない事情で申請が遅れた場合は、平成

２３年８月３１日までに申請すれば平成２３年４月分からさ

かのぼって受給することができます。

　制度や申請手続の方法などの詳しい内容については、

下記へお問い合わせください。

障害基礎年金についてのお問い合わせ

　武雄市武雄町大字昭和４３－６

　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２１

児童扶養手当についてのお問い合わせ

　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９

配偶者に重度の障がいがあり、お子さんを養
育している人へお知らせ

情報掲示板ワイド

　　　ご存じですか？児童扶養手当制度
　　　　　　　　　　継続受給には『現況届』が必要です

お
知
ら
せ
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受給中の人は更新をお忘れなく！！
－　母子家庭等医療費助成制度　－

お
知
ら
せ

　『母子家庭』『父子家庭』『父母のいない児童』

『寡婦』が、病院などの医療機関で診療を受けた場合、

医療費の自己負担金（保険診療分）を助成します。

　ただし、１人１月５００円までは個人負担となります。

　※寡婦のみ平成２２年１０月診療分から１月１,０００円

　　を個人負担。

助成対象者

　　潤母子家庭・父子家庭の母および父

　　潤児童扶養手当の支給要件（４ページ参照）を満た

　　　している児童または父母のいない児童

　　潤かつて母子家庭であった健康保険被保険者本人

　　　である一人暮らしの母親（寡婦）

　　※公的年金の受給者も該当します。ただし、前年の

　　　所得が一定額以上あるときは助成できません。

助成期間

　①児　童・・・・１８歳に達する年度の３月３１日まで

　②母・父・・・・児童が２０歳に達する前日まで

　③寡　婦・・・・７５歳に達する月まで

更新手続きについて

　この助成を受給中の人は、毎年『母子家庭等医療費

助成受給資格証』の更新手続きが必要です。

　更新を行わないと９月１日から翌年８月３１日までの

助成ができませんのでご注意ください。

更新期間（児童扶養手当現況届の受付期間と同じ）

　　　　　８月１０日（水）、１１日（木）、１２日（金）

　　　　　　９時～１７時　市役所５階大会議室

　　　　　８月１２日（金）のみ

　　　　　　１７時～２０時　市役所１階福祉事務所　

持　参　品　①印鑑

　　　　　②受給資格証

　　　　　③健康保険証

　　　　　④保護者の預金通帳

　　　　　⑤養育費等の申告書

 　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９詳しくは

情報掲示板ワイド

みんなで徹底しよう!『選挙の 三 ない運動』
さんお

知
ら
せ

　政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職

にある者）が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法

律で禁止されています。違反すると、処罰されます。

　また、有権者が寄附を求める事も禁止されています。

【禁止されている寄附の例】

　噛お歳暮やお中元、お年賀

　噛入学祝、卒業祝、病気見舞い

　噛お祭りへの寄附や差入れ

　噛地域の運動会などへの飲食物の差入れ

　噛家族や秘書などが代理出席する時の結婚祝や葬式

　　の香典

　噛地域の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の

　　差入れ

 -選挙の三ない運動-
 贈らない！

　 求めない！

　 　受け取らない！

　※政治家は、選挙区内にある者に対し（答礼のための自筆によるものを除く）、年賀状や暑中見舞いなどのあいさ

　　つ状（電報も含む）を出すことは禁止されています。

 　選挙管理委員会　緯（６３）３４１８詳しくは
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情報掲示板ワイド

　震災に便乗した悪質なメールのトラブルが発生しており、子どもにも被害が及んでいます。消費生活相談窓口に

寄せられた相談事例を紹介しますので、被害に遭わないようご注意ください。

　困ったときは、早めに消費生活相談窓口に相談してください。

　 　消費生活相談窓口（商工観光課商工労政係）

　　　　　　緯（６３）３４１２

詳しくは

震災に便乗した悪質メールにご注意ください
お
知
ら
せ

相談事例１

　地震の揺れを感じた直後、「地震速報」というタイ

トルのメールが届いた。「詳細情報はこちら」とあっ

たので、そのアドレスをクリックしたところ、突然出

会い系サイトにつながり、「ご利用ありがとう。利用

料金一万円支払って。」と画面に表示された。支払い

義務はあるのか？

覚地震に関する情報提供を装って出会い系サイトや

　アダルトサイトに誘導する手口です。ほかに「義

　援金」「募金」を名目にしたものもあります。　　

　利用料金を支払う必要はありません。こちらから　

　業者に連絡するのは危険です。電話番号やメール　

　アドレスを知らせると、またお金を請求される恐　

　れがあります。

相談事例２

　高校生の娘のメールに友人から震災募金協力要請の

メールが届き、同じ内容を１０人にメールするように書

かれていた。募金先は聞いたことのないＮＰＯ法人と

なっているが大丈夫か？

覚多数の人へのメールの転送を強要する「チェーン　

　メール」は、内容の真偽が不明であるほか、通信　

　ネットワークに負担をかけ、必要なメールが届き　

　にくくなる可能性もあります。転送は絶対にやめ　

　ましょう。また、義援金を送る場合は、信用でき　

　る団体であることを確認してから、送るようにし　

　ましょう。

　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などを新た

に設置する民間事業者に対して、その経費の一部を補

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、ベビーカーなどの備品購入経費

　・キッズスペース、授乳室などの設置工事費など

　※設備・備品など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、８月３１日（水）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。

 　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９詳しくは

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
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　内閣府青年国際交流事業「東南アジア青年の船」国

内活動・地方プログラムを、今年度は佐賀県で行います。

　日本とＡＳＥＡＮ諸国の参加青年（１８～３０歳）および

管理スタッフ併せて３０人前後が、１０月２７日（木）～３０日

（日）に佐賀県を訪問する予定です。

　日程中の２泊を県内一般家庭でのホームステイを予

定しており、そのホストファミリーを募集します。

※１０月１日（土）に説明会や東南アジアの文化理解セミナー（料

　理教室など）があります。　詳しくはお問い合わせください。

受 入 人 数　１家庭２人程度

受 入 日 程　１０月２８日（金）～３０日（日）の２泊３日

応 募 締 切　８月３１日（水）

 　佐賀県青年国際交流機構

　　　　　　緯０８０（３８４１）０２３０

　　　　　　Email：sagaiyeo@gmail.com

　　　　　　佐賀県こども未来課青少年健全育成担当

　　　　　　緯０９５２（２５）７３５０

　　　　　　Email：kodomomirai@pref.saga.lg.jp

申込・問合せ先

「東南アジア青年の船」参加青年　ホストファミリー募集

　今回、農業協同組合および土地改良区の推薦によって、農業委員に変更があり、鹿島・能古見・北鹿島地区の担

当地区が変わりました。

　任期は、平成２５年２月２８日までとなります。

　農地の貸借や売買、転用などの手続きや農業を営む上での諸問題など、気軽に農業委員へご相談ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　農業委員会事務局　緯（６３）３４１７詳しくは

農業委員、担当区域が変わりました
お
知
ら
せ

変更後の担当区域農業委員氏名変更後の担当区域農業委員氏名

南川・筒口･大殿分
佐々木慎一［行　成］

大字高津原
渕上　正敏［中牟田］

緯（６３）１６８７緯（６２）３９２６

中村・森・土井丸・組方
大隈　久雄［土井丸］若殿分・納富分・行成・

執行分・井手分

林　　　保［犬王袋］

緯（６２）７６２９緯（６２）７０６４

井手・三部・新籠
中原　辰六［新　籠］末光・馬渡・小舟津・犬王袋・

世間・重ノ木

中橋毅一郎［世　間］

緯（６２）０３０６緯（６２）５５８５

本町・乙丸・常広・古城
伊東マサノ［常　広］伏原･(下･中･上)浅浦･貝瀬･

土穴･本城・中木庭

白仁田　進［土　穴］

緯（６２）０１８１緯（６４）２４６８

※太字は新任の農業委員

　障がいをお持ちの人や、その保護者を対象とした各種手当を紹介します。

障がいに関する手当のご案内
お
知
ら
せ

特別障害者手当

　２０歳以上で、著しく重度の障がい状態にあるため、

　日常生活において常時特別の介護を必要とする障が

　い者本人に支給されます。

障害児福祉手当

　２０歳未満で、重度の障がい状態にあるため、日常

　生活において常時介護を必要とする障がい児本人に

　支給されます。

特別児童扶養手当

　中程度以上の障がいがある在宅の２０歳未満の児童

　を監護・養育する保護者などに対して支給されます。

　各手当とも支給制限や所得制限がありますので、詳

細はお尋ねください。

　現在、手当を受給中の人は、毎年現況届が必要です。

　受付期間中に現況届の提出がない場合、８月分から

支給されませんのでご注意ください。

現況届の受付

　と　き　８月１１日（木）～８月３１日（水）

　ところ　市役所１階福祉事務所

 　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９詳しくは
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施設サービスなどの食費・居住費
には利用者の負担が必要です
　施設サービスを利用した場合は、①サービス費用の1割　②食費　③居住費

④日常生活費のそれぞれ全額が利用者の負担となります。

１日当たりの基準費用額

食　費
居　住　費

多床室従来型個室ユニット型準個室ユニット型個室

１，３８０円３２０円
１，６４０円

１，６４０円１，９７０円
（１，１５０円）

　施設で居住費・食費の平均的な費用を考慮して定める額

※（）内の金額は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額です。

低所得の人には負担限度額があります

　低所得の人の施設利用が困難とならないように、申請すると一定額以上は介護保険から給付されます。

　低所得の人は、所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付さ

れます。

　該当すると思われる人は、市の介護保険担当窓口または介護保険事務所へ申請してください。

　※施設が定める居住費及び食費が基準額を下回る場合は、施設の定める額と自己負担額の差額が給付されます。

食費の

負担限度額

居住費の負担限度額
利用者負担段階

多床室従来型個室ユニット型準個室ユニット型個室

３００円０円
４９０円

（３２０円）
４９０円８２０円

生活保護の受給者、

世帯全員が住民税

非課税であって老

齢福祉年金受給者

第１段階

３９０円３２０円
４９０円

（４２０円）
４９０円８２０円

世帯全員が住民税

非課税であって、

合計所得金額＋課

税年金収入額が８０

万円以下の人

第２段階

６５０円３２０円
１，３１０円

（８２０円）
１，３１０円１，６４０円

世帯全員が住民税

非課税であって、

利用者負担段階第

２段階以外の人

第３段階

※（）内の金額は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の負担限度額です。

 　杵藤地区介護保険事務所　緯（６９）８２２２

　　　　　http://www.kitou-web.jp/kaigo/

　　　　　市保険健康課長寿社会係　緯（６３）２１２０

詳しくは

恭１日当たりの負担限度額
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受賞者紹介

７月１日

　掛園治司様（右から2人目）

３８年間、市の交通安全指導員

を務めるなど、多年にわたり

交通安全に尽力された功績に

より、「安全功労者　内閣総理

大臣表彰」（市内初）を受賞され

ました。

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

活動紹介

７月５日　

鹿島地区保護司会鹿島支部

鹿島市青少年育成市民会議

市内スーパーなどの店頭で、

『７月は「社会を明るくする

運動」強調月間』を広報する

ため、うちわを配布し、広報

車での呼びかけを行いました。

「社会を明るくする運動」知事メッセージ伝達式

　犯罪や非行のない安全で安心な地域社

会を築くため、鹿島地区保護司会鹿島支

部の皆さんが市長を訪問し、「社会を明る

くする運動」の知事メッセージ伝達式が

行われました。

　この運動は、７月１日の「更生保護の

日」に合わせて７月を強調月間として全

国的に取り組むものです。

　３１日には、スポーツを通じて青少年の健

全育成を図ろうと、サガン鳥栖の選手による少年サッカー教室が開催されました。

　７月１５日、道の駅鹿島で交通安全街頭

キャンペーンが行われました。

　これは、夏の交通安全県民運動に合わ

せ市交通対策協議会が関係機関・団体の

協力を得て行ったもので、交通安全指導

員や鹿島警察署署員などが、交通事故被

害者などをなくす願いを込め、「涙を流

すことのないように」と記載した鹿島産

タマネギを交通安全啓発チラシと一緒に

利用者へ配布し、安全運転を呼びかけました。

～防止しよう、追突事故～

　鹿島警察署管内の交通事故（人身）の約３５％が「追突事故」です。

　※追突事故の２大原因

　　①わき見運転・・・・時速５０娃で走行中は、たった２秒のわき見でも３０m進みます！

　　②思いこみ運転・・前の車は止まらない「だろう」・動きだす「だろう」など

　　　　　　　　　　勘違いや思い込みが、事故を起こします。

交通安全街頭キャンペーン

　７月１７日、市が国際交流を行っている

大韓民国 全羅南道高興郡 で、鹿島ガタリ
チョルラナムドコフングン

ンピックを参考にした「２０１１高興ソン

ジョンマッドリンピック」が初めて開催

され、市交流団が招待されました。

　天候にも恵まれ、広大な干潟会場では、

潟スキーレースや自転車レースなど鹿島

ガタリンピックと同様の競技が行われ、

８，０００人以上の観客でにぎわいました。

鹿島ガタリンピックが海を渡って韓国へ
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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

いつでも入学できます！

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。

　　　　　（入学月から１年間有効）

 　かしま市民立楽修大学

　　　　　緯（６３）２１３８

詳しくは

に行ってみよう

にわかと音楽で
つながるいのち in鹿島

　東日本大震災復興チャリティーパフォーマ

ンス「だいでんいっしょ」プロジェクト。

　「はっぴぃ竃かむかむ」「ゆうあい一座」

のにわかと「心の風車」が送る音楽で、被災

地に元気を送ろう！ 

　当日は、被災地支援のための募金をお願い

します。また、震災報道新聞展・グッズ販売

もあります。

と　　き　９月１８日（日）１２時３０分開場　１３時３０分開演

と　こ　ろ　鹿島市民会館

入　場　料　一　　般　　　　　　　　１，０００円

　　　　　楽修大学生・高校生以下　　　５００円

　　　　　幼児は保護者膝の上での鑑賞無料

発　売　日　８月６日（土）

 　かしま市民立楽修大学

　　　　　緯（６３）２１３８

詳しくは

床　の　間
コーナー

　８月・９月の床の間コーナーは、鹿島市出

身の焼物造形作家で、風土の風を感じながら

作品づくりに意欲的に取り組み、日展などで

の受賞歴も多い藤家博美さんをご紹介します。

　焼物のオブジェや器の他に、作品の制作

過程なども展示します。

期　　間　８月２日（火）～９月３０日（金）

 　かしま市民立楽修大学

　　　　　緯（６３）２１３８

詳しくは

夏休み教室のご案内市　民
図書館

エイブルからのお知らせなど

恭読書感想画教室
　小学生を対象に読書感想画の描
き方のコツを教えます。必ず本を
読んできてください！
と　き　８月１１日（木）１４時～１６時
定　員　２８人
持参品　読んだ本・２B以上の鉛筆・ク
　　　　レヨン・絵の具・色鉛筆・水筒
申　込　７月１７日（日）１０時～

恭図書館のれきし教室

～身近にある 家紋 を調べてみよう～
かもん

　家紋さがしクイズや家紋入りオ
リジナルうちわづくりをします。
と　き　８月１８日（木）１４時～１６時
定　員　２０人
対　象　市内小学校4年生～6年生
申　込　７月１７日（日）１０時～

　今年も楽しい夏休み教室を行います。参加希望の人は市民図書館ま

でお申し込みください。いずれも参加費は無料です。

　定員になり次第締め切ります。多数のご参加をお待ちしています。

エイブル倶楽部　募集中講座のお知らせ

　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。受講料　５００円／１講座１回（材料費別）　

　 　かしま市民立楽修大学　緯（６３）２１３８詳しくは

第５回えいぶる事業

 藤家博美 展
ふ じ い え ひ ろ み

 　市民図書館 緯（６３）４３４３申込・問合せ先

講　師　大川内　千代　さん

と　き　９月１３日～平成２４年２月２８日

　　　　火曜日２０時～２１時３０分

ところ　市民会館３階　大会議室

３Ｂ体操教室 　　【定員２０人】
講　師　迎　りつ子　さん

と　き　８月１０日～平成２４年５月９日

　　　　水曜日１０時～１３時

ところ　エイブル２階　調理実習室

材料費　５００円／１回

簡単パン作り教室水曜日コース② 【定員２０人】

講　師　 陳 　 涛 　さん
チン トウ

と　き　開催中～１２月９日

　　　　金曜日１９時３０分～２１時

ところ　エイブル２階　和室

はじめての中国語教室 【定員２０人】
講　師　大城　サカエ　さん

と　き　開催中～１２月２１日

　　　　水曜日１９時３０分～２１時

ところ　エイブル３階　研修室Ｂほか

トラベル英会話教室② 【定員２０人】
講　師　岩橋　祐介　さん

と　き　開催中～１２月１３日

　　　　火曜日１９時３０分～２１時

ところ　エイブル１階　いきいきルーム

ヒップホップダンス教室 【中学生以上定員２０人】

　ボ ー ル・ベ

ル・ベ ル タ ー

（３Ｂ）を使って、

音楽に合わせて

ストレッチをし

ます。

恭８月２７日（土）１０時から、ギャラリートーク

（ご本人によるお話）を開催します！
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（レイナ）　明日のテストのために勉強しないと

　　　　　いけないんじゃないの？

（ブロンソン）　ううん。ここ１カ月ずっと勉強して

　　　　　るから、楽勝だよ

Reyna:

Bronson:

Shouldn't you study for your test
tomorrow?
Nah. I've been studying for the past
 month. This should be a piece of cake.

（ブロンソン）　富士山に登るのなんて楽なもんだよ。

　　　　　君もやってみたら！

（レイナ）　いいえ。遠慮しとくわ。

Bronson:

Reyna:

Climbing Mt.Fuji is a piece of cake.
You should try.
No, thank you.

　七浦小学校には、郷土の大自然を

生かした学校行事があります。それ

は、「がたっ子七リンピック」です。

　今年で１１回目を迎えたこの行事は、

保護者はもちろんのこと、地域協力

者諸団体の皆さんのご支援に支えら

れて成り立っています。

　「がたっ子七リンピック」を一言

で言い表すとすれば、「干潟の運動

会」と言うことができるでしょう。

各学年で創意工夫したおもしろおか

しい競技や親と子の絆を深める親子

競技、全校競技などがあり、みんな

潟まみれになって、楽しく活動して

います。ふつうの運動会とちがって、

干潟の中なのでとても動きにくく、

思わず吹き出してしまうような珍プ

レーが随所に見られます。そんな中

で、６年生は、「ガタソーラン」を

踊るのが伝統になっており、見る人

たちに大きな感動を与えてくれます。

　宝の海「有明海」の干潟を活かし

たこの行事。七浦小学校を巣立った

後も、子どもたちの心の中にいつま

でも残っていくことでしょう。「が

たっ子七リンピック」は、七浦小の

伝統行事として、今後も受け継がれ

ていくことと思います。

がたっ子七リンピック

寓浮島を飛び越える競技

　「ジャンピン・グゥー」

七浦小学校

校学 だ よ り

No.１７１

“Piece of Cake” 

今月のキーフレーズ

№６８

楽なことという意味で使われます。

ジョリン先生

こんなときこのひとこと、学校だより
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ごみ収集の拠点「ごみステーション」

　ごみステーションが散らかると、汚れが広がり、悪臭がします。一方、ごみステーションがきれいに保たれてい

ると、ルール違反のごみが発生しにくくなります。

　鹿島市環境衛生推進協議会では、毎年６月と１０月にごみステーションの点検調査を実施しています。今年度は６

月１４日に市内５８０カ所のごみステーションのうち５７カ所を調査しました。ごみステーションに出されたごみを

一袋ずつ点検し、点検用紙にチェックし、所見を記入しました。

　調査後の意見交換会では、「以前と比べてだいぶよくなっ

てきたが、一部のステーションが変わらず出し方が悪い」な

どの意見が出ました。

　違反ごみの内容は、

　　胸収集指定日以外にごみが出してある。

　　胸ごみ袋に名前・住所を書いていない。

　　胸指定の袋に入れていない。

　　胸正しく分別されていない。

などでした。調査結果は、該当地区の区長さんへお知らせ

しています。

　一人ひとりがルールを守り、自分たちの住む町を気持ち

のいい環境にしましょう。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６詳しくは

　私たちは、人種、性別、出身、職

業、年齢などに関係なく、全ての人

が人間として尊重される社会を築い

ていかなければなりません。

　しかし、日本には昔から大きな人

権問題、「同和問題」があります。

長年、解決に向けて取り組んできた

ことで、環境や生活実態などの面で

は成果はあがってきているものの、

社会にひそむ差別意識の解消が課題

として残されています。

　平成１９年に実施された内閣府の調

査で、「同和問題に関し、現在、ど

のような人権問題が起きていると思

うか」と聞いたところ、「結婚問題

で周囲が反対すること」をあげた人

の割合が最も高く、続いて「身元調

査をすること」、「就職・職場で不

利な扱いをすること」、「差別的な

言動をすること」などの順でした。

　また、最近は、インターネット上

の差別的な書き込みも増加していま

す。一度ネットに流失した情報はほ

ぼ回収が不可能になるため、非常に

深刻です。

　このように「生まれた場所で人を

判断する」そんな不当な差別が今も

残っています。結婚や就職など自分

の身近なできごとと同和問題が重な

ると、世間体を気にして正しい判断

ができなくなる人がいます。

　「そっとしておけば、そのうち差

別はなくなるのでは？」という声も

ありますが、江戸時代の身分制度が

廃止されてから、すでに１４０年

たっていますが、差別意識はまだ解

消されていません。

　県や市では、毎年８月を「同和問

題啓発強調月間」として、差別をな

くすための講演会などさまざまな啓

発活動を実施します。

　この8月を同和問題への正しい理

解と認識を深める機会としていただ

きたいものです。

差別意識をなくそう
～８月は同和問題啓発強調月間です～
噛ご意見等をお寄せください　同和対策課　緯（６３）２１２６

このごみどの袋・人権の輪

番外編

寓ごみステーション調査風景
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　戦没者を追悼し平和を祈念するた

め、次の日時に1分間のサイレンを

鳴らします。黙とうをお願いします。

　煙８月６日（土）　８時１５分

　　【広島市原爆被爆の日】

　煙８月９日（火）　１１時２分

　　【長崎市原爆被爆の日】

　煙８月１５日（月）　１２時

　　【終戦記念日】

 　財政課管財係

　　　　　緯（６３）２１１４

 

　夏休み期間は、解放感から不規則

な生活に陥りやすく、非行や問題行

動が多発します。夏休みの過ごし方

について、自主的な計画を立て、規

則正しい生活が送れるよう家庭では

十分に気を配りましょう。

～夏休みにはこんなことを実行してみたら～

　・早寝早起きを励行しよう。

　・家庭では、自分でできる仕事を

　　進んでしよう。

　・地域行事へ積極的に参加しよう。

　・読書・スポーツを実践しよう。

　・外出する際には、行先、帰宅時

　　間を必ず告げよう。

 　鹿島市青少年育成市民会議

　　　　　事務局（市生涯学習課内）

　　　　　緯（６３）２１２５

おお知知ららせせ
戦没者追悼のため
サイレンを鳴らします

詳しくは

夏の子ども・若者育成支援強調月間
《8月1日～ 8月31日》

詳しくは

 

　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　８月１２日（金）　１５時～

　　　　　　　　　受付１４時３０分～

と　こ　ろ　ＪＡさが鹿島中央支所

　　　　　３階大研修室

 　ＪＡさが鹿島中央支所

　　　　　緯（６２）２１４７
　　　　　市農林水産課農政係

　　　　　緯（６３）３４１３

 

恭住宅用火災警報器の取り付けをは

じめました。

恭夏の作業もおまかせください。

　気軽にご相談、ご注文ください。

恭家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉

のチップ堆肥はいかがですか。

恭刃物研ぎいたします。

と　　き　８月１８日（木）８時３０分～

恭会員を募集しています。（６０歳以上）

説　明　会　８月１８日（木）９時３０分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

 

　　鹿島市シルバー人材センター

　　緯（６３）０９７０

新たに農業を
始めてみませんか?

詳しくは

残暑お見舞い申し上げます
シルバー人材センター

問い合わせ・ご注文

　　　　　　　

 

と　　き　８月１２日（金）１３時～１６時

　　　　　（受付　１２時～１４時３０分）

と　こ　ろ　マリトピア（佐賀市）

対　象　者

　潤Ｕターン、一般求職者

　潤大学・短大・専門学校等を来春

　　卒業予定の学生　など

内　　容

　企業ごとにブースを設け、企業と

　対象者との面接・相談を行う。

参加企業　５０社（予定）

 　県雇用労働課

　　　　　緯０９５２（２５）７３１０

 

　市の魅力をＰＲしようと、地区ご

との観光スポットや偉人などを紹介

する観光情報番組「鹿島偉人伝」を

ケーブルテレビで放映しています。

ぜひご覧ください。

８月の放映予定…碁聖　寛蓮

　１０日（水）１０時～、１９時～

　１１日（木）８時～、１３時～、２１時０５分～

　１４日（日）１３時～

※都合により放映日、時間帯が変更

　になる場合があります。

※放映後、市ホームページに掲載を

　予定しています。

 　商工観光課観光振興係

　　　　　緯（６３）３４１２

SAGA就職面接会
を開催します

詳しくは

鹿島市観光情報番組を
ケーブルテレビで放映中

詳しくは

　平成２３年６月分市長交際費の支出状況を公表します。

　広報かしま６月号・７月号に掲載しておりました４月・５月分の市長交際費

支出状況に誤りがありました。４月分の支出はなく、５月分は次のとおりです。

 　企画課秘書係　緯（６３）２１００詳しくは

支出の相手方、行事名支出金額支出日区　分

鹿島機械金属工業会通常総会５,０００円６月３日祝　儀

鹿島市観光協会通常総会３,０００円６月７日会　費

中京佐賀県人会へ特産品提供（稲荷ようかん）１０,１６０円６月７日その他

祐徳本因坊戦　日向・熊野市長へのお土産（のごみ人形）１,８５０円６月７日その他

名刺印刷代２,９４０円６月２０日その他

２２,９５０円合　計

平成２３年６月
市長交際費支出状況表

潤市税集合徴収分

潤介護保険料

第３期の口座振替日は

８月　３　１　日（水）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

情報掲示板　愚　お知らせ

支出の相手方、行事名支出金額支出日区　分

供花１件１５,０００円５月２４日弔　慰

佐賀県陸上競技協会緒方文江名誉会長慰労会・藤家迪雄会長就任祝賀会５,０００円５月２０日会　費

関東学生陸上競技連盟へのお土産（のごみ人形）９,２４０円５月１１日その他

関西佐賀県人会へ特産品提供（のごみ人形）９,５５８円５月２４日その他

３８,７９８円合　計
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　人権問題に対する正しい理解と認

識を深めてもらうために、市民の皆

さんを対象とした人権学習会を開催

します。電話でお申し込みください。

日時・テーマ

　胸８月１０日（水）　２０時～２１時３０分
　　同和問題と人権～共に支え合う社会をめざして～

　胸９月１６日（金）　１３時３０分～１５時
　　障害者と人権～障害児と共に生きて～

　胸１０月６日（木）　１３時３０分～１５時
　　こどもと人権～虐待問題を中心に～

　胸１０月２１日（金）　１３時３０分～１５時
　　同和問題と人権～差別の解消に向けて～

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

講　　師　社会教育指導員または外部講師

参　加　費　無料（どなたでも参加できます）

 　同和対策課

　　　　　　緯（６３）２１２６

 

 

　平日に法務局へ相談に行くことが

できない人のために、休日の相談所

を開設します。

と　　き　９月１１日（日）１０時～１６時

と　こ　ろ　佐賀地方法務局武雄支局

相談内容

　胸土地・建物の登記相談
　胸戸籍に関する相談
　胸給与の差押えや家賃支払いなど
　　の供託に関する相談

　胸離婚・遺言・成年後見などに関する相談
　胸人権相談
 　佐賀地方法務局武雄支局

　　　　　緯０９５４（２２）２４３５

 

　佐賀県身体障害者更生相談所によ

る巡回相談では、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。相談を希望する人は、事前

に福祉事務所へ予約してください。

と　　き　９月１５日（木）１３時～１６時

と　こ　ろ　保健センター

 　福祉事務所社会福祉係

　　　　　緯（６３）２１１９

人権学習会を開催します

申込・問合せ先

相相 談談
法務局

休日なんでも相談所

詳しくは

身体障害者更生相談所
巡回相談

詳しくは

 

 

　『責任技術者』は、下水道排水設備

工事を施工する指定工事店として指

定を受けるために必要な資格です。

試　験　日　１０月５日（水）　佐賀市文化会館

受　験　料　５,０００円

受験講習　９月２８日（水）　佐賀市文化会館

受　講　料　３,０００円

　　　　　別途、販売元より直接購入した

　　　　　テキスト（２,５００円）が必要

受験案内配布　８月１日（月）～２４日（水）

受付期間　８月１６日（火）～２４日（水）

受験資格　次のいずれかに該当する人

　潤高校（旧制中学）以上の土木工

　　　学科等を卒業し、排水設備工

　　　事等の設計または施工に関し、

　　　２年以上の経験を持つ人

　　潤高校（旧制中学）を卒業し、排

　　　水設備工事等の設計または施

　　　工に関し、３年以上の経験を

　　　持つ人

　　潤排水設備工事等の設計または

　　　施工に関し、５年以上の経験

　　　を持つ人

試験科目　下水道に関する一般知識、

　　　　　排水設備に関する法令・

　　　　　事務手続き・設計・施工

　　　　　並びに維持管理について

そ　の　他　受験申込手続きや手数料

　　　　　に関する詳細は、受験案

　　　　　内をご覧ください。

 　環境下水道課下水道係

　　　　　緯（６３）３４１６

 

　詳細は下記に連絡し、願書をお取

り寄せください。

 　自衛隊武雄地域事務所

　　　　　緯０９５４（２３）８３０４

試試験験・・採採用用
排水設備工事責任技術者

資格試験

詳しくは

自衛官等採用試験

願書請求先

 

 

　ＥＭ（有用微生物群）の活用方法に

ついて学んでみませんか。

と　　き　８月２７日（土）１３時３０分～

と　こ　ろ　古枝公民館

参　加　費　無料

講　　師　原田直隆さん（ＥＭ有機農業技術指導員）

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯（６３）３４１６

 

　市では、認知症の人が住み慣れた

地域で安心して生活が出来るよう

「認知症サポーター養成講座」を開

催しています。

　これまで８００人が受講され、認知

症について正しく理解し、認知症の

人やその家族をあたたかく見守り、

サポーターとして活躍中です。出前

講座をぜひご利用ください。

対　　象　市内の事業所・団体、個人

所要時間　１時間程度

開催場所　市内に限ります

費　　用　無料

申込方法　事前に電話でお申し込みください

 　保険健康課長寿社会係

　　　　　（地域包括支援センター）

　　　　　緯（６３）２１２０

 

　国内産小麦粉を使用した玄米発酵

の生地に無農薬の野菜や大豆ハム・

ウインナーなどをトッピングした、

からだにやさしいピザパイ作りを体

験してみませんか？

　玄米ちらし寿司やデザート、お土

産にとっても美味しいオーガニック

りんごジュースもあります。

と　　き　８月１３日（土）１０時～１２時

と　こ　ろ　エイブル２階調理実習室

対　　象　小学生（保護者の付き添い可）

定　　員　３０人（先着順）

参　加　費　無料

持　参　品　エプロン・三角布

申込期限　８月６日（土）

申込方法　電話でお申し込みください

 　海童保育園　真崎

　　　　　　緯（６２）０６２７

講講習習会会・・教教室室

ＥＭ活用講座

詳しくは

認知症サポーター
養成講座出前講座

詳しくは

家族だんらん基金助成金事業
無料ピザパイ体験教室

申込・問合せ先

情報掲示板　愚　お知らせ・相談・試験・教室

防 衛 医 科
大学校学生

看護学生募集項目

高卒（見込）
21歳未満

高卒（見込）
24歳未満

受験資格

９月５日（月）～９月３０日（金）受付期間

 １０月２９日～

１０月３０日  
１０月２２日一次試験
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　佐賀県立産業技術学院では、仕事

を探している母子家庭のお母さんを

対象に民間の教育訓練機関（禍プラ

イム）に委託して行う準備講習会を

開催します。

　準備講習会を受けた後は職業訓練

講座案内などあなたのスキルアップ

を応援します。

と　　き　８月８日（月）～１０日（水）

　　　　　９時３０分～１５時３０分

と　こ　ろ　メートプラザ佐賀

　　　　　佐賀市兵庫町大字藤木１００６ー１

内　　容　求人情報の収集と活用方法、

　　　　　ビジネスマナー、基礎学力、

　　　　　ライフプランの作成など

参 加 費　無料

応募期限　８月４日（木）

申 込 先　禍プライム

　　　　　緯０９５２（４０）８８１０

　　　　　（９時３０分～１６時）

 　佐賀県立産業技術学院（多久市）

　　　　　緯０９５２（７４）４３３０

 

 

　統計知識の普及と統計の表現技術

の向上を図るため、小中学生・高校

生・大学生および市民の皆さんから、

統計グラフ佐賀県コンクールの作品

を募集します。皆さん奮ってご応募

ください。

　応募用紙規格など詳細については

市内小中学校・市役所企画課に設置

の応募要領をご覧ください。

応募締切　９月２日（金）必着

 　企画課情報統計係

　　　　　緯（６３）２１０１

母子家庭のお母さんへ
就職に役立つ準備講習会

詳しくは

募募 集集
統計グラフコンクール

作 品 募 集

詳しくは

 

　雇用・能力開発機構佐賀センター

では、平成２３年１０月期の受講生を募

集します。詳細はお問い合わせくだ

さい。

対　象　者　雇用保険受給資格者等

入　所　日　１０月４日（火）

時　　間　月～金曜日

　　　　　９時３０分～１５時４０分

訓練期間　６ヵ月

締　　切　９月２日（金）

申 込 先　ハローワーク鹿島

そ の 他　毎月、職業訓練説明会を

　　　　　実施しています。

 　同センター

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

 

 

　市内中学校の吹奏楽部では、恒例

の『サマーコンサート』を開催します。

　皆さん、生徒達のさわやかな演奏

をぜひお楽しみください。（入場無料）

と　　き　８月２１日（日）

　　　　　１３時開場　１３時３０分開演

と　こ　ろ　市民会館大ホール

プログラム

　第１部　コンクールステージ

　第２部　バラエティステージ

　第３部　ポップスステージ

　第４部　合同演奏

 　市教育委員会緯（６３）２１０３

職業訓練
受講生募集

詳しくは

イイベベンントト
市内中学校音楽会

『サマーコンサート』

詳しくは

 

　昭和３７年の大水害の翌年から、市

民が元気になるようにと始まった

「鹿島おどり」。ヤッサ！ヤッサ！

のかけ声で鹿島一声浮立、鹿島小唄、

鹿島節の３曲を踊ります。

と　　き　８月７日（日）～８日（月）

　　　　　１９時３０分～

と　こ　ろ　市中心商店街

－関連イベント－

　煙市内外のお菓子屋協賛による
　　『真夏のスイーツ祭り』

　　と　き　８月７日～８日１７時～（予定）

　　ところ　おどり会場（さくら通り）

　煙『こどもたちのかしまおどり』
　　未来の鹿島おどりを担う、子ど

　　もたちの鹿島おどりを行います。

　　ぜひ応援に来てください。

　　と　き　８月８日（月）

　　　　　　１７時集合１７時３０分スタート

 　同実行委員会事務局　　

　　　　　緯（６２）６０５６

 

テ ー マ　子どもや地域・職場が元

　　　　　気になる学校づくり、ま

　　　　　ちづくりを

と　　き　８月２３日（火）～２４日（水）

と こ ろ　２３日　有田町炎の博記念堂

　　　　　２４日　嬉野市公会堂ほか

参 加 費　２，５００円

主　　催　同講座実行委員会

詳しくは、大会ホームページをご覧く

ださい。http://sajinkyo.p1.bindsite.jp

 

　各種イベント・屋台を用意して、

皆さんのご参加をスタッフ一同心よ

りお待ちしています。

テ　ー　マ　「前進

　　　　　～今こそ一つになるとき！！

　　　　　ここから希望の光を届けよう」

と　　き　８月２７日（土）１６時～

と　こ　ろ　グループホームさくら荘前

　　　　　特設会場

 　志田病院夏祭り実行委員会

　　　　　緯（６３）１２３６

ヤッサ　ヤッサ
第4８回鹿島おどり

詳しくは

第３８回九州地区人権・
同和教育夏期講座

今年もやります!!
志田病院夏祭り

詳しくは

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

情報掲示板　愚　教室・募集・イベント

『ぎゅぎゅっと かしま』ユーストリームでも配信中！

　市の旬の情報をラジオ（エフエム佐賀）でお伝えする情報番組『ぎゅぎゅっ
と　かしま』では、動画共有サービス「ユーストリーム」を活用したライブ
配信を行っています。ぜひご利用ください。県外にお住まいの人も視聴で
きますので、知人や友人、鹿島市出身者などにもぜひお勧めください。
放送日時　毎週火曜日　１２時～１２時５５分

 　市商工観光課観光振興係　緯（６３）３４１２詳しくは

検索ぎゅぎゅっと　かしま
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　鹿島市保健センター

　　　　　　緯（６３）３３７３

詳しくは

　鹿島市国保では、国保に加入している今年度
４０～７４歳になる人を対象に「特定健診」を
実施しています。対象となる人には特定健診受
診券・受診票を４月中旬にお配りしています。
　受診期限は８月３１日ですので、受診されて
いない人は早めに受診しましょう。
　期限を過ぎると受診できなくなりますので、
ご注意ください。
　なお、受診当日は、朝食を抜いて受診してく
ださい。（服薬中の人は主治医の指示に従って
ください。）
健診場所　県内の委託医療機関（詳細は受診票と一緒
　　　　　に送られてきた一覧表をご覧ください。）
自己負担額　１,０００円
持　参　品　「受診券」「受診票」「国保保険証」を持っ
　　　　　て希望する医療機関に行ってください。
※平日に受診できない人は、日曜日検診も実施
　していますので、ご利用ください。
　８月7日（日）　谷口医院（嬉野市・要予約）

鹿島市国保の特定健診鹿島市国保の特定健診はは

8月３8月３１１日まで日まで

　８月１日（月）から８月７日（日）までは、
『はしか予防週間』です。
　下記医療機関で、土曜日に麻しん風しんの予
防接種が受けられます。
　平日に実施している医療機関もあります。
　対象となる人でまだ接種がお済みでない場合
は、ぜひこの機会に受けましょう。
愚土曜日（６日のみ）実施の市内医療機関（要予約）

愚土・日曜日実施の市外医療機関
　直接医療機関にお問い合わせください。

８月４日は『はしかの日８月４日は『はしかの日』』

接種可能な人時間帯医療機関

中学１年生と高校３年生
相当年齢のみ

９時～
１２時３０分

織 田 病 院

すべての対象者
（P.１８参照）

９時～
１２時

田 中 医 院

中学１年生と高校３年生
相当年齢のみ

９時～
１３時

西 岡 内 科
クリニック

すべての対象者
（P.１８参照）

９時～
１２時

峰 松 医 院

年長児・中学１年生・高校３年生
相当年齢のみ

８時～
１１時３０分

森 田 医 院

中学１年生と高校３年生
相当年齢のみ

８時３０分～
１２時３０分

薬師寺医院

中学１年生と高校３年生
相当年齢のみ

９時～
１２時

わ し ざ き
耳鼻咽喉科

　特定健診を受診し、生活改善が必要と判定さ
れた人（動機付け支援・積極的支援）はぜひ、特
定保健指導を受けてください。
　メタボリックシンドロームを放っておくと心
筋梗塞や脳梗塞など大きな病気を引き起こす原
因となります。ご自分のため、ご家族のため生
活改善に取り組みましょう。

特定保健指導を受けましょ特定保健指導を受けましょうう

　たばこは、喫煙者本人だけでなく、たばこを

吸わない周りの人の健康にも影響を及ぼします。

　自分の意思に関係なく、他人のたばこの煙を

吸わされることを「受動喫煙」といい、頭痛や

目、鼻、のどの不調などを引き起こすことがあ

ります。

　また、たばこの煙は、喫煙者が吸い込む煙（主

流煙）よりも、たばこの先端から立ち上がる煙

（副流煙）に有害な物質が多く含まれています。

　たばこを吸わない人が、副流煙を吸わないで

すむように受動喫煙防止にご協力ください。

受動喫煙の防止にご協力くださ受動喫煙の防止にご協力くださいい

　気温や湿度が高いなどの環境条件と、体調が

良くない、暑さに体がまだ慣れていないなどの

個人の体調による影響が組み合わさることによ

り、熱中症の発生が高まります。屋外に限らず、

就寝中など室内にいる時も注意が必要です。

①暑さの感じ方は人によって異なります。自分

　の体調の変化に気をつけ、万全の予防を心が

　けましょう。

　高齢の人は、暑さに対する体の調整機能が低

　下しているので、特に注意が必要です。

②のどの渇きや暑さを感じていなくても、こま

　めに水分補給、温度調整に心がけましょう。

③一人ひとりが周囲の人に気を配り、熱中症予

　防を呼びかけ合うことが大切です。特に、熱

　中症にかかりやすい高齢の人、障害児（者）や

　子どもについては、周囲が協力して注意深く

　見守るようにしましょう。

④節電を意識しすぎるあまり、健康を害すること

　のないようご注意ください。

熱中症に気をつけましょ熱中症に気をつけましょうう
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佐賀保健指導支援ステーション人材登録者募佐賀保健指導支援ステーション人材登録者募集集

　医師、保健師、管理栄養士、保健指導経験看護師など、

特定保健指導業務に従事可能で、かつ従事するために

人材登録を希望する人を募集しています。

人材登録対象者

　①佐賀保健指導支援ステーションが実施した特定保

　　健指導研修（基礎・指導力向上）修了者。

　②それ以外の団体等が実施したメタボリックシンドロー

　　ムに着目した健診・保健指導担当者の資質向上推進事

　　業実施要項（厚生労働省健康局）に定める研修の修了者。

人材登録申込手続き

　人材登録届に必要な事項を記入して郵送し、佐賀保

　健指導支援ステーションへ提出することで登録を申

　し込むことができます。

登録情報の活用に関して

　登録いただいた情報は、佐賀保健指導支援ステーショ

　ンの委員である市町にお送りいたします。

　各市町が登録人材の活用を希望される場合は、本人

　へ直接連絡があります。

　

 　

　〒８４０－０８１５

　佐賀市天神一丁目４番１５号　佐賀県総合保健協会内

　佐賀保健指導支援ステーション（担当：山田、氷室、森永）

　緯０９５２（２５）２３２０

　人材登録届は、ホームページからダウンロードできます。

　http://www2.saganet.ne.jp/saga-shk/

登録申込・問合せ先

対象区月　日対象区月　日

高津原
１０月２８日
（金）

江福・飯田・龍宿浦・嘉瀬浦・音成・

大村方・鮒越・下古枝 ・奥山・竹ノ木庭 

８月１８日
（木）

横田・井手分・末光
１１月４日
（金）

中尾・下古枝・久保山・大宮田尾・

小宮道・東塩屋・西塩屋

８月２２日
（月）

受付時間９時～１０時

希望者　申込み制

１１月６日
（日）

南川・筒口・大殿分・八宿・浜新町・

犬王袋・世間・重ノ木 

８月２３日
（火）

伏原・下浅浦・三部・新籠・常広・

古城・組方・野畠・北舟津・中町

１１月７日
（月）

城内・大手・新町・中牟田・大野・広平
８月２９日
（月）

本町・乙丸・中村・森・土井丸・

井手・母ケ浦・西葉・矢答

１１月２１日
（月）

東町・馬渡・小舟津・山浦開拓・番在開拓
９月５日
（月）

若殿分・新方・湯ノ峰・庄金・南舟津・

貝瀬・土穴・本城・中木庭・川内・山浦・

白鳥尾・平仁田開拓・七開

１１月２９日
（火）

納富分・行成・中浅浦・上浅浦
９月６日
（火）

夜間　受付時間１８時～１９時

希望者　申込み制

１１月２９日
（火）

西牟田・大木庭・東三河内・西三河内・

中川内・早ノ瀬

９月１２日
（月）

 執行分・高津原
１０月１４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で申し

　　　　　込みをした人には受診票を郵送します。

　　　　毅新たに希望する人はご連絡ください。

　　　　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（連絡不要）。

　　　　毅１１月６日（日）および１１月２９日（火）の夜間を希望

　　　　　する人は保健センターへお申し込みください。

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

 　鹿島市保健センター　緯（６３）３３７３詳しくは
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怯予防接種

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などの問合先

保健センター予防係緯（６３）３３７３８月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成２０年１月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票、尿
内　容　身体測定、育児相談、尿検査
　　　　　　　　小児科医の診察、　歯・目・耳の検査

１１日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２２年１月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票
内　容　身体測定、育児相談、歯科診察、
　　　　　　　　小児科医の診察、　フッ化物塗布（希望者のみ）

２５日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２３年４月生まれ
持参品　母子健康手帳
内　容　身体測定、育児相談、
　　　　　　　　小児科医の診察 

２４日（水）

ポリオ以外の予防接種は県内の医療機関での個別接種です。医療機関に直接お申し込みください。

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）

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。

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。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時３０分～１４時１５分　診察開始１４時

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　次の場合は、必ず主治医にご相談の上、お越しください。

　　　　煙１週間以内の発熱

　　　　煙１年以内のけいれん

　　　　煙麻しんや風しん、おたふくかぜ、水痘にかかり、

　　　　　治癒後４週間以内

　　　　煙子どもの体調や予防接種について心配がある場合

　　　　煙下痢をしている時はポリオの予防接種はできません

と　き対　象　地　区

８月３０日（火）能古見地区・浜地区

９月７日（水）大字高津原地区・七浦地区

９月３０日（金）大字納富分地区・大字重ノ木地区

１０月７日（金）古枝地区・北鹿島地区

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１７年４月２日～平成１８年４月１日
　　　　　　　　に生まれた子ども
　　　　第３期：中学１年生
　　　　　　　　（平成１０年４月２日～平成１１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５年４月２日～平成６年４月１日に生まれた人）

子宮頸がん予防ワクチン
接種再開のお知らせ

　現在、下記対象者で接種を希望する人への接種費用の助成

を行っています。

　全国的なワクチンの供給不足のため初回接種はできない

状況でしたが、接種を希望されるすべての対象者への接種が

できるようになりました。

対　象　者　・平成７年４月２日～平成１０年４月１日に

　　　　　　生まれた女子

　　　　　・平成６年４月２日～平成７年４月１日に

　　　　　　生まれた女子で平成２２年度中に接種ができ

　　　　　　なかった人（ただし、平成２３年３月末まで

　　　　　　に接種希望の意思表示をした人）

助成期間　平成２４年３月３１日まで

接種回数　３回（初回接種・初回接種から１カ月後・初回接種から６カ月後）

実施機関　鹿島市・嬉野市・太良町内の指定医療機関

海外へ行く人の麻しん風しん
予防接種のお知らせ

　現在、高校２年生相当年齢の人で、修学旅行や学

校行事としての研修旅行や、私事旅行で海外に行く

人は、渡航前に接種できるようになりました。

※私事旅行の場合および県外高校の修学旅行や学校

　行事としての研修旅行の場合は、保健センターで

　予診票をお渡ししますので事前にご連絡ください。

　なお、県内高校の研修旅行の場合は学校を通じて

　予診票が渡されます。

対　象　者　平成６年４月２日～平成７年４月１日生まれ

　　　　　で海外に行く人

接種期間　平成２４年３月３１日まで

実施機関　県内の医療実施機関

　　　　　※8月6日（土）は１６ページ掲載の医療機関

　　　　　　で接種できます。

　平成１７～２１年度の間に接種機会を逃した人への接

種時期が緩和されました。

　下記の対象者で、接種勧奨の差し控えによって接種

ができていない人は、不足分の接種を受けることがで

きるようになりましたので、母子健康手帳をご確認く

ださい（接種回数：１期３回・２期１回）。

　接種を希望する人は医療機関で接種できます。ご不

明な場合は保健センターまでお問い合わせください。

対　象　者　平成７年６月１日～平成１９年４月１日生まれ

接種期間　２０歳未満まで（２０歳誕生日の前々日まで）

日本脳炎予防接種
対　象　者　１期：３歳～７歳６カ月未満　接種回数３回

　　　　　２期：９歳～１３歳未満　接種回数１回
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母子健康手帳

母

子

怯子育て支援

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

３３・・１１００・・１１７７・２・２４４・３・３１１日日（水（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

※来月は９月６日（火）です。

３３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

３０日（火３０日（火））

場所・問合先　エイブル１階　保健センター　緯（６３）３３７３

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

子育てひろば　会場受付１１時～１５時

ところ子育てひろば名と　き

七浦漁村センターうさぎさん９日（火）

七浦漁村センターぞ　うさん１６日（火）

古 枝 公 民 館ひよこさん２３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

２ヵ月児相２ヵ月児相談談

受付　１３：３０～１３：５０
内容　体重測定・個別相談

対象　２ヵ月児と保護者

１８日（木１８日（木））

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（金）　北　公　園　『楽しいチャプチャプ竃』※暑さ対策を！

１９日（金）　楠　風　館　『ママカフェ♪』

１０日（水）　北　公　園　『チャップン　ご機嫌竃』※暑さ対策を！

２６日（金）　楠　風　館　『ママカフェ♪』

子育てサークル　会場受付９時４５分～１０時

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

　夜間の小児救急医療が毎日行われています。対象年齢は１５歳以下となっています。

　建おくすりノートを持っていきましょう

　診療時間　１９時～２１時

　診療場所　（１）月・木・金・土・日および１月１日～１月３日

　　　　　　　　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　緯０９５４（２２）５５９９

　　　　　　（２）火曜日の小児救急在宅医（８月）

　　　　　　　　※変更になる場合がありますので、受診の際は事前に杵藤地区消防本部救急医療情報案内または

　　　　　　　　　在宅医へ電話で確認してください。

　　　　　　　　　杵藤地区消防本部救急医療情報案内　緯０９５４（２２）４２０７

　　　　　　（３）水曜日　※１月１日～３日を除く

　　　　　　　　鹿島時間外こどもクリニック（高津原・鹿島市休日こどもクリニック内）　緯（６３）１８３８

電　話　番　号所　在　地在　宅　医日　付

０９５４（４３）１１４８嬉野市　嬉野町太田医院２日（火）

（６３）３２７５鹿島市　中牟田織田病院９日（火）

０９５４（４３）９３４１嬉野市　嬉野町野中医院１６日（火）

（６６）３５６８嬉野市　塩田町谷口医院２３日（火）

０９５４（４３）１６５２嬉野市　嬉野町樋口医院３０日（火）

怯夜間の小児救急医療

　診療時間　９時～１７時

　診療場所　鹿島市休日こどもクリニック（高津原）　緯（６３）１８３８

怯休日昼間の小児救急医療

※５日・１０日は北公園ジャブジャブ池で集合・解散。雨天時はエイブルで開催。 ※夏休みのため、場所を変更してます。
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１０月号９月号
９月１日８月４日

１日（月）　祐徳夏まつり　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　祐徳稲荷神社周辺　１２時３０分～
７日（日）　第４５回鹿島市子ども会球技大会　　　　　　
　　　　　　　　　　　　祐徳グラウンドほか　８時～
７（日）～８（月）　第４８回鹿島おどり・・・・・・・・・・［１５ページ参照］
　　　　　　　　　　　　　　中心商店街　１９時３０分～
１３日（土）　くさ市　　　　　　逆川通り　　早朝～
１６日（火）　市消防団夏季訓練　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　祐徳グラウンド　７時３０分～
１９日（金）　鹿島市同和問題講演会・・・・・・［２ページ参照］
　　　　　　　　　　　　　　　　　市民会館　１４時～
２１日（日）　市内中学校音楽会　サマーコンサート・・［１５ページ参照］
　　　　　　　　　　　　　　　市民会館　１３時３０分～
２３（火）～２６（金）　日韓子ども交流事業北鹿島小児童訪韓
　　　　　　　　　　　　　　　　　　大韓民国高興郡
２４（水）～２７（土）　第２７回鹿島ドリームシップ　沖縄県
３１日（水）　琴路神社一番通夜　　　　　琴路神社

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　和室

　２日（火）　１０時～１５時

愚成人健康相談　保健センター

　３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

　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

愚こころの健康相談（臨床心理士　対応）

　１０日（水）　　９時３０分～１２時　福祉会館１階相談室

　要予約　福祉事務所緯（６３）２１１９

愚発達障害児（者）専門相談　市役所５階第７会議室

　２３日（火）　要予約　ＮＰＯ法人　それいゆ　

　　　　　　　　　　　　　　緯０９０（６２９６）７５５０

愚厚生年金・国民年金相談

　市民会館１階サロン（要予約：市民課緯（６３）２１１７）

　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

　３・１７・３１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

（８月分）

６・１３・２０・２７日（土）
７・１４・２１・２８日（日）

市役所
保健センター

１・８・１５・２２・２９日（月）市民図書館

１・８・１５・２２・２９日（月）
生涯学習センター
（エイブル）

２・９・１６・２３・３０日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

荒木建設　　　　　　緯（６５）２１２６
山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
大隈設備　　　　　　緯（６２）１３０２
鹿島設備　　　　　　緯（６３）３２２８
吉牟田水道工事店　　緯（６３）４４９７
池田設備左官工務店　緯（６２）１７３２
中村設備　　　　　　緯（６３）４８４６

　６日（土）
　７日（日）
１３日（土）
１４日（日）
２０日（土）
２１日（日）
２７日（土）
２８日（日）

在宅当番医・当番薬局
受付時間　９時～１７時
建おくすりノートを持っていきましょう

夜　　間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内
　　　　　緯０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は１９ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日

アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８７日（日）

北鹿島薬局田中医院　緯（６３）４０８０１４日（日）

前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０２１日（日）

アルナ浜店薬師寺医院　緯（６３）５２８１２８日（日）


