
写真
第３１回佐賀県消防操法大会

平成２３年７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

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯３＋人１＋世帯１０,６２３人３１,４９７

世帯３＋人５＋世帯　５,２２２人１４,３１６鹿　　島

世帯１－人３－世帯　１,１６２人  ３,８４３能　古　見

世帯２－人６－世帯　　　９８６人  ３,２００古　　枝

世帯２＋人１－世帯　１,０５７人  ３,２２１浜

世帯１＋人１＋世帯　１,２１７人  ３,７０３北　鹿　島

世帯０人５＋世帯　　　９７９人  ３,２１４七　　浦

人５＋人１４,７６７男

人４－人１６,７３０女

～主な内容～
愚特集　敬老の日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２～３
愚平成２２年度鹿島市の決算状況・・・・・・・・・・４～５
愚子どもたちの家庭学習を応援しましょう・・・・・・６
愚情報掲示板ワイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７～１０
愚トピックス　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
愚エイブルに行ってみよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
愚こんなときこのひとこと　ほか・・・・・・・・・・・・・１３
愚今すぐやろう温暖化対策　ほか・・・・・・・・・・・・・１４
愚みんなのあんしん介護保険・・・・・・・・・・・・・・・・１５
愚情報掲示板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６～１９
愚健康・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０～２１
愚９月の子育て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２～２３
愚くらしの情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

　『第３１回佐賀県消防操法大会』が７月３１日に有明佐

賀空港グラウンドで開催され、積載車ポンプ操法の部

に、鹿島市消防団浜町分団が出場しました。

　浜町分団は、６月から７月末まで約２カ月間、鹿島

消防署の指導のもと厳しい訓練に励まれました。

　大会当日は、訓練の成果を十分に発揮し、優勝団に

引けを取らない見事な演技を披露されました。

脅大会出場選手紹介

　指揮者　木下一郎さん　１番員　小森一通さん

　２番員　中島輝明さん　３番員　田中　学さん

№１０１３
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　多年にわたり家族や地域社会に尽くしていただいたお年寄り

を敬愛し、長寿を祝う日として『敬老の日』が定められています。

　この日を契機として、皆さん一人ひとりがさまざまな高齢者

の問題を身近なこととして理解しましょう。

　そして、だれもが生きがいを持ち健康で安心して生活できる

豊かな長寿社会を目指しましょう。

怯敬老行事
　この日を中心に各地区で敬老行事が行われますので、

積極的にご参加ください。

怯関連事業
　県および市では、高齢者の健康と長寿を祝って次の

事業を行います。

潤敬老祝金と敬老祝品の贈呈
　県内・市内に１年以上住所を有する人が対象です。

　［佐賀県］

　　今年度で１００歳になる人に祝品を贈ります。

　［鹿島市］

　　今年度で８８歳になる人と１００歳以上の人に祝金を贈

　　ります。

 　保険健康課長寿社会係　緯（６３）２１２０詳しくは

　 敬 老 行 事 の 場 所 と 日 程　

区ごとに開催鹿　島

区ごとに開催能古見

９/１９　１０時～祐徳稲荷神社参集殿古　枝

９/１９　１０時～臥竜ヶ岡体育館浜

９/１９　１０時～北鹿島体育館北鹿島

９/１９　１０時～七浦海浜スポーツ公園七　浦

みんなで祝いましょう

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

怯第４１回鹿島市老人クラブ大会

と　き　９月１６日（金）　９時～１５時

ところ　鹿島市民会館大ホール

内　容　式典および講演　９時～１２時

　　　　演芸交流会　　　１３時～１５時

　　　　特別出演

　　　　佐賀県警察音楽隊による

　　　　音楽のつどい　　１４時３０分～

怯 趣味の作品展

と　き　９月１６日（金）

ところ　鹿島市民会館ホワイエ

応募資格　市内在住の６０歳以上の人

　　　　　（グループ出品もできます）

応募部門　絵画・写真・工芸・手芸・彫刻等

応募期限　９月９日（金）

　　　　※土・日を除く

怯 スポーツ大会

と　き　１０月６日（木）※雨天順延

　　　　　　８時３０分～１２時３０分

ところ　中川公園グラウンド

すこやか長寿祭

 　鹿島市老人クラブ連合会事務局
　　　　　緯（６２）３３９０
詳しくは

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

この憲章を定めます。

　一、高齢者を尊敬し、みんなでささえあうまちをつくりましょう。

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

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

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

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

高齢者福祉サービスの紹介
高齢者福祉に関する相談・問合せ先

　市保険健康課長寿社会係　緯（６３）２１２０

　地域包括支援センター　　緯（６３）２１６０

鹿島市高齢者憲章　平成１８年３月制定

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

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

外出支援サービス

車イスや補助具を使用している人で、

指定された遠隔地域の人に市内の通

院や公共施設への外出を車イス搬送

用の車でお手伝いします。

軽度生活援助

ひとり暮らしの高齢者、または高齢

者のみの世帯で、生活面で援助の必

要な人に、調理・洗濯・掃除などを

お手伝いします。

食生活改善事業（会食）

ひとり暮らしの高齢者が月１回公民

館等に集まり一緒に食事を作って食

べ、食生活を改善します。

グループリビング

近くに身寄りがなく、自立した高齢

者の人で、一人で生活するのが不安

な人。共同で助け合いながら生活し

てみませんか？

配食サービス

ひとり暮らしの高齢者、または高齢

者のみの世帯で調理のできない人、

健康管理の必要な人に栄養のバラン

スのとれた食事をお届けします。

グループリビングショートステイ

ひとりで家にいるのが不安な人や家

族が不在の時、グループリビングの

空き部屋に短期間の宿泊ができます。

支援が必要な人へ

生活へのお手伝い

生きがいデイサービス

レクリエーション、健康チェック、

入浴、昼食などで楽しい１日を過ご

せます。

陶芸教室

陶芸を通じて仲間づくり。

シルバー人材センターでの活動

様々な経験を生かして働くことによ

り生きがいを見つけてみませんか。

老人クラブ活動

生きがいと健康づくりによる元気な

高齢者づくりに取り組んでいます。元気な人へ

 生きがいづくり、

 介護予防への支援

紙オムツ支給

在宅で常時失禁状態にある高齢者の

人に対し、所得に応じて紙オムツを

支給しています。

高齢者位置検索システム

徘徊行動がみられる高齢者を介護し

ている家族に、高齢者位置検索シス

テム利用時の初期費用を助成します。

介護が必要な人へ

　　　　お手伝い

愛の一声ネットワーク

ひとり暮らしの高齢者の人を中心に

ネットワークをつくり、一日一回の

見守りを行います。

緊急通報設置

ひとり暮らしの人に緊急通報装置を

取り付け近隣の人による見守りを行

います。

その他の

　　サービス
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決算収支歳出歳入会計区分

４億１,１５５万円１２８億５,１５２万円　１３２億６,３０７万円一般会計（地方財政状況調査）

１３７万円９億３,４９５万円　　　９億３,６３２万円公共下水道事業

特
別
会
計

７４万円２５万円　　　　　　　９９万円谷田工場団地造成・分譲事業

５,１２０万円４０億２,８７７万円　　４０億７,９９７万円国民健康保険

０万円　１５２万円　　　　　　１５２万円老人保健

７３万円３億３,７８０万円　　　３億３,８５３万円後期高齢者医療

　平成２２年度の各会計の決算状況は、平成２２年度末に廃止された老人保健特別会計を除くすべての会計で黒字決

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

で決算認定（適否）の採決が行われます。　　　　　　　　　　　　 　財政課財政係　緯（６３）２１１４詳しくは

怯一般会計決算の状況（構成）

怯指標でみる財政事情

２１年度２２年度主な指標と説明

９２.４％８７.６％

市税や普通交付税など毎年入ってくる財源がどのくらい自由に使えるかの
指標で、財政構造の弾力性（余裕）を示し、低いほど余裕があります。
経済・雇用対策による物件費の増、子ども手当支給による扶助費の増など
があったものの、公債費や補助金負担金等が減少したことにより４．８ポイ
ントの改善となりました。

経常収支比率

０.４４１

　　　％

０.４２６

　　　％

市町村の財政力（自前で調達できる財源）を示す指標で、１．０００に近いほど財

政に余裕があります。

鹿島市の税収は堅調で一定水準を確保しているので、さらに自主財源の充

実を目指します。

財 政 力 指 数

１０.３％　８.８％

市町村の標準的な一般財源の規模を「標準財政規模」といい、これに対す

る公債費の割合で、現在の借金額が妥当か判断する数値。

公債費のピークであった平成１８年度以降は着実に減少しており、今決算で

は１．５ポイントの改善となりました。

起債制限比率

１５.８％１３.３％

起債制限比率に公共下水道など公営企業や衛生施設組合など一部事務組合
を含めたもの。１８％以上の団体は地方債の借入に適正化計画の策定と県知
事の許可が必要となり、２５％以上になると借入が制限されます。
今決算では２．５ポイントの改善となり、今後もゆるやかに減少していくも
のと想定しています。

実質公債費比率

怯決算の概要

平成２２年度　鹿島市の決算状況
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　鹿島市一般会計では、行財政改革の成果もあり、平

成１２年度以降、財政調整基金（貯金）の取崩しをするこ

となく財政運営を行っています。

　また、平成１２年度のピーク時には１３８億円あった市

債（借入金）残高は、平成２３年度末で８９億円に減少する

見込みです。返済金の金額を国からの交付金で 賄 える
まかな

「臨時財政対策債」を除けば、実質５３億円の市債（借

入金）残高になると見込んでいます。

　平成２２年度の歳入全体としては、国の経済対策とし

て実施された各種交付金事業の増加により、前年比

１．１％の増となったものの、税収については長引く世

界的な不況の影響を受け、前年比０．６％の減となり、自

主財源の確保が厳しくなっている現状にあって、地方

交付税（国の交付金）や国県の補助金などに依存する形

になっています。

　また、震災の影響により、当面は地方交付税や国県

の補助金などについても大幅な増加は見込めず、引き

続き厳しい財政運営を行っていく必要があると予想さ

れます。

　歳出面では、少子高齢化対策、道路整備、公共下水

道事業などの都市基盤整備、さらに基幹産業である農

林水産業の活性化対策、学校施設の改修などで、今後

も引き続き財政需要の増加が見込まれるなか、事業の

優先度を検証し、さらなる財政の健全化を図っていく

必要があります。

怯平成２２年度の主な目的別予算配分（決算額、構成比）

怯財政の現状と今後の展望

学校教育・

生涯学習

１４億８,２９０万円

１２％

商工観光・

雇用対策

 ５億７,６９８万円

４％

土木・建設・

災害復旧

９億９,１５９万円

８％

農林水産業

の振興

７億７,１２９万円

６％

議会・総務・

消防

２６億３,４７４万円

２１％

福祉・衛生

５１億５,１０８万円

４０％
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　平成２３年３月に実施された県立高校入試では、西部中、東部中の受験者の平均点は、県内でもかなり上位にあり

ました。これは、小・中学校での細やかな指導の積み重ねが成果として現れたものと思われます。しかし、さらに

活用面も含めた学力を向上させるためには、家庭学習の充実の必要性が下記調査から見えてきました。

（１）学校の授業以外に、普段（月～金曜日）、１日あたりどれくらいの時間、勉強しますか？

（２）（１）の内、宿題とは別の勉強をする時間は、どれくらいですか？

子どもたちの家庭での学習を応援しましょう！！
～お子さんの生活リズムに家庭学習を！～

家庭学習状況調査結果《平成２３年度１学期実施》から

《鹿島市の子どもたちは》

　　小学６年生では、１時間以上学習している児童は、全国とほ

　ぼ同じで５４％でした。また、９８％の児童は短時間でも家庭学習

　をしていると答えています。

　　中学３年生では、２時間以上学習している生徒は、２５．８％で

　全国平均３５．７％とくらべると１０％ほど低い割合となっています。

《鹿島市の子どもたちは》

　　小学校６年生では、「宿題とは別の勉強はまったくしない」

　児童が３５．１％、中学３年生では１８．６％おり、「３０分より少な　

　い」を含めると、小学６年生では、７３．７％、中学３年生では、

　４３．８％となっており、宿題さえ終われば安心という傾向がある

　ようです。

　　しかし、基礎学力の定着、活用力を伸ばすためには、宿題以

　外にも主体的な学習が必要と考えられます。

①毎日、いつもの時間にいつもの場所で学

　習する。

②集中して勉強する。

③机の上をきれいに整とんして姿勢よく勉

　強する。

◎家庭学習のポイント

（３）家庭で時間を決めて勉強することができていますか？

《鹿島市の子どもたちは》

　　時間を決めて勉強している子どもは小学６年生で約５割、中

　学３年生で約３割で、計画的に学習している児童生徒は少ない

　ようです。このことが改善すると学力向上のきっかけになると

　思われます。

　　〈小学校〉低学年：３０分

　　　　　　　　中学年：４５～６０分

　　　　　　　　高学年：６０～９０分

　　〈中学校〉１・２年：２時間

　　　　　　　　　３年：３時間

◎家庭学習の目標時間

　今日から２学期がスタートしましたが、子どもたちは、ゆったりとした夏休みの生活から、抜け出せていますか？

　新たなことが始まる節目は、生活のリズムを見直し、改善する最良のタイミングです。特に、最初の１週間に重

点的に取り組むと効果が出やすいです。

　そのためには、家庭学習を始める時刻を決めるのがポイントです。曜日によって違ってかまいません。ぜひ、ご

家庭でお子さんが机に向かう時刻を決め、テレビを消すなど、お子さんの毎日の取組のサポートをお願いします。

いつもの時刻にいつもの場所で集中して家庭学習！

 　鹿島市学力向上推進委員会（教育総務課内）　緯（６３）２１０３詳しくは

○お子さんが家庭学習をがんばっているとき、その努力を認めてほめてあげてください。

○「宿題終わった？」という問いかけだけでなく、時には側に寄り添って、学習に関わっていただくと子ども

　たちの意欲につながります。

◎お子さんへのサポート
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情報掲示板ワイド

　２０１１年５月２０日に株式会社悠香より、｢旧茶のしず

く石鹸」（２０１０年１２月７日以前の販売分）について、使

用の中止と交換または返品の対応に関するお知らせが

出されています。

　県内でも、石鹸使用により小麦アレルギーを発症し

たという相談や症例があがっています。（石鹸に含ま

れる小麦由来成分により、小麦を含む食事の後に運動

した際、全身性のアレルギーを発症するリスクが高い

可能性があります。）

　石鹸の目・鼻などの粘膜部分への使用をさけるとと

もに、使用中または使用後に、まぶたのはれ、息苦し

さ、じんましん、しっしん、顔や体のはれ・赤み、腹

痛などの症状が現れた場合は、石鹸が原因の可能性も

あるので、使用を控え、速やかに医師に相談しましょ

う。

問題点

　胸相談件数が自主回収公表以降、激増している。

　胸きわめて重篤なアレルギー（アナフィラキシー反

　　応など）を発症した人もいる。

　胸アレルギーがなかった人が、突然小麦アレルギー

　　を発症している。

　胸小麦製品を食べられなくなり、生活に支障をきた

　　している人もいる。

アドバイス

　噛「旧茶のしずく石鹸」を使用している人は、すぐ

　　に使用を中止する。

　噛石鹸などの使用で、体調の異常を感じた人は、速

　　やかに病院を受診する。

　噛アレルギー症状のある人は、担当医の指示に従い、

　　自己判断で治療をやめないこと。

 　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

「旧　茶のしずく石鹸」（２０１０年１２月７日以前販売分）
による危害にご注意！

お
知
ら
せ

市民便利帳を全世帯に無料配布します
お
知
ら
せ

　市では、このたび、市内の各団体および事業者の皆さんのご協力によ

り「市民便利帳」を作成しました。

　前半は「鹿島再発見」と題して観光情報などの地域資源を紹介、後半

は市役所での手続きなどを紹介する「行政ガイド」で構成し、Ａ４判約

１００ページの冊子となります。

　９月中に嘱託員（区長）を通じて各世帯に配布しますので、ご家庭の身

近なところに置いていただき、暮らしのパートナーとしてご活用くださ

い。

 　企画課情報統計係　緯（６３）２１０１詳しくは

鹿島市国民健康保険の
医療費通知方法を変更します

お
知
ら
せ

　鹿島市国民健康保険被保険者の医療費について、例

年９月に１年間分を、嘱託員（区長）を通じお知らせし

ておりましたが、２カ月ごとに郵送でお届けするよう

に変更します。

　当面は移行期間として、右表の予定でお知らせしま

す。

 　保険健康課国保係　緯（６３）２１２０詳しくは

お知らせする診療月医療費通知送付年月

平成２２年３月～平成２３年２月平成２３年９月

平成２３年３月　　　　　　　平成２３年１０月

平成２３年４月～平成２３年５月平成２３年１１月

平成２３年６月～平成２３年７月平成２３年１２月

平成２３年８月～平成２３年９月平成２４年１月

平成２３年１０月～平成２３年１１月平成２４年３月
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情報掲示板ワイド

詳細の問合せ先業務内容雇用期間募集人員事　業　名

教育総務課

緯（６３）２１０３

教育や福祉の知識や経験を活用した、児童生徒への支援

６カ月以内

２人スクールソーシャルワーカー活用事業

特別の支援を要する児童生徒に対する支援４人特別支援教育等支援員事業

教員の補助、児童生徒への支援１人学習支援員事業

恭市が直接雇用する事業（雇用予定１０月～）

　就業を希望する人は、総務課または市のホームページ『各種案内・募集』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せ先、ま

たはハローワーク緯（６２）４１６８にお問い合わせください。

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

募
　
　
集

恭市の委託先が雇用する事業（雇用予定１１月～）

　就業を希望する人は、ハローワークに申し込んでください。

詳細の問合せ先業務内容雇用期間募集人員事　業　名

珂ネット鹿島
緯（６３）１８６２

観光・イベントなどの情報番組を作成し、市内外へ発信する５カ月以内２人鹿島市観光情報発信番組作成事業

　９月２１日（水）から３０日（金）までの１０日間、全国一斉

に「秋の交通安全県民運動」が実施されます。

　ドライバーの皆さん、交通事故の多くは交差点で起

きています。交差点を通過する時は、歩行者・自転車

などに十分注意し、安全を確かめましょう。

　人優先の「思いやり運転」を心がけ、子どもや高齢

者を交通事故から守りましょう。

自転車運転中の携帯電話使用等が禁止されます

　自転車を運転するときに、携帯電話を使用したり、

携帯電話や携帯ゲーム機などの画像を見ることが禁止

されます。（罰則：５万円以下の罰金）

平成２３年９月１日から施行

 　総務課消防交通係　緯（６３）２１１３詳しくは

秋の交通安全県民運動
～　守ろう交通ルール　高めよう交通マナー　～

お
知
ら
せ

９月１０日は『下水道の日』
お
知
ら
せ

怯下水道の日とは？

　下水道の全国的な普及を図るため、１９６１年に『全国

下水道促進デー』として始まりました。

　９月１０日に定められたのは、下水道の大きな役割の

ひとつである『雨水の排除』を念頭に台風シーズンで

あるこの時期が適当であるとされたことによります。

　鹿島市も雨水路や雨水ポンプ場を整備しています。

怯もう一つの下水道の役割

　海や川の汚染原因の７０％は家庭の台所、洗濯、入浴

などの生活排水だといわれています。下水道は、トイ

レだけでなく、これらの排水も下水道管を通して集め、

浄化センターできれいにして海へ流しています。

怯下水道はくらしと環境を守ります

　毅生活環境が改善されます

　　覚悪臭やハエなどの発生を防ぎます。溝掃除も楽

　　　になります。

　毅水洗トイレが使えます

　　覚掃除などのお手入れが簡単で、子どもやお年寄

　　　りも安心して使えます。

　毅川や海がきれいになります

　鹿島市の将来に美しい自然を残すためにも、ぜひ下

水道への接続をお願いします。

　また、排水設備の工事につきましては、市の指定工

事店へお問い合わせください。　

 　環境下水道課下水道係　緯（６３）３４１６詳しくは
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　「救急の日」は、救急業務および救急医療に対して住

民の理解と認識を深めていただくことなどを目的に昭

和５７年に定められました。

　以来、毎年９月９日を「救急の日」とし、この日を含

む１週間を「救急医療週間」として、全国各地でさまざ

まな行事が実施されます。

「助けたい」思いは一つ。つなげよう、救命リレー

　心肺停止状態の人を助けるには、迅速な「救命リ

レー」が不可欠です。

　「助けたい」思いから、救命リレーによって一命を取

り留めた人は少なくありません。あなたも「いざ」と

いうときのために、救命講習を受けましょう。

　あなたの行動で大切な命が救えます。

　応急手当やＡＥＤの使い方について講習会を行って

います。

 　鹿島消防署救急係　緯（６３）１１１９詳しくは

９月９日は『救急の日』
－９月４日（日）から１０日（土）までは『救急医療週間』です－

お
知
ら
せ

献血だからこそ

　支えられる尊い生命があります！
　救急医療週間の行事の一環として、献血車による

献血が実施されます。皆さんぜひご協力ください。

　と　き　９月９日（金）　９時～１３時

　ところ　鹿島消防署内駐車場

　警察では、警察相談専用電話の「＃９１１０」番に

ちなんで、毎年９月１１日を「警察相談の日」としてい

ます。相談は、警察本部の警察相談室のほか、各警察

署でも受け付けています。

＃９１１０とは？

　不審な電話やメールが来た、身近なトラブルで相談

があるなどという方のために２４時間相談可能な相談専

用ダイヤル「＃９１１０」番を設置しています。

　電話回線が「ダイヤル式」「一部のＩＰ電話」からは、

「０９５２（２６）９１１０」番におかけください。

　プライバシーや個人情報の保護などには十分配慮し

ておりますので、遠慮なくご相談ください。

 　鹿島警察署　緯（６３）１１１１詳しくは

９月１１日は『警察相談の日』
お
知
ら
せ

情報掲示板ワイド

　通院中の人が、病院受診のときに、特定健診と同じ

検査を無料で受けることができるヘルスサポート事業

が始まります。希望者は、ヘルスサポート実施医療機

関に申し出てください。

対　象　者　鹿島市国保特定健診対象者で通院中の人

　　　　　（特定健診を受診された人、人間ドック・

　　　　　脳ドックの市からの助成を受けられた人は

　　　　　ヘルスサポートを受けられません）

自己負担　特定健診分は無料

　　　　　ただし、通常の診療代はかかります

期　　間　９月１日（木）～１２月２４日（土）

必要なもの　国保被保険者証・特定健診受診券・特定健

　　　　　診受診票

実施医療機関　市内医療機関と谷口医院（嬉野市）

　　　　　（詳細は、特定健診受診券・受診票をお送り

　　　　　した時や、未受診者通知に同封しています）

 　保健センター国保係

　　　　　緯（６３）３３７３

詳しくは

鹿島市国民健康保険　特定健診

ヘルスサポート事業が始まります

お
知
ら
せ



10 Ｈ２３(２０１１).９.１　広報かしま

と　　き　９月１１日（日）１２時３０分～１６時

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社

　　　　　※雨天時祐徳稲荷神社参集殿

主　　催　同実行委員会

 　市観光協会緯（６２）３９４２

　　　　　市商工観光課緯（６３）３４１２

出演演目

　１２時　　誕生院保育園よさこい

　　　　　おとなり保育園むつみ太鼓

　　　　　琴路神社の獅子舞

　　　　　野畠面浮立

　　　　　若殿分鉦浮立

　　　　　中村獅子舞

　１４時頃　アトラクション

　　　　　西塩屋面浮立

　　　　　祐徳の舞

　　　　　長浜獅子舞

　　　　　上古枝面浮立

　１５時４０分頃　日向ひょっとこ踊り

詳しくは

出演団体

　誕生院保育園

　おとなり保育園

　南川獅子舞保存会

　野畠面浮立保存会

　若殿分鉦浮立保存会

　中村区

　鹿島日本舞踊協会

　西塩屋面浮立保存会

　祐徳稲荷神社

　長浜獅子舞保存会

　上古枝面浮立保存会

　橘ひょっとこ踊り保存会

同日開催七浦秋祭り奉納面浮立
　　　　　（神事開始時間）

　　潤戸口神社（飯田）　８時～

　　潤鎮守神社（母ヶ浦）９時～

　　潤天子神社（音成）　１０時３０分～

　※時間は変更になる場合があります。

※出演演目と出演時間は

　　　変更になる場合があります。

第１４回　かしま伝承芸能フェスティバル　開催
イ
ベ
ン
ト

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

お
知
ら
せ

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

家族や仲間の変化に気づき、声をかける

不眠・身体の不調・欠勤・酒量の増加など悩みを抱え

ている人が発するサインに気づき、「眠れてますか？」

など、自分にできる声かけをしてみましょう。

本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける

悩みを話してくれたら、時間をかけて、できる限り傾

聴しましょう。本人の気持ちを尊重し、共感した上で、

相手を大切に思う自分の気持ちを伝えましょう。

早めに専門家に相談するよう促す

悩みや問題はさまざまです。相談を受けた側も、一人

では抱え込まず、プライバシーに配慮した上で、医療

機関・公的機関等の専門家への相談につなげましょう。

温かく寄り添いながら、じっくりと見守る

身体や心の健康状態について自然な雰囲気で声をかけ

て、あせらずに優しく寄り添いながら見守りましょう。

まずは相談を！心の悩み・不安の電話相談

　佐賀いのちの電話　　　　緯０９５２（３４）４３４３（２４時間　年中無休）

　自殺予防いのちの電話　　緯０１２０（７３８）５５６（毎月１０日８時～翌日８時）

　佐賀県自殺予防夜間相談　緯０１２０（４００）３３７（毎日１時～７時）

　自死遺族相談電話　　　　緯０９０（７９２８）４１８６（水曜日１１時～１６時）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　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
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１７年目の海の森下刈作業

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
優勝報告

　５月３１日から７月１９日にか

けて、ミニバレーボールリーグ

（同実行委員会主催）が８チー

ムの参加で開催されました。

　各チームとも日頃の練習の

成果を発揮して熱戦が繰り広

げられ、好試合の連続でした。

　結果、納富分チームが、唯一

の無敗で優勝を果たしました。

納富分が優勝

鹿島市ミニバレーボールリーグ

　 豊饒 の海を取り戻そうと、河川の上流
ほうじょう

部に広葉樹を植栽する『海の森植林事

業』の下刈作業が７月３０日、飯田矢答国

有林で開催され、漁協者・市民・団体参

加者など２１０人が参加しました。

　参加者は事業の概要や作業の説明を受

けた後、２ヘクタールの下刈作業を１時

間かけて行いました。

　毎年夏季に下刈作業、３月中旬に植林

作業を継続して行うことで、森林の保水力の向上や海へ流れる水質の浄化という

目的以上に、山・川・海の環境保全に対する意識の向上と林業・漁業への関心が

図られてきているのではないかと考えます。

夏の風物詩

８月１日　祐徳夏まつり

８月７日～８日　鹿島おどり

　８月１６日に古枝林業体育館・祐徳稲荷

神社駐車場において、鹿島市消防団夏季

訓練が開催されました。

　この訓練は、旺盛なる消防精神を練成

し、規律を正し、一致団結した行動を確

認し、防災に対するさまざまな要求に対

応しうる消防団づくりを目的に毎年開催

されています。

　あいにくの雨となり、規模を縮小して

開催されましたが、４４３人の団員が真剣なまなざしで訓練に取り組んでいました。

鹿島市消防団夏季訓練

　８月２１日に恒例の市内中学校音楽会

「第２１回サマーコンサート」が、市民会

館大ホールで開催されました。

　西部中学校６６人、東部中学校４４人の部

員と保護者が一丸となって作り上げたコ

ンサートで、中でも、７月に行われた佐

賀県吹奏楽コンクールで演奏した曲は、

積み重ねた練習の成果が表れ、すばらし

い音色でした。

　各校のポップスステージでは、子どもたちや保護者のダンスもあり盛り上がり

ました。また、両校合同で「負けないで」を演奏し、東日本大震災の被災者に向

けてメッセージを送るとともに、募金活動も行いました。

　最後は、両校合同で鹿島市民の歌の演奏と合唱を行い、心地よいひとときを締

めくくりました。

中学校サマーコンサート
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恭特別整理期間およびシステム更新のため、市民図書館を休館します
　この期間中にシステム更新、蔵書点検や書架の整理、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。この期間の返却本は、

本のポスト（正面玄関に向かって右側）に入れてください。

　なお、ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオ・雑誌は破損の恐れがありますので、１０

月１日（土）以降に直接カウンターへお返しください。

　長期の休館で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。

恭ホームページの閲覧を停止します
　ホームページを新しくするため期間中は閲覧を停止します。
　１０月１日には新しいホームページとなり、新しいサービスもはじま
りますので、どうぞご期待ください。
 　鹿島市民図書館　緯（６３）４３４３詳しくは

９月１５日（木）～３０日（金）の

休館・ＨＰ閲覧停止のおしらせ
市　民
図書館 『 藤家博美 陶展』

ふ じ い え ひ ろ み
床　の　間
コーナー

　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
じながら作品作りに意欲
的に取り組む藤家博美さ
んの作品を、引き続き紹
介します（作品入れ替え
ました）。
　作品の制作過程も展示
していますので、ご覧く
ださい。
展　　示　９月３０日（金）まで
 　かしま市民立楽修大学　緯（６３）２１３８詳しくは

エイブル倶楽部　募集中講座のお知らせ

エイブルからのお知らせなど

に行ってみよう

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

　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

　「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・軽食・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　全席自由

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

第５回えいぶる事業
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

第６回えいぶる事業
ズーラシアンブラス＆ 弦 うさぎ

つる

音楽の絵本コンサート
親子で楽しめる動物たちの
クラシックコンサート。　

と　　き　１０月１０日（祝）　１４時開演
と　こ　ろ　エイブルホール　全席自由
入　場　料　一　般　２，０００円
　中学・高校生　１，５００円　小学生以下　１，０００円
　楽修大学生はそれぞれ５００円引き
　幼児は保護者膝の上での鑑賞無料

講　師　福田　高子　さん

と　き　１０月１日～平成２４年５月１２日

　　　　土曜日１０時～１２時

ところ　エイブル２階　音楽スタジオ

楽しいペン字教室② 【定員２５人】
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　 金 　 慶淑 　さん
キム キョンスク

と　き　１０月９・２３日（日）

　　　　（いずれか１回限り）１０時～１３時
材料費　８００円

韓国料理教室

～プルコギとナムル～ 【定員２０人】

講　師　福田　雅子　さん

と　き　１０月８日（土）１０時～１３時
材料費　５００円

季節のテーブルコーディネート講座

～食卓に彩りを～　【定員２０人】

〈公開講座〉
受講料　楽大生　　　５００円
　　　　一　般　１，０００円
ところ　エイブル２階　調理実習室

　①入門編（午前）

　②年賀状作り（午後）

　③Excel入門編（夜間）

　詳細は次号をご覧ください。

パソコン教室　１１月開講予定（全４回コース）

オブジェ「虫のアリア」

講　師　高橋　 伽宗 　さん
かしゅう

と　き　１０月５日～平成２４年３月１４日

　　　　水曜日１０時～１２時

ところ　エイブル２階　音楽スタジオ

詩吟教室（ 神伽流 ） 【定員２０人】
しんかりゅう
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“Have a good time” 

今月のキーフレーズ

№６９

（ジョッシュ）　やあ、ジェイク。どこへ行ってるの？

（ジェイク）　コンサートへ行ってるよ。

（ジョッシュ）　いいなあ！楽しんでね！

（ジェイク）　オッケー。ありがとう。

Josh:
Jake:
Josh:
Jake:

Hey, Jake. Where are you going?
I'm heading to a concert.
Nice! Have a good time!
Okay. I will.

　この表現は、楽しく過ごす、相手に楽しく過ごしてね

　という意味で使われます。

（ロイス）　昨日の夜、楽しく過ごした？

（クラーク）　ああ。パーティーすごかったよ。

（ロイス）　それは良かったね。

（クラーク）　ありがとう。

Lois:
Clark:
Lois:
Clark:

Did you have a good time last night?
Yeah. The party was great.
I'm glad.
Thanks.

　能古見小学校では、昨年度から学

校と地域との合同運動会「能古見ふ

れあい大運動会」を始めました。

　学校が小規模校化し児童数がどん

どん減ってきたこと、地域も子ども

や若い人の数が減り行事の盛り上が

りに欠けてきたこと、子どもたちが

地域のよさを知り多くの人とコミュ

ニケーションを深める必要があるこ

となどの理由で、何回も準備委員

会・実行委員会を重ね、ようやく開

催の運びとなりました。

　子どもたちは、多くの保護者・地

域の人の声援を受け、自分の力を精

一杯発揮しましたし、大人の人も、

子どもたちに負けまいと精一杯の走

りや演技を見せていただきました。

　小さな子どもからお年寄りまで地

域の人みんなが集う、とても楽しい

一日になったと思っています。

＜保護者の感想＞

・合同運動会は大成功だったと思い

　ます。地域の人たちに子どもたち

　のがんばりが伝わったと思うし、

　子どもたちにも大人が一生懸命に

　なっている姿を見せられたと思い

　ます。

・地域の人たちともふれあいができ

　て大変よかったと思っています。

　顔は知っているけど話したことが

　ない人とも仲良くできました。

　今年度は１０月９日に実施します。

秋の気候のいい時期で、昨年以上に

和気あいあいとした、楽しく思い出

に残る運動会になることでしょう。

ふれあい大運動会

寓昨年度の運動会の様子

能古見小学校

校学 だ よ り

No.１７２

ドノヴァン先生

こんなときこのひとこと、学校だより
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　アンデルセンで有名なデンマー

クは、世界屈指の福祉国家といわ

れています。高齢者個人の歴史や

思い出を大切にして、老いても自

分の生き方を自分で決め周囲もそ

れを尊重する高齢者福祉のシステ

ムが構築されています。

　デンマークのその人らしく生き

ることを支援する「社会サービ

ス」と、高齢者を支える家族を尊

重し最後まで共に歩む地域社会の

存在は、たとえ国が違っても、人

が幸せに生きる権利として私たち

も学ぶところがあるのではないで

しょうか。

　日本は、平均寿命の大幅な伸び

や少子化などで、人口の５人に１

人、私たちが住む鹿島市はさらに

高齢化が進んで、４人に１人が６５

歳以上の高齢者となってきました。

　社会の高齢化は近い将来の鹿島

市にとって最も大きな課題となる

でしょう。

　しかし、私たちはややもすると、

「高齢者福祉イコール介護」「高

齢者の割合の増加がそれを支える

若い世代や社会全体の負担の増加

につながる」というような発想だ

けに陥ってはいないでしょうか。

　豊かな知識と経験を基にまだ社

会で働きたい、地域の人たちと交

流したい、趣味を生かして楽しみ

たいと様々な願いや思いを持って

生活している人も少なくありませ

ん。

　人は誰でも老いていくものです。

　高齢になり、たとえ体が不自由

になっても、豊かな心で生きがい

や喜びを感じて暮らせる社会の実

現が望まれます。

　高齢者にとって本当に幸せな生

き方とは何かを理解し、それをど

のようにサポートするかを考える

ことが、今求められていることで

はないでしょうか。

高齢者にとって

本当に幸せな生き方とは
ご意見等をお寄せください　同和対策課緯（６３）２１２６

今今すすぐぐややろろうう温温暖暖化化対対策策

　テレビや新聞、ラジオで「でんき予報」を見聞きされたことがあると思います。当日や翌日の電力の需要と供給

の予測を時間帯別に伝え、電力需要の30％を占める家庭の節電の意識を促す電気に関する情報です。

 　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６詳しくは

　家庭では、エアコン、冷蔵庫、照明、テレビに多くの電気が使われています。

　家庭での朝晩の電力使用を抑える効果的な節電対策をご紹介します。これは、「がまんをせず、継続的に取り組め

る」ことや「高い費用負担をせずに取り組める」ことに配慮してあります。節電をこの時期だけの特別なものとし

てだけでなく、将来につながる取り組みとして、温暖化防止に向けた持続的な省エネ活動のきっかけにしていきま

しょう。

家庭ですぐできる節電

でんき予報を利用しましょう

対　策分　野対　策分　野

白熱電球を電球型蛍光灯やＬＥＤ電球に交換する
照　明

窓に空気層のある断熱シートを貼る（もしくは内窓を設置する）
遮熱・

断熱等
照明を使う時間を可能なかぎり短くする部屋の外によしず・すだれを設置する

テレビを見る時間を少なくする（つけっぱなしにせず、見る番組を絞るなど）
テレビ

お風呂の残り湯で朝夕に打ち水をする

テレビの画面を明るすぎないように調整する扇風機・うちわなどを活用する

冷　房

電気ポットの保温をやめる保　温冷房の温度設定を２８℃にする

炊飯ジャーの保温をやめる調　理冷房時にカーテン・ブラインドを閉める

冷蔵庫を壁から適切な距離を離し、周りや上にものを置かない

冷　蔵

冷房時に家族が一緒の部屋で過ごす

冷蔵庫の温度設定を強から中にするエアコンのフィルターを掃除する（月２回程度）

冷蔵庫を整理し、開ける時間を短くする冷房を使う時間をできるだけ短くする（就寝前1時間はオフなど）

衣類乾燥機や洗濯機の乾燥機能を使わない乾　燥冷房時に部屋のドアやふすまを閉め、冷房範囲を小さくする

電気機器は使い終わったらプラグを抜くか電源タップを切り、待機電力を減らす待機電力

　【出典】全国地球温暖化防止活動推進センター
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認知症の予防について
～正しい知識が予防・対応の第一歩～

　認知症は脳の病気であり、誰にとっても身近な病気です。誤解や偏見をなくし、早期

発見・対応につなげることが、認知症になってしまったときに、本人、そして周囲の人

たちにとってよい結果を生みます。認知症について理解を深め、認知症になっても安心

して生活できる社会を築いていきましょう。

　認知症の初期は、同じ話を無意識に繰り返したり、それまでできていた事ができなくなるなど、日常生活の

ちょっとした変化からあらわれることが多いため、「少し変だな」「以前の様子と違う」といった気になる行動が

みられたら、認知症を疑ってみましょう。

介　護　保　険

認知症は大きく分けて「アルツハイマー型認知症」と「脳血管性認知症」の２つがあります。

気アルツハイマー型認知症

　　脳の神経細胞が死滅・変性し、結果的に脳全

　　体が委縮して機能が損なわれるものですが、

　　はっきりとした原因はわかっていません。

気脳血管性認知症

　　脳梗塞や脳出血など脳の血管障害によって脳

　　細胞が死滅することによって起こります。

普通のもの忘れと認知症のもの忘れとの違い

普通のもの忘れ

　覚体験の一部分だけを忘れている

　覚自分がもの忘れしたことを認識している

　覚家族、自分の家の場所、季節を認識している

認知症のもの忘れ

　覚体験そのものを忘れている

　覚自分がもの忘れしたことを認識していない

　覚家族、自分の家、季節がわからなくなる

認知症のサインを見逃さないようにしましょう

　気になる症状がみられたら、早めに医療機関で診察を受ける事が第一です。また、地域には、認知症の人やそ

の家族を支えるさまざまな介護・福祉サービスの制度があります。市保険健康課でも相談に応じています。

認知症が疑われたらまずは受診・相談をしましょう

介護保険制度説明会を開催

　９月・１０月で６５歳になられる人を対象に開催します。

　多くの皆さんのご出席をお待ちしています。

　なお、対象以外の人も気軽にご出席ください。

と　き　９月１５日（木）１４時～

ところ　鹿島市民会館１階　第４会議室

 　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
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　鹿島市プレミアム商品券（東日本

大震災義援金付き商品券）のご利用

期限は９月３０日（金）までです。

　お早めにご利用ください。

 　鹿島商工会議所

　　　　　緯（６３）３２３１

 

　秋の収穫作業では、コンバインや

ハーベスタへの巻き込まれ事故や、

運転中に路肩から転落する事故が多

発します。　

　収穫作業は巻き込まれにくい服装

で、時間にゆとりをもって、適度に

休憩を入れながら行いましょう。

 　農林水産課農政係

　　　　　緯（６３）３４１３

 

　オータムジャンボ宝くじは１等前

後賞合わせて２億５,０００万円！

　この宝くじの収益金は市町村の明

るいまちづくりや環境対策、高齢化

対策など地域住民の福祉向上のため

に使われます。

発　売　９月２６日（月）～１０月１４日（金）

抽選日　１０月２１日（金）

 　（財）佐賀県市町村振興協会

　　　　　緯０９５２（２５）１９１３

おお知知ららせせ
鹿島市プレミアム商品券の
ご利用はお早めに

詳しくは

９月１日～１０月３１日
秋季農作業安全運動実施中

詳しくは

９月２６日(月)発売！
オータムジャンボ宝くじ

詳しくは

 

　就職を希望する障がいのある人に、

就職についての情報交換の場を提供

し、企業には障がい者雇用を積極的

に推進していただくことを目的に、

障がいのある人と企業の出会いの場

として開催します。

と　　き　１０月２６日（水）

と　こ　ろ　佐賀勤労者体育センター

　　　　　佐賀市兵庫町大字藤木１００６番地１

 　ハローワーク鹿島

　　　　　緯（６２）４１６８または

　　　　　県内各ハローワーク

　　　　　佐賀労働局職業対策課

　　　　　緯０９５２（３２）７２１７

平成２３年度　障害者
就職面接会を開催します

詳しくは

 

　佐賀県弁護士会では、「諸外国に

学ぶ、あるべき社会保障制度～被災

地から見える我が国の問題点～」と

題して、シンポジウムを開催します。

　東日本大震災の被災地を視察した

当会会員の問題提起を受け、諸外国

の法政に詳しい学識経験者とともに、

あるべき社会保障制度について議論

します。

と　　き　９月１９日（祝）１４時～

と　こ　ろ　佐賀大学経済学部講義棟２階

参　加　費　無料

 　佐賀県弁護士会

　　　　　緯０９５２（２４）３４１１

社会保障制度に関する
シンポジウム開催のお知らせ

詳しくは

　平成２３年７月分市長交際費の支出状況を公表します。

 　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

供花１件１５,０００円７月８日弔　慰

７月２６日　市・町長会議懇談会費１,５００円７月２０日会　費

日本棋院への土産（菓子）３,４５０円７月１２日その他

鹿島市消防団浜町分団操法大会訓練陣中見舞３,９８０円７月２７日その他

２３,９３０円合　計

平成２３年７月
市長交際費支出状況表

２日（金）　　　　　　　開会、会期の決定、議案の一括上程（市長提案理由説明）

３日（土）～６日（火）　　休会

７日（水）　　　　　　　議案審議

８日（木）～１１日（日）　　休会

１２日（月）　　　　　　　決算審査特別委員会（水道事業会計：現地調査）

１３日（火）　　　　　　　決算審査特別委員会（水道事業会計：審査）

１４日（水）　　　　　　　常任委員会（議案・請願）

１５日（木）・１６日（金）　　一般質問

１７日（土）～１９日（祝）　　休会

２０日（火）　　　　　　　一般質問

２１日（水）　　　　　　　調整日（一般質問）

２２日（木）　　　　　　　委員長報告、議案審議、質疑・討論・採決、閉会

開　　議　１０時

 　議会事務局　緯（６３）２１０４詳しくは

市議会９月定例会会期日程（案）
～あなたも傍聴してみませんか～

※一般質問などの内容は、鹿島市ＨＰに掲載します。

※ＣＡＴＶでは１１チャンネルで議会中継を放送します。

情報掲示板　愚　お知らせ
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恭各種作業の注文をお受けします。

　「農作業各種」「草取り、草刈り」「庭

木の剪定」「網戸、襖の張り替え」「は

がき書き」など、いろいろな作業につ

いて気軽にご相談、ご注文ください。

恭家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

チップ堆肥はいかがですか。

　剪定した枝葉をチップ化し、それ

を発酵させて堆肥にしたものを使い

やすい袋詰めやトラック「バラ積み」

で格安にて販売しています。

恭刃物研ぎいたします。

と　　き　９月１５日（木）８時３０分～

　当日都合がつかない人は、前日ま

　でにセンターへご持参ください。

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　９月１５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

 

　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。

９月の放映予定…鍋島　直朝

　１４日（水）１９時～、１５日（木）８時～

　１６日（金）８時～、１８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

畑の準備や作業、お受けします
シルバー人材センター

問合せ・ご注文

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

 

　ジョブカードとは？

　潤履歴書や職務経歴書を書くデー

　　タベースにもなる

　潤自分の能力や、職業意識を整理

　　することができる

　潤企業応募時に、資格以外にも自

　　分のＰＲポイントが明確になる

　潤目標を明確にし、応募書類の前

　　準備など就職活動や職業訓練に

　　活用できる

　ジョブカード認定キャリアコンサ

ルタントが応対します。

と　　き　毎週水・金曜日１０時～１２時

と　こ　ろ　ＮＰＯ法人フロンティア（横田）

 　鹿島就労支援センター

　　　　　緯（６３）４５７１

 

　高年齢者の雇用促進に取り組む事

業主の皆さんを応援する制度です。

　６５歳までの安定した雇用の確保、

７０歳まで働ける制度の導入などにご

活用ください。

　潤中小企業定年引上げ等奨励金

　潤高年齢者職域拡大等助成金（新設）

　潤高年齢者雇用確保充実奨励金　など

 　佐賀高齢・障害者雇用支援センター

　　　　　緯０９５２（３７）９１１７

 

　鹿島の奥座敷「平谷」は、９月か

ら１１月にかけての季節が一年で一番

気持ちいい季節になります。

　ご家族・ご友人を誘って、バーベ

キュー・ハイキングなどいかがですか。

利用料金

施設設備　浴室・大広間・駐車場・バー

　　　　　ベキューコンロ貸出など

 　自然の館　ひらたに

　　　　　緯（６４）２５７９

ジョブカード作成を
お手伝いします

詳しくは

定年引上げ等奨励金
制度があります

詳しくは

いよいよ行楽シーズン到来！
自然の館「ひらたに」へどうぞ

詳しくは

 

　農業に対して意欲と情熱があり、

就農後、最低５年間鹿島市に定住し、

農業の担い手として農業を継続でき

ることを条件に助成金を支給します。

対　象　者　平成２１年４月以降に鹿島

　　　　　市に転入し、就農した人

　　　　　（市内の農業後継者を除く）

助　成　額　３０,０００円／月（３年以内）

 　農林水産課農政係

　　　　　緯（６３）３４１３

 

 

　秋の一日に自然歴史街道かしまを

ゆっくり歩き、風土を満喫してみま

せんか。だれでも自由に参加できま

す。

と　　き　１０月２日（日）受付９時～

コ　ー　ス　５kmコース

　　　　　市役所～浜酒蔵通り～

　　　　　大村方～市役所

　　　　　１０kmコース

　　　　　市役所～浜酒蔵通り～松岡神社～

　　　　　鮒越～祐徳神社～普明寺～市役所

参　加　費　３００円（中学生以下１００円）傷害保険含む

 　県ウォーキング協会

　　　　　緯０９４２（９４）４７５１

 

　恒例の市民チャリティーゴルフ大

会を開催します。ゴルフ愛好家の皆

さんぜひご参加ください。

と　　き　１０月９日（日）

と　こ　ろ　武雄嬉野カントリークラブ

参加資格　鹿島市民および市内に勤

　　　　　務する人

定　　員　１５０人（定員になり次第締切）

申込締切　９月２１日（水）

参　加　費　３,０００円

そ　の　他　同伴者の指定可能

　　　　　４人１組の応募可能

 　

　　　　　鹿島市民チャリティーゴルフ大会事務局

　　　　　（佐賀西信用組合本店内）　富永・井上

　　　　　緯（６３）２４１１

鹿島市に転入された
新規就農者を支援します

詳しくは

イイベベンントト
“自然歴史街道かしま”

を歩こう！

詳しくは

市民チャリティーゴルフ大会
参加者募集

申込・問合せ先

朝食夕食宿泊

６００円１,３００円２,５００円高校生以上

６００円１,３００円１,５００円中学生

５００円７００円１,５００円小学生以下

４００円６００円無料３歳未満

情報掲示板　愚　お知らせ・イベント
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　スポーツライフ・鹿島では、市民

の交流と健康増進のためのグラウン

ド・ゴルフ大会を開催します。

と　　き　１０月８日（土）　少雨決行

　　　　　※荒天時は１０日（祝）に延期

　　　　　８時３０分より受付

　　　　　９時１５分競技開始

場　　所　蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場

内　　容　団体戦(５～７人１組）

参　加　費　スポーツライフ・鹿島会員　無料

　　　　　一般参加者　５００円（１人）

申　　込　９月３０日（金）までに参加

　　　　　料を添えて申し込む

定　　員　３６チーム（先着順）

 　スポーツライフ・鹿島事務局

　　　　　（鹿島市体育協会内）

　　　　　緯（６２）３３７９

 

　夜店(金魚すくい、たこ焼き、串焼

き他）など楽しい催しものがたくさ

んあります。気軽にお越しください。

と　　き　９月３日（土）１８時～２０時３０分

と　こ　ろ　鹿島療育園広場

 　鹿島療育園

　　　　緯（６２）２７８０

 

 

　日本古来のかな文字および調和体

（詩や俳句など）の書法について学習

する「錬成会」を開催します。

と　　き　９月２５日（日）９時３０分～１６時

と　こ　ろ　福祉会館3階大会議室

講　　師　 米倉基峰 さん（佐賀市）
よねくら　きほ う

内　　容　かな、調和体（近代詩文

　　　　　や俳句など）書法の初歩

　　　　　から作品作りまで

持　参　品　書道用具一式、半紙、条幅用紙

費　　用　２,０００円（昼食代を含む）

※申し込みは当日も受け付けます。

 　鹿島書の会庶務　久富

　　　　　緯（６２）４７１６

グラウンド・ゴルフ大会を
開催します！

申　込　先

鹿島療育園　秋まつり

詳しくは

講講習習会会・・教教室室

鹿島書の会　秋の錬成会

申　込　先

 

恭アーチェリー教室

と　　き　１０月６・１３・２０日　１１月１０・１７日

　　　　　２０時～２１時３０分

と　こ　ろ　鹿島市民体育館

恭ゴルフ教室

と　　き　１０月５・１２・１９・２６日　１１月２日

　　　　　１８時３０分～２０時

と　こ　ろ　サンゴルフガーデン

恭弓道教室

と　　き　９月から毎週月・金曜日

　　　　　１８時３０分～２０時

と　こ　ろ　鹿島市民武道館

恭のびのび体操教室

と　　き　９月～２月　毎月第２金曜日

　　　　　１５時～１６時

と　こ　ろ　エイブル

 　スポーツライフ・鹿島事務局

　　　　　（鹿島市体育協会内）

　　　　　緯（６２）３３７９

 

　１０月１７日～２３日は「薬と健康の週

間」です。

　身近に親しまれている薬用植物の

名前・見分け方・効能・使用方法な

どを、自然とのふれあいの中で学ん

でみませんか。

と　　き　１０月２日（日）９時３０分～１４時

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社周辺

内　　容　９時３０分～受付

　　　　　１０時～薬草観察など

　　　　　１２時～昼食・休憩

　　　　　１３時～薬草講話など

対　象　者　小学生以上（山歩きできる服装）

持　参　品　メモ帳・筆記用具・弁当・水筒など

参　加　費　無料

 　県薬務課　

　　　　　緯０９５２（２５）７０８２

スポーツライフ・鹿島
各種教室参加者募集

詳しくは

自然と薬草に親しむ集い

詳しくは

 

 

　平成２４年２月１日現在で、全国すべ

ての事業所を対象に「平成２４年経済

センサス‐活動調査」が行われます。

　市では、この調査に従事してくだ

さる調査員を募集しています。

申込資格　市内在住の２０歳以上の人

　　　　　で、責任をもって調査事務

　　　　　を遂行でき、警察・選挙・税

　　　　　務に直接関係しない人　

申込方法　企画課または市のホーム

　　　　　ページで配布する専用の

　　　　　「申込書」を企画課情報統

　　　　　計係（市役所３階）に提出

　　　　　してください

申込期限　９月３０日（金）

 　企画課情報統計係

　　　　　緯（６３）２１０１

 

　出願手続等の詳細はお問い合わせ

ください。

入試区分　①一般入試②社会人入試

募集人員　一般・社会人合わせて４０人

受験資格　①中学校卒業（見込み）以

　　　　　　上の者

　　　　　②高等学校を平成2２年

　　　　　　3月以前に卒業の者

出願期間　１０月３１日（月）～１１月１１日（金）

入　試　日　１１月１６日（水）

合格発表　１１月１８日（金）

試験科目　①国語・数学・面接

　　　　　②一般常識問題・作文・

　　　　　　面接

 　鹿島看護学校

　　　　　緯（６３）３９６９

　　　　　http://www.kf-med.or.jp/

　　　　　　　携帯電話から簡単アクセス ▼

募募 集集
平成２４年経済センサス
‐活動調査調査員募集

詳しくは

鹿島看護学校
平成２４年度生徒募集

詳しくは

潤市税集合徴収分

潤介護保険料

第４期の口座振替日は

９月３０日（金）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　イベント・教室・募集
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　（財）日本遺族会では、戦没者の遺

児を対象に旧戦域を訪れ、慰霊追悼

を行うとともに同地域の住民と友好

親善を目的とする慰霊友好親善事業

を実施しています。本年度は、１７地

域が対象です。

参加費用　１０万円

 　

　　　　　佐賀県遺族会

　　　　　緯０９５２（２３）４４９０

 

　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　９月２１日（水）～

　　　　　　　　　１２月２０日（火）

訓練時間　月、火、木、金曜

　　　　　９時１０分～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　９月８日（木）

受　講　料　無料（教材費６,０９０円が必要）

 　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

 

　ハローワークで求職申し込みをし

ている人を対象に行います。

訓練内容　ワード、エクセル、パワーポイント、

　　　　　日商簿記ほか

訓練期間　９月２０日（火）～

　　　　　　　　　１２月２０日（火）

　　　　　（土・日・祝日を除く）

　　　　　９時４０分～１６時２０分

定　　員　１２人

実施場所　チェスパソコン教室

募集締切　９月８日（木）

受　講　料　無料（教材費８,５４６円が必要）

 　

　　　　　チェスパソコン教室

　　　　　（NPO潮高満川内：嬉野市役所塩田庁舎前）

　　　　　緯（６６）４００６

戦没者遺児による慰霊友
好親善事業参加者募集

申込・問合せ先

「ＩＴ基礎科」訓練
受講生募集

詳しくは

ビジネスＩＴ基礎講座
受講者募集

申込・問合せ先

 

　入居予備者は、抽選により選考し

ます。詳細はお問い合わせください。

対象団地　鹿島・武雄・大町地区１０団地

申　込　書　９月１日（木）から配布（土・日を除く）

　　　　　※３日（土）は配布します

受付期間　９月５日（月）～１２日（月）

　　　　　９時～１９時（土・日を除く）

抽　選　日　９月２０日（火）

 　指定管理者

　　　　　川原建設（株）武雄管理室

　　　　　緯０９５４（２６）０５２２

 

　国際協力機構「ＪＩＣＡ」では、秋

の募集として青年海外協力隊などの

海外ボランティアを募集します。

　詳細はお問い合わせください。

募集期間　１０月１日（土）～１１月７日（月）

潤青年海外協力隊

応募資格　満２０歳から満３９歳までの

　　　　　日本国籍を持つ人

派遣期間　１年間または２年間

潤シニア海外ボランティア

応募資格　満４０歳から満６９歳までの

　　　　　日本国籍を持つ人

派遣期間　１年間または２年間

潤体験談＆説明会

と　　き　１０月２３日（日）１４時～

と　こ　ろ　佐賀市　アバンセ

 　ＪＩＣＡ九州市民参加協力課

　　　　　緯０９３（６７１）８３４９

 

 

　本人や家族からの人権にかかわる

悩みごと、心配ごとなどの電話相談

に法務局職員、人権擁護委員が応じ

ます。

と　　き　９月５日（月）～９日（金）

　　　　　８時３０分～１９時

　　　　　９月１０日（土）～１１日（日）

　　　　　１０時～１７時

相談電話　緯０５７０（００３）１１０

 　佐賀地方法務局人権擁護課

　　　　　緯０９５２（２６）２１９５

県営住宅入居予備者を
募集します

詳しくは

ＪＩＣＡ　「青年海外協力隊」
「シニア海外ボランティア」募集

詳しくは

相相 談談
全国一斉　高齢者・障害者の
人権あんしん相談

詳しくは

 

　「ひとり暮らしの今後が不安だ。」

「遺産分割協議をしたいけれど、相続

人の１人が認知症でできない。」など、

成年後見に関する無料相談会を開催

します。※予約不要・相談料無料

と　　き　９月１７日（土）１０時～１５時

と　こ　ろ　アバンセ　第２研修室

 　佐賀県司法書士会

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

 

　佐賀県知的障害者更生相談所によ

る巡回相談が実施されます。

　心理判定員が療育手帳や福祉サー

ビス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２７日（火）１０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

 

　杵藤保健福祉事務所では、神経難

病と診断された人や体の不調や症状

でお悩みの人などの医療に関する相

談を受けています。

と　　き　９月２８日（水）１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　ふれあい郷自有館（白石町）

相　談　医　白石共立病院　神経内科医

　　　　　水田　治男さん

申　　込　９月１５日（木）まで

 

　　　杵藤保健福祉事務所　難病担当

　　　緯０９５４（２２）２１０５

 

　『金 銭』『土 地・建 物』『交 通 事

故』『公害』『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７日（金）１０時～１５時

と　こ　ろ　エイブル

 　鹿島簡易裁判所

　　　　　緯（６２）２８７０

全国一斉
成年後見無料相談会

詳しくは

知的障害者更生相談所
巡回相談

詳しくは

難病医療相談

申込・問合せ先

無料調停相談会

詳しくは

情報掲示板　愚　募集・相談
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　ご自身のため、ご家族のためにも、年に１回はがん

検診を受けましょう。

　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。（申込不要）

　潤１０月２３日、１１月８日・１１日・１４日を希望する人は、保

　　健センターまでお申し込みください。

　 　保健センター緯（６３）３３７３申　込　先

対　象　区月　日

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・本町・乙丸・

中村・土井丸
９月１４日（水）

森・井手・三部・新籠・常広・古城・組方・江福・飯田・龍宿浦・嘉瀬浦９月１５日（木）

中町・八宿・浜新町・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・南川
９月１６日（金）

高津原９月２１日（水）

城内・東町・西牟田・新町９月２２日（木）

音成・大宮田尾・小宮道・東塩屋・西塩屋・母ヶ浦・西葉・矢答・新方・湯ノ峰１０月１８日（火）

上古枝・下古枝・久保山・奥山・竹ノ木庭・平仁田開拓・七開・庄金・南舟津・野畠・北舟津１０月１９日（水）

若殿分・納富分・行成１０月２０日（木）

中牟田・横田・小舟津・世間・重ノ木１０月２１日（金）

★部落で日程を分けていますが、日曜日を希望する人は保健センターまでお申し込みください。１０月２３日（日）

執行分・井手分・馬渡１０月２４日（月）

大手・末光・犬王袋・大村方・鮒越・中尾１０月２５日（火）

★胃がん検診のみ実施

　胃がん検診のみを申し込みしている人はこの日がおすすめです。希望する人は保健センターまでお申し込みください。
１１月８日（火）

★大腸がん検診のみ実施

　大腸がん検診のみを申し込みしている人はこの日がおすすめです。希望する人は保健センターまでお申し込みください。
１１月１１日（金）

★肺がん検診のみ実施

　肺がん検診のみを申し込みしている人はこの日がおすすめです。希望する人は保健センターまでお申し込みください。
１１月１４日（月）

未受診の人（後日申し込みをとります）１１月２２日（火）

怯がんセット検診日程

がんセット検診を実施しまがんセット検診を実施しますす

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歳以上

【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】５０～７１歳の

　　　  男性

【内　容】

血液検査

【自己負担金】

７００円

怯朝ごはんをきちんと食べましょう

　朝ごはんは一日の栄養のバランスの基本となり、

　健康の源であり、忙しい家族をつなぐ絆でもあり

　ます。毎朝朝ごはんを食べましょう。　

怯野菜をたくさん食べましょう

　野菜には、がん、脳卒中などの生活習慣病の予防

　はもちろん、便秘、骨粗鬆症、貧血を防ぐなど、

　健康を維持するための働きがたくさんあります。

９月は食生活改善普及運動月間で９月は食生活改善普及運動月間ですす

１に運動　２に食事　しっかり禁煙　最後に薬

～　健康寿命を伸ばしましょう　～

自身の健康を見直すために、ぜひ検診も受けましょう。

９月は健康増進普及月間で９月は健康増進普及月間ですす
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対象区実施場所受付時間月　日対象区実施場所受付時間月　日

本町・中村・組方
北鹿島公民館

９：００咳１０：００

１０月６日

（木）

犬王袋・世間保健センター　９：１５咳１０：００
９月２０日

（火）
乙丸・土井丸１０：００咳１０：３０大木庭大木庭公民館１０：４５咳１１：００

井手井手公民館１１：００咳１１：３０東三河内東三河内公民館１１：１５咳１１：２５

大手・東町・中牟田保健センター１３：３０咳１４：３０執行分・井手分保健センター９：１５咳１０：１５

９月２６日

（月）

中尾・竹ノ木庭
奥山・平仁田開拓中尾公民館１５：３０咳１６：１５新籠・三部三部公民館１１：２０咳１１：４５

母ヶ浦・西葉母ヶ浦公民館９：３０咳１０：００１０月７日

（金）

中木庭中木庭公民館１３：３０咳１３：３５
大宮田尾・小宮道
東塩屋・西塩屋小宮道公民館１０：３０咳１１：１５本城・土穴本城集会所１３：４５咳１４：０５
中川内・広平
大野・早ノ瀬中川内集会所９：１５咳９：４５

１０月１１日

（火）

貝瀬貝瀬公民館１４：２０咳１４：３０

西三河内西三河内公民館１０：００咳１０：１０横田・城内保健センター１５：１５咳１６：１５

重ノ木・行成保健センター１３：３０咳１４：１５伏原・下浅浦伏原公民館９：００咳９：３０

９月２７日

（火）

常広・古城北鹿島公民館１５：００咳１５：４５上浅浦・中浅浦中浅浦公民館９：４５咳１０：１５

森森公民館１６：００咳１６：１５山浦・白鳥尾
山浦開拓・番在開拓山浦公民館１０：４５咳１１：１０

江福・飯田飯田公民館９：３０咳１０：１５

１０月１２日

（水）

川内川内公民館1１：３０咳１１：４５
龍宿浦・嘉瀬浦
音成・矢答七浦公民館１０：４５咳１１：３０納富分納富分公民館1４：００咳１５：１５

新方・湯ノ峰・庄金
浜公民館

１３：３０咳１４：００高津原高津原かんらん　９：１５咳１１：３０９月２８日（水）

南舟津・野畠１４：００咳１４：３０馬渡・末光保健センター９：００咳１０：００

１０月３日

（月）

北舟津北舟津公民館１５：００咳１５：３０小舟津小舟津公民館１０：４５咳１１：４５

中町・八宿・浜新町中町公民館１６：００咳１６：３０南川・筒口能古見　　　　
ふれあい楽習館

１３：３０咳１４：１５

未受診者保健センター９：００咳１１：００１０月１７日（月）大殿分・若殿分１４：１５咳１４：４５

上古枝上古枝公民館　９：３０咳９：５０

１０月４日

（火）

下古枝・久保山
古枝公民館

１０：１０咳１１：００

大村方１１：００咳１１：３０

鮒越・七開鮒越公民館１３：３０咳１４：００

西牟田・新町西牟田公民館１４：３０咳１５：４５

　結核は昔の病気ではありません。日常生活をともに

する人にうつりやすい病気です。

　『感染症法』の結核予防対策に基づき、６５歳以上の

人を対象として次の日程で結核健康診断を実施します。

潤肺がん検診を受診する人は、受診できません。

潤都合が悪い場合は、都合のよい場所で受診できます。

潤受診票がなくても受付で申し出れば受診できます。

潤撮影時、薄手のシャツや肌着は着用できます。

潤料金は無料です。

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

潤こんな症状があったらすぐ受診！！
　毅長引くせき（２週間以上）
　毅たんがでる
　毅微熱（２週間以上）
　毅倦怠感（２週間以上）
　毅胸痛
　毅体重減少

潤生後３ヵ月から６ヵ月までの赤ちゃんは
　　　　　　　　　BCG予防接種を受けましょう
　抵抗力の弱い赤ちゃんは、結核に感染すると重症
になりやすく危険です。
　予防のために接種期間内に接種しましょう。

９月２４日から３０日までは結核予防週間です

後期高齢者医療制度加入者の健康診後期高齢者医療制度加入者の健康診断断

　健康診断の受診券・受診票などを９月末頃に配付し

ますので、朝食を抜いて受診してください。

対象者　後期高齢者医療制度に加入している人で、

　　　　生活習慣病の治療中でない人

健診場所　県内の委託医療機関

　　　　（受診票と同封の一覧表をご覧ください。）

健診時期　１０月～１２月

自己負担額　　無　料

お願い　『受診券』『受診票』『後期高齢者医療被保

　　　　険者証』を持って希望する医療機関に行って

　　　　ください。

　　　　受診される際は受診票などを鉛筆で記入して

　　　　受診してください。

 　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等の問合せ先

保健センター予防係緯（６３）３３７３９月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成２０年２月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票、尿
内　容　身体測定、育児相談、尿検査
　　　　　　　　小児科医の診察、　歯・目・耳の検査

８日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２２年２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）

２９日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２３年５月生まれ
持参品　母子健康手帳
内　容　身体測定、育児相談、
　　　　　　　　小児科医の診察 

２８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。

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　※実施済

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

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。

　子どもの食事で悩んでいる人など、たくさんの参加をお待

ちしています。

※参加費無料、予約不要

と　　き　９月９日（金）・１０月６日（木）・１１月１７日（木）・

　　　　　１２月１６日（金）・平成２４年１月１９日（木）・

　　　　　平成２４年２月１４日（火）の年6回開催

内　　容　１０時～　　　受付

　　　　　１０時３０分～　栄養士による幼児食のお話・

　　　　　　　　　　　簡単にできる手作りスナックの

　　　　　　　　　　　試食・レシピ紹介

　　　　　　　　　　　歯科衛生士による歯のミニ講話

対　象　者　１歳半～２歳未満の子どもと保護者

持　参　品　母子健康手帳、飲み物（お茶など）

 　保健センター予防係　緯（６３）３３７３詳しくは

　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。

特例対象者　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

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）

任意予防接種費用
助成のお知らせ

　下記のワクチン接種を希望する対象者への費用助成を

行っています。これらは法に基づかない任意予防接種の

ため、保護者の理解と同意が必要です。希望する場合は、

よく検討してから接種してください。

ワクチンの種類　2ヵ月～5歳未満

　　　　　　・ヒブワクチン

　　　　　　・小児用肺炎球菌ワクチン

　　　　　平成7年4月2日～平成１０年4月1日に生まれた女子

　　　　　　・子宮頸がん予防ワクチン

　　　　　　※全国的なワクチンの供給不足に伴い、初回接種はできな

　　　　　　　い状況でしたが、現在は再開されています。鹿島市・嬉

　　　　　　　野市・太良町内の指定医療機関での個別接種です。

助成期間　平成２４年３月３１日まで

自己負担　なし

幼児食教室を開催します
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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

７７・２・２８８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

２７日（火２７日（火））

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６日（火）

七浦漁村センターぞ　うさん１３日（火）

鹿島小わんぱくクラブひよこさん２０日（火）

古 枝 公 民 館きりんさん２７日（火）

対　象　就学前児と保護者　だだし、「ひよこ」

　　　　は１歳未満の赤ちゃんとその保護者

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

場所・問合せ先　エイブル１階　保健センター　緯（６３）３３７３

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

３０日（金）　楠　風　館　『ママカフェ♪』

１８日（水）　楠風館　『ひんやりおやつ』（おやつ代　１家族１００円）のびのびサークル　　　　１０時～１２時
　対　象１歳７ヵ月児～就学前児と保護者

１６日（金）　楠　風　館　『ママカフェ♪』

合同サークル　『自然体験（梨狩り）』
２日（金）市役所発着　１０時１５分～１３時４５分

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（９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）０５５０嬉野市　嬉野町福田医院６日（火）

０９５４（４２）１２１１嬉野市　嬉野町うれしのふくだクリニック１３日（火）

（６３）９２３４鹿島市　古枝中村医院２０日（火）

０９５４（４３）０７２５嬉野市　嬉野町森医院２７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

マタニティスクマタニティスクーールル

受付　１３：１５～１３：３０
内容　赤ちゃんのお風呂他

対象　妊婦

１１日（木日（木））

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１０月５日（水）です。

６６日（火日（火））

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

２２００日（火日（火））
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１日（木）　市内小中学校始業式

３日（土）　鹿島療育園秋まつり・・・・・・・・［１８ページ参照］

　　　　　　　　　　　　　　　鹿島療育園　　１８時～

１１日（日）　第１４回かしま伝承芸能フェスティバル・・［１０ページ参照］

　　　　　　　　　　　　　祐徳稲荷神社　１２時３０分～

１１日（日）　七浦秋祭り（戸口神社、鎮守神社、天子神社）

１６日（金）　市老人クラブ大会・・・・・・・・・・［２ページ参照］

　　　　　　　　　　　　　　　　　市民会館　９時～

１８日（日）　西部中学校体育大会

２３日（祝）　救世神社秋祭り　　救世神社

２５日（日）　中木庭たぬき踊り　中木庭天満宮

２５日（日）　市内小学校運動会（鹿島・明倫・北鹿島・古枝・七浦）

９月

 長月 
ながつき

　　　広報かしま　編集・発行
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広報かしま原稿締切日

１１月号１０月号
１０月３日９月１日

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館１階

　８日（木）　受付１３時～１４時　　　　　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始

　２２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

　６日（火）　１０時～１５時

愚成人健康相談　保健センター

　７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

　５・１２・２６日（月）、２・９・１６・３０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

　１１日（日）　１０時～１５時

愚発達障害児（者）専門相談　市役所５階第７会議室

　２７日（火）　要予約　ＮＰＯ法人　それいゆ　

　　　　　　　　　　　　　　緯０９０（６２９６）７５５０

愚こころの健康相談（臨床心理士　対応）

　２１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

愚厚生年金・国民年金相談　市民会館１階サロン

　６・２０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

　１４・２８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

在宅当番医・当番薬局
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２３ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日

アルナ鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７４日（日）

西牟田薬局森田医院　緯（６３）３９５６１１日（日）

おおぞら薬局中村医院　緯（６３）９２３４１８日（日）

オダ薬局ピオ店田中医院　緯（６３）４０８０１９日（祝）

ミズスカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５２３日（祝）

北鹿島薬局吉田病院　緯（６２）３２０３２５日（日）

（９月分）
３・１０・１７・２４日（土）、
４・１１・１８・２５日（日）、
１９・２３日（祝）

市役所
保健センター

５・１２日（月）
１５日～３０日（特別整理期間）

市民図書館（P.１２参照）

５・１２・２６日（月）、２０日（火）
生涯学習センター
（エイブル）

６・１３・２０・２７日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８
鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
中尾建設　　　　　　緯（６２）９２５７
家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
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
松本設備　　　　　　緯（６３）１８４１

　３日（土）
　４日（日）
１０日（土）
１１日（日）
１７日（土）
１８日（日）
１９日（祝）
２３日（祝）
２４日（土）
２５日（日）




