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　９月１１日、祐徳稲荷神社で第１４回かしま伝承芸能フェス

ティバルが開催されました。

　面浮立や獅子舞など、市内外に伝わる１２団体の勇壮、

華麗な舞が披露され、多くの見物客を魅了しました。

平成２３年８月３１日現在

市の市の木木 市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい

かしま伝承芸能フェスティバル

写真

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯３－人１０＋世帯１０,６２０人３１,５０７

世帯４－人７＋世帯　５,２１８人１４,３２３鹿　　島

世帯１－人９－世帯　１,１６１人  ３,８３４能　古　見

世帯０人１＋世帯　　　９８６人  ３,２０１古　　枝

世帯１－人６－世帯　１,０５６人  ３,２１５浜

世帯３＋人２３＋世帯　１,２２０人  ３,７２６北　鹿　島

世帯０人６－世帯　　　９７９人  ３,２０８七　　浦

人１４＋人１４,７８１男

人４－人１６,７２６女

№１０１４

　１０月末から販売するプレミアム商品券「鹿島で買

おう得とく券」（東日本大震災義援金付き商品券）の

取り扱い加盟店を募集します。

　市内に店舗、事業所がある方はぜひご参加ください。

※今回の募集については、新たに申し込みが必要です。

 　鹿島商工会議所　緯（６３）３２３１詳しくは
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「鹿島で買おう得とく券」参加店募集

～さが絆プロジェクト～
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　平成１９年度決算から『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』に基づき、『健全化判断比率』と呼ばれる４

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

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

生団体となり『財政再生計画』を策定・公表しなければなりません。

　鹿島市の平成２２年度決算では、どの指標も早期健全化基準を下回り、おおむね良好といえます。

　市では、これらの指標を監査委員の意見を付けて9月議会に報告しました。

 　財政課　緯（６３）２１１４詳しくは

怯健全化判断比率の公表

指 標 の 説 明財政再生基準早期健全化基準平成２２年度主 な 指 標

　普通会計（鹿島市では一般会計のみ）での赤

字額を、標準的な収入である標準財政規模の

額で割ったもの。なお、赤字の場合は正の数、

黒字の場合は負の数で表示されます。

２０.０％１３.８８％（△４.４４％）実 質 赤 字 比 率

　普通会計だけでなく国民健康保険などの特

別会計や水道事業などの公営企業会計の実質

的な赤字を標準財政規模の額で割ったもの。

　公営企業では赤字の額として資金不足額を

用います。

３５.０％１８.８８％（△１３.７５％）連結実質赤字比率

　普通会計の公債費と公営企業会計や一部事

務組合の公債費に対する普通会計の負担金の

合計額を標準財政規模の額で割ったもの。　

　１８％以上で地方債の発行に際し、県知事の

許可が必要な許可団体となります。

３５.０％２５.０％１３.３％実質公債費比率

　普通会計、特別会計、公営企業会計、一部

事務組合、第３セクター等の将来の負担すべ

き実質的な負債の合計額を標準財政規模の額

で割ったもの。起債残高や退職手当、債務負

担などが実質的な将来負担の要素となります。

定められて

いない
３５０.０％４７.７％将 来 負 担 比 率

平成２２年度決算
資金不足比率

会　計　名

（赤字でないため算定されない）水　道　事　業　会　計

（赤字でないため算定されない）公共下水道事業特別会計

（赤字でないため算定されない）
谷田工場団地造成分譲

事 業 特 別 会 計

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

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

【資金不足比率】

　公営企業会計の資金不足額を、事業の規模

で割ったもの。資金不足額とは流動資産や土

地の売却見込額などを考慮した赤字額で、事

業の規模とは営業収益を基礎として算出した

もの。赤字の場合は正の数で表示され、赤字

でない場合は算定されません。
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　幼稚園は、学校教育法に基づく『教育施設（学校）』であり、子どもに

適切な環境を与え、心身の発達を助長します。

　教育要領にのっとり、充実した幼児教育が受けられます。

　保育所は、児童福祉法に基づく『福祉施設』であり、家庭で保育がで

きない子どもを預かり家庭保育の一部を代行します。

　幼稚園と保育所は、子どもの集団生活の第一歩として、それぞれに役割

を持って子どもを受け入れています。【保育所は１１月号で紹介します。】

幼稚園の制度に関する問合せ先　教育総務課　緯（６３）２１０３

恭募集対象は？

　平成２４年４月１日現在で、満３歳になる子どもから

対象になります。（なお、満３歳未満の子どもでも子

育て支援制度による預かりをそれぞれの園で実施して

います。）

　また、学区がありませんので、どの幼稚園にも申し

込みができます。

恭申し込み方法は？

　入園説明会や園内見学を通して、各園の『教育方

針』『入園料・保育料』を確認し、自分の子どもに合っ

た幼稚園を選び、直接申し込んでください。

　現在、来年度の園児募集を行っています。

恭教育・保育時間は？

　幼児期の『健全な心と体の発達』の観点から４時間

が理想的な教育時間であり、子どもが快適に過ごせる

時間といえます。また、子育て支援の見地から、長時

間預かりも実施しています。（実施時間は幼稚園に

よって異なります。）

恭教育内容は？

　文部科学省の教育要領や県が定める教育課程をそれ

ぞれの幼稚園の教育方針に従って指導・展開されてい

ます。遊びを中心とした生活を通じて、身の回りの人

や物と関わりながら、『健康』『人間関係』『環境』『言葉』

『表現』の５領域に情操教育を含め、バランスのとれた

教育を実施しています。

恭費用は？

　入園料と毎月の保育料などが必要です。金額は、園

によって異なります。

　保育料は、保護者の所得（市民税額）に応じ、就園

奨励費補助金が国と市から交付され、保護者負担を軽

減する制度があります。また、小学３年生までの兄・

姉を含めて第2子、第３子となる園児については、補

助金額が増額され、保護者負担が更に軽減されます。

（ただし、所得制限により該当しない場合もあります。）

恭課外教室

　英会話や音楽、体育などをもっと学びたい子どもに

は、課外教室を実施しています。

　（希望者のみ、別途費用がかかります。）

　実施内容は園によって異なります。

恭預かり保育

　希望者には、『預かり保育』も実施しています。

　また、夏休みや冬休みなどもありますが、この期間

も『預かり保育』を実施しています。

恭園庭開放

　子育て支援の一環として、未就園児の親子のふれあ

いの場を提供しています。

詳細は各幼稚園にお問い合わせください。

定　　員　１２０人

所　　在　中牟田

保育時間

　７時～１４時１５分

預かり保育時間

　１４時１５分～１８時３０分

入園説明会

　１０月７日（金）

園内見学

　いつでもできます。

明　朗　幼　稚　園

緯（６２）３６４５

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

定　　員　１３０人

所　　在　執行分

保育時間

　８時～１５時

預かり保育時間

　１５時～（相談により

　　　　　個別対応可）

体験入園（説明会）

　１０月２０日（木）・２１日（金）

園内見学

　いつでもできます。

鹿島カトリック幼稚園

緯（６２）３０５２

幼稚園で

学ぼう　

市内幼稚園の紹介
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中学卒業前までのお子さんを養育している人へ

１０月から子ども手当が変わります

　『平成２３年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法』が公布され、平成２３年１０月から平成２４

年３月までの子ども手当制度が決まりました。

手当の月額 ０歳～３歳未満　　　１５,０００円（一律）

３歳～小学校修了前　１０,０００円（第１子・第２子）

　　　　　　　　　　１５,０００円（第３子以降）

中学生　　　　　　　１０,０００円（一律）

第１子などの数え方は？

　受給者が監護し、かつ生計を同じくする子ども（１８歳に達する日の属する年度の末

　日までにある子ども）の中で数えます。

　例えば、１９歳、１６歳、１０歳、５歳の子を養育している人の場合

　支給対象となるのは１０歳と５歳の子どもです。

　支給額は１０歳の子どもが１０,０００円（第２子）

　　　　　５歳の子どもが１５,０００円（第３子）

１０月分～１月分の手当は平成２４年２月

２月・３月分の手当は平成２４年６月に支給されます。

支 給 時 期

支給要件の変更点 ①子どもに対して国内居住要件が設けられます。（留学中の場合などは除きます。）

②子どもと同居し、養育している父または母に手当を支給します。（単身赴任の場合

　は除きます。）

　離婚協議中などで父母が別居し、父母が生計を同じくしていないと認められる場

　合に子どもと同居している人が請求できます。

③児童福祉施設などに入所している子どもについては、施設の設置者や里親などに

　手当を支給します。

　これまでは児童福祉施設などに入所している子どもについて、保護者がいる場合

　は保護者に対して手当を支給していましたが、１０月以降は、保護者への手当の支

　給はなくなります。

④未成年後見人や父母の指定する者（父母が国外に居住している場合に祖父母など

　父母が指定した者）に対して父母と同様の要件（監護・生計同一）で手当を支給しま

　す。

支給対象者
０歳から中学校修了前までの子ども（平成８年４月２日以降に生まれた子ども）を養

育している人。所得制限はありません。（平成２４年４月以降の制度では、所得制限が導

入される見込みです。）
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 　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９詳しくは

申請手続き
１０月分からの子ども手当を受け取るためには、これまで受け取っていた人も含めて、

対象のお子さんを持つすべての人が申請書を提出する必要があります。（公務員の人

は勤務先へ申請してください。）

胸９月３０日までの受給者で１０月１日において支給要件に該当している人

　覚平成２４年３月末までに申請をすれば、１０月分からの手当を受け取ることができま

　　す。申請手続きについて対象者には個別に案内します。また、広報かしま１１月

　　号などでもお知らせします。

胸１０月以降に新たに支給要件に該当する人

　覚１０月以降に速やかに申請してください。請求された月の翌月からの受給となり

　　ます。

胸１０月以降にお子さんが生まれた人または転入された人

　覚生まれた日または転出予定日の翌日から数えて１５日以内に申請してください。　

　　１５日以内に申請すれば、出生または転入された月の翌月分から受け取ることが

　　できますが、その期間を過ぎると請求された月の翌月からの受給となります。

ひとりで悩まないで、ご相談ください

女性のための相談窓口　　　　　　　　　　　　　

　女性の皆さんのさまざまな悩みについて、女性の

　相談員が一緒に考えます。

　　胸夫婦や家庭内の心配ごと

　　胸ストーカー行為など

　　胸セクシャル・ハラスメント

　　胸パワーハラスメント

　　胸夫や交際相手からの暴力の悩み

　　胸不安感やストレス

　　胸子どもに関すること

　　胸結婚や離婚のこと

　女性相談専用電話

　緯０９５２（２６）００１８

　火曜～土曜　９時～２１時

　日曜・祝日　９時～１６時３０分

男性のための相談窓口

　家庭や仕事、人間関係、心と体のこと、誰にも言え

　ずに悩んでいませんか？

　　「最近眠れない」

　　「何をやってもうまくいかない」

　　「人と関わるのがおっくうだ」

　話すことで、気持ちが楽になることもあります。

　男性の臨床心理士が、電話であなたのお話を伺い　

　ます。

　男性相談専用電話

　緯０９５２（２６）００２０

　毎月第２・第４火曜日　１９時～２１時

　相談は無料です。（通話料は相談者のご負担となります。）

　相談内容は秘密厳守です。安心してお電話してください。

　 　佐賀県ＤＶ総合対策センター（アバンセ内）　緯０９５２（２８）１４９２詳しくは
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　伝統をいしずえに知識と教養を深め、花と緑を愛して感謝と思いやりの心を育み、清新な文化と活力あるま伝統をいしずえに知識と教養を深め、花と緑を愛して感謝と思いやりの心を育み、清新な文化と活力あるまちち

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

越しください越しください。。

 　鹿島市文化連盟事務鹿島市文化連盟事務局局 担当松尾英樹　担当 松尾英樹　緯緯（６３）（６３）２７３６２７３６詳しくは

１１月６日（日）１１月５日（土）４日（金）１１月３日（祝）と　こ　ろ

エ
イ
ブ
ル
会
場

潤フラメンコボニータ
　　　　　　　１３時３０分～
潤鹿島モアナ・ハワイアンズ
　　　　　　　１４時～
潤ハワイアン愛好会
　　　　　　　１５時～
潤音楽会　　　１８時～
　長唄祥寿会、フロッグコーラス、
　鹿島混声合唱団、

　鹿島マンドリンクラブ、

　女声コーラスさくら、
　エルマーナ

潤ハワイアンフラピカケ
　　　　　　　　１１時～
潤大正琴　　　　１３時～
　琴耕会、ブルースカイ、
　琴野会

潤一葉会・東会　１４時～
潤鹿島カラオケ愛好会
　　　　　　　　１５時～

潤開会式　　　　　　９時３０分～
潤少年の夢発表１０時～
潤箏曲雛菊会　１２時３０分～
潤吟詠会　　　　１３時～
　錦城会、佐賀岳誠会、
　佐賀岳翠会
潤長唄碧州会　１４時３０分～
潤萩居会　　　１６時～

２階エイブルホール

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

菊花展（盆栽菊）２階ホール前会場

鹿 島 錦 展２階音楽スタジオ

茶道（裏千家）茶道（表千家）茶道（皇風煎茶禮式）２階和室（茶室）

写 真 展２階交流プラザ

華 道 展３階生活工房

書 道 展３階研修室Ａ、Ｂ

１１月６日（日）１１月５日（土）４日（金）１１月３日（祝）と　こ　ろ

市
民
会
館
会
場

潤日舞（鹿島日本舞踊協会）
　　　　　　　　１１時～

１階大ホール

絵 手 紙 展１階ホワイエ

茶道（宗偏流）２階和室（茶席）

美術・陶芸展３階大会議室

アマチュア無線実演３階第２会議室

　　　１０月３０日（日）短　　歌佐賀市内・小城市内周辺文
学
会
場

　　　１０月３０日（日）　１２時～１６時俳　　句エイブル３階　研修室

　　　１１月１２日（土）　１３時～川　　柳鹿島公民館　３階

市民によるバザーも計画していますのでご利用ください。

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

　　　１１月６日（日）　１０時～１７時謡　曲吉田能舞台会場（乙丸）

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４４３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭のののののののののののののののののののののごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案回鹿島市文化祭のご案内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内
１０月３０日（日）、

１１月３日（祝）～６日（日）、１２日（土）
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佐賀県住宅リフォーム緊急助成事業の
申請を受け付けます

　県内の業者によって住宅のリフォーム工事を行う際、

予算の範囲内において、経費の一部を補助金として交

付します。

受付対象　鹿島市民

対象物件　市内にある住宅（併用住宅を含む）

施工業者　県内個人事業者または県内に本店を有する

　　　　　法人

対象工事　右表のとおり

　　　　　※太陽光発電設置工事は対象外です

申請方法　市役所２階まちなみ建設課や市のホーム　

　　　　　ページで配布する専用の「申請書」に必要

　　　　　事項を記入し、必要書類を添えてまちなみ

　　　　　建設課に提出してください

申請受付　１０月２０日～平成２４年２月２９日

　　　　　随時受け付けます（予算の範囲内で先着順）

そ　の　他　①補助は、１住宅につき１回限り

　　　　　②平成２４年３月３１日までにリフォーム工事

　　　　　　が完了すること

耐震改修　耐震改修工事

エコハウス　高効率給湯器（エコキュートなど）、二重　

　　　　　窓などの設置工事

Ｕ　Ｄ　化　手すり設置（３ヵ所以上）、段差解消、

　　　　　浴室改修などの工事

県産木材利用　県産木材１逢以上使用した工事

三世代同居　三世代同居住宅の増築工事で増築面積が　

　　　　　１０愛を超える工事

一般リフォーム　下水道接続、浄化槽設置、畳替え、模様　

　　　　　替えなどの工事

 　まちなみ建設課施設管理係　緯（６３）３４１５詳しくは

お
知
ら
せ

補助率（額）要件（工事項目）内　　容

　工事費の

　１５％

県内の事業者で

５０万円以上の工事

住宅リフォームの

ための工事に対し

助成（上限２０万円）

１０万円　耐震改修
住宅リフォーム工

事の内容に対し、

加算助成

（工事項目で単価設定）

（上限２０万円）

３～５万円　エコハウス

１～５万円　ＵＤ※化

５万円　県産木材利用

５万円　三世代同居

鹿島市緊急経済対策
住宅改修事業（対象工事）が拡充されます

　佐賀県住宅リフォーム緊急助成事業（上記参照）の実

施に伴い、鹿島市緊急経済対策住宅改修事業の対象工

事を拡充します。市民が市内の業者によって住宅の改

修工事を行う際、予算の範囲内において、経費の一部

を補助金として交付します。

受付対象　鹿島市民

対象物件　市内にある住宅（併用住宅含む）

施工業者　市内個人事業者または市内に本店を有する

　　　　　法人

上　限　額　区分ごとに１０万円

対象工事　右表のとおり

申請方法　市役所２階まちなみ建設課や市のホーム　

　　　　　ページで配布する専用の「申請書」に必要

　　　　　事項を記入し、必要書類を添えてまちなみ

　　　　　建設課に提出してください

申請受付　１０月２０日～平成２４年２月２９日

　　　　　随時受け付けます（予算の範囲内で先着順）

そ　の　他　①補助は、１区分につき１回限り

　　　　　②平成２４年３月３１日までにリフォーム工事

　　　　　　が完了すること

お
知
ら
せ

補助率（額）内　　容区　　分謂

工事費１万円以上

工事費の５０％

段差解消、手すり設置などＵＤ化①

下水道接続、浄化槽設置家庭排水処理②

耐震改修工事耐震改修③

エコキュート、二重窓設置エコハウス④

県産材木１逢以上使用県産木材利用⑤

１０愛以上の増築工事三世代同居⑥

工事費１万円以上

３万円／ｋｗ
太陽光発電システム設置太陽光発電設置⑦

工事費１万円以上

工事費の５０％
上記以外のリフォーム一般リフォーム⑧

※①～⑦は併用ができます（最大７０万円補助）

※⑧は①～⑦のいずれにも該当しない場合です

制度利用説明会を開催します！

　と　き　１０月１３日（木）１８時３０分～

　ところ　市民会館３階大会議室

　　　　　リフォームを考えている人は、ぜひ参加してください

 　まちなみ建設課施設管理係　緯（６３）３４１５詳しくは

※ ＵＤ ＝ Universal Design の略。
ユーディー ユニバーサルデザイン

　　　　誰もが利用することができる設計（デザイン）のことです。
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家庭用ＬＥＤ電球などの購入に補助金を交付します

　市では、地球温暖化対策、省エネルギー対策の一環

として、家庭用ＬＥＤ電球・照明器具の購入者に対し

て補助を行います。

対　　象　平成２３年１０月４日以降に市内の店舗で購入

　　　　　し、同一世帯の購入額が２,０００円以上

補　助　額　購入額の半額補助（１００円未満は切り捨て）

　　　　　補助の上限額は5,０００円で１世帯１回限り

受付期間　１０月１１日（火）～１２月９日（金）

　　　　　※申請が１,０００件に達した時点で受付終了

必要書類　予約券・領収書（ＬＥＤ電球などの品名・

　　　　　購入日が確認できるもの）の写し・補助金

　　　　　振込用口座の金融機関名や名義が確認でき

　　　　　る通帳の写し、印鑑

そ　の　他　申請予定者には、予約券を１０月３日（月）

　　　　　から市役所２階環境下水道課（９時～１７時）

　　　　　で発行します

　　　　　

 　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６詳しくは

お
知
ら
せ

　市では、次の施設の指定管理者を公募します。

施設の名称　鹿島市東部地区デイサービスセンター

業務の範囲　施設の管理運営およびデイサービスに関す

　　　　　る業務

申請の資格　鹿島市東部地区デイサービスセンター設置

　　　　　条例第１条の設置目的に基づいた管理運営

　　　　　を行い、かつ、１０月２４日（月）開催の説明会

　　　　　に出席をした法人またはその他の団体

募集要項の配布期間　１０月３日（月）～１０月２１日（金）

申請の期間　１０月２５日（火）～１０月３１日（月）

申請の方法　募集要項に従い、指定の様式で申請してく

　　　　　ださい

　　　　　募集要項の配布や申請書提出先は、保険健

　　　　　康課長寿社会係です

 　保険健康課長寿社会係　緯（６３）２１２０詳しくは

「鹿島市東部地区デイサービスセンター」の
指定管理者を公募します

募
　
集

　市では、雇用および就業機会の創出を図るため、国の「緊急雇用創出基金事業」に取り組んでいます。

恭市の委託先が募集する事業（雇用予定１１月～）

　就業を希望する人は、ハローワーク緯（６２）４１６８または下記の募集先に申し込んでください。

　業務内容・雇用条件のなどの詳細は、下記の問合せ先におたずねください。

【緊急雇用対策】日日雇用職員を募集します

募集先・問合せ先業　務　内　容雇用期間募集人員事　業　名

（株）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

１１月以降

～３月末
２人鹿島市観光情報発信番組作成事業

嘉瀬の浦ファーム　緯（６７）７５８０

または緯０８０（５２５２）４２３７

農作業支援および各種研修・資格取得

（農業経験は問いません）１０月以降

～３月末

２人鹿島アグリ研修事業

ＪＡさがみどり地区園芸部

果樹課　緯（６２）２１４５

農作業支援および各種研修・資格取得

（農業経験は問いません）
４人※鹿島アグリヘルパー事業

募
　
集

※鹿島アグリヘルパー事業について、4人のうち1人は東日本大震災の被災者を対象とした雇用です。
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　地域コミュニティ活動の活性化と宝くじの普及宣伝を目的と

した『宝くじ助成金』を活用して、平成２３年度に高津原区の祭

り道具一式を整備しました。

　 　企画課企画係

　　　　　　緯（６３）２１０１

詳しくは

１０月１日は『浄化槽の日』です
－　浄化槽を使用されている皆さんへ　－

浄化槽の日とは？

　昭和６０年１０月１日に「浄化槽法」が施行されたのを

記念して、昭和６２年に制定されたものです。

浄化槽とは？

　便所の汚水と生活排水を併せて処理する合併処理浄

化槽と便所の汚水のみを処理する単独処理浄化槽があ

ります。単独処理浄化槽は浄化槽とみなすという意味

で「みなし浄化槽」と呼ばれています。

　平成１３年４月１日から単独処理浄化槽の新設が禁止

され、浄化槽を設置する場合は、合併処理浄化槽の設

置が義務づけられました。

　浄化槽は、下水道と同じように生活排水をきれいな

水にして河川や水路に流します。処理後の汚れは約１

／１０となりますが、誤った使い方をしたり、維持管理

をきちんと行わないと、水質が悪くなったり、悪臭を

発生させるなど、逆に生活環境を悪くする原因になり

ます。

　浄化槽を使用されている皆さんは次のことを心がけ

て正しく使用してください。

潤台所では・・・・・・・・使った油や調理くずを流さない

潤トイレでは・・・・・・①洗浄水は十分に流す

　　　　　　　　　②トイレットペーパー以外の異物

　　　　　　　　　　は流さない

潤浄化槽周辺では・・①マンホールの上に物を置かない

　　　　　　　　　②送風機（ブロワー）電源を切らない

保守点検・清掃・法定検査の実施

潤年に１回の法定検査を必ず受けましょう

　法定検査の実施機関・・（財）佐賀県環境科学検査協会

潤保守点検および清掃については適切に行いましょう

　保守点検は、佐賀県に登録している浄化槽保守点検

業者に委託してください。

　清掃は、鹿島市が許可している浄化槽清掃業者に依

頼してください。

　汲取式便槽（簡易水洗など）、単独処理浄化槽を設置

されているご家庭で、合併処理浄化槽へ切り替える場

合、補助制度もありますので気軽にご相談ください。

 　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６詳しくは

お
知
ら
せ

情報掲示板ワイド

　全国各地で高齢者を狙った振り込め詐欺が多発して

います。

　公的機関の職員を名乗り、医療費や保険料の還付金

の名目で、お金を銀行などにあるＡＴＭ（現金自動預

払機）で振り込ませようとする事件が多発しています。

　市の職員が医療費などの還付について、電話でＡＴ

Mでの手続きをお願いすることは絶対にありません。

　もし、不審な電話があった場合には、相手の氏名・

電話番号を聞き、市保険健康課または佐賀県後期高齢

者医療広域連合までお問い合わせください。

 　市保険健康課国保係　緯（６３）２１２０

　　　　　佐賀県後期高齢者医療広域連合

　　　　　緯０９５２（６４）８４７６

詳しくは

医療費・保険料の還付金詐欺にご注意ください
お
知
ら
せ
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　市では、市民の皆さんに環境に関するイベントを通して「人と地球にやさしい生活」を実感してもらおうと、

エイブル周辺でかしまエコフェスタを開催します。もっとエコを知ってエコひいきになりましょう！

１０時～１４時　エイブル２階調理実習室

岳食と環境に関する話の後に旬の食材を

　使った調理を行います。

②エコクッキング講②エコクッキング講座座

１０時～１６時　市役所玄関前

※試乗（運転）するには免許証が必要です。

①電気自動車試乗①電気自動車試乗会会

１０時～１５時　市役所玄関前受付

岳電気自動車を試乗（運転）するには免許

　証が必要です。

①エコカー展示・試乗①エコカー展示・試乗会会

１３時～１４時３０分　エイブル２階和室

岳新聞を使ったマイバッグ作り

④子どもエコ工作教④子どもエコ工作教室室（小学生対象（小学生対象））１０月３０日（日）
開　催

恭参加者を募集しています！

　上記②④に参加を希望する人は、１０月２１日（金）までに申し込みが

　必要です。（定員各２０人、先着順受付となります。）

　※エコクッキング講座は、参加費（大人５００円、子ども３００円）が必要です。

 　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６

　　　　　または市のホームページをご覧ください。

詳しくは

かしまエコフェスタを開催
イ
ベ
ン
ト

１３時３０分～　エイブルエントランスロビー

（なくなり次第終了となります。）

※サイズは１２０cmまで、無料配布

⑤子ども服おゆずりコーナ⑤子ども服おゆずりコーナーー

９時～１５時　エイブルエントランスロビー

地球温暖化や太陽光発電設備などに関す

る展示コーナーを設置します。

⑥パネル展示コーナ⑥パネル展示コーナーー

１３時～１４時３０分　エイブル１階いきいきルーム

岳講演のほか、太陽光発電設備に関する

　展示や補助制度のお知らせもあります。

③講演③講演会会～～省エネと太陽光省エネと太陽光発発電電～～

　「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「水戸黄門」の“うっかり八兵衛”役でおなじ

みの人気俳優、高橋元太郎さんによる講演や福祉関係

者による「佐賀にわか」など、たくさ

んの催しを準備しています。　併せて

福祉施設の自主製作品販売なども行

います。

と　　き　１１月１２日（土）受付１２時１５分　開演１２時４５分

と　こ　ろ　市民会館ホール

演　　題　『人生は出会い、ふれあい、支え合え』

入　場　料　無料（入場整理券がひとり一枚必要）

そ　の　他　入場整理券（お楽しみ抽選会の抽選券つき）は、

　　　　　事前に直接受け取り、当日ご持参ください

入場整理券配布場所（１０月１１日（火）から配布します）

　胸鹿島市社会福祉協議会（福祉会館１階）

　胸６地区公民館　胸市民図書館　胸エイブル２階

　胸高津原コミュニティセンターかんらん

 　鹿島市福祉のつどい実行委員会（市社協内）

　　　　　緯（６２）２４４７

詳しくは

お
知
ら
せ

第６回　鹿島市福祉のつどいを開催
イ
ベ
ン
ト

情報掲示板ワイド

７月２４日、テレビの地デジ化が完了しました。対応がまだの人、お困りの人は、デジサポ佐賀緯０９５２（４３）１２１２へ
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「第２０回鹿島市盛年の集い」を開催します

　市では、６５歳になられる皆さんが一堂に会し、自己

の生き甲斐を新たな気持ちで見つめ、その門出を祝う

記念行事としてこの集いを開催します。

と　　き　１２月１１日（日）　１３時３０分～

と　こ　ろ　エイブルホール

主　　催　鹿島市・鹿島市教育委員会

内　　容　式典およびアトラクション

対　象　者　平成２３年４月２日から平成２４年４月１日ま

　　　　　でに６５歳を迎える人で、下記のいずれかに

　　　　　該当する人

　　　　　①鹿島市内に住民票を登録している人

　　　　　　（開催の通知を送付します）

　　　　　②過去に鹿島市に居住していた人

　　　　　③その他出席を希望される人

　　　　　※市外在住のお知り合いにも、お声をかけ

　　　　　　てください

 　生涯学習課社会教育係　緯（６３）２１２５詳しくは

募
　
集

詐欺的な投資勧誘トラブルに
ご注意ください！

　「未公開株」「社債」「ファンド」「外国通貨」

「水資源開発」「鉱山開発権利」「温泉付き有料老人

ホーム」など、名目はさまざまです。

　消費者の投資意欲をあおったり、被害を回復したい

という心理につけ込んで巧妙に勧誘します。しかし、

お金を振り込んだ後、業者との連絡が取れなくなるな

ど被害も多数発生しています。次のような手口や勧誘

文句にご注意ください。

劇　場　型

　パンフレットが送られてきて、複数の者が入れ替わ

　り電話をかけてきます。それぞれの役を演じながら

　共謀して、言葉巧みに消費者を勧誘します。

　覚「Ａ社の株をお持ちでしたら、値上がり確実なので高値で買い取

　　ります。」「鉱山開発の権利を買えば高値で取引されます。」

被害回復型

　過去に未公開株などを購入し、被害を受けた消費者

　に被害回復の話を持ちかけて、新たに未公開株など

　を購入させたり手数料を要求したりします。

　覚「過去に購入した株を買い取って被害を回復してあげます。

　　その代わりに別の会社の未公開株を購入してください。」

代理購入型

　謝礼や高価買取りを約束して勧誘をします。

　覚「限られた人しか購入できない。代わりに購入し

　　てくれれば高値で買い取る。」

公的機関装い型

　金融庁（その他の公的機関名）などをかたって電話をかけ、消

　費者を安心させて未公開株などを購入させる勧誘をします。

　覚「未公開株がらみの詐欺が多発しており、被害調査していま

　　す。何か被害はありませんか？」「この銘柄は大丈夫。」

　安易なもうけ話には、耳を貸さない、手を出さない、

という強い気持ちが大切です。一度お金を支払うと取

り戻すことは困難です。慎重に対応するように心がけ

ましょう。

◎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

お
知
ら
せ
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　佐賀大学では環境学習の指導者および地域振興の

リーダーとなる人材などの育成を目指し、有明海とそ

の沿岸域における環境、生活、地域文化等について、

講義と体験、実習などを通して学んでいただく講座を

全部で５回開催します。興味がある人はぜひ受講して

ください。

と　　き　第１回目　１０月１５日（土）１３時～１８時

と　こ　ろ　道の駅鹿島　七浦海浜スポーツ公園体育館

　　　　　（佐賀大学「鹿島干潟環境学習サテライト」）

定　　員　２０人程度（原則全５回の受講）

受　講　料　１,０００円（全５回分の資料代）

　　　　　※別途、実験費用の実費負担の場合あり

申し込み　七浦地区振興会干潟体験事業部　緯（６３）１７６８

問合せ先　佐賀大学　五十嵐　勉　緯０９５２（２８）８７３２

「有明海学～市民の科学講座～」の受講者を募集します

情報掲示板ワイド
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なくそう！高齢者虐待
～地域ぐるみで見守り、支え合いましょう～

　すべての人が、住みなれた地域で安心して生涯を過ごすためには、地域で暮らす一人

ひとりが虐待を未然に防ぎ、助け合える地域づくりに取り組んでいくことが大切です。

　高齢者や介護している人たちが孤立しないように、地域の皆さんであたたかく見守り、

支え合っていきましょう。

身体的虐待

　煙平手打ちをする、つねる、殴る、ける、無理

　　やり食事を口に入れる、やけど・打撲させる

　煙ベッドに縛り付ける、意図的に薬を過剰に

　　服用させたりして、身体拘束、抑制をする

　など

介護・世話の放棄・放任

　煙異臭がする、皮膚が汚れている

　煙水分や食事を十分に与えられていない、空腹

　　状態が長時間にわたって続いたり、脱水症状

　　や栄養失調の状態にある

　煙高齢者本人が必要とする介護・医療サービス

　　を理由なく制限したり使わせない　　　　　など

高齢者虐待には、さまざまな行為があります

　高齢者の虐待では、社会的なサービスが効果的に活用されていれば防げたり、または最悪の事態は避けられた

かもしれないと悔やまれるような事例が多くあります。

　介護は長期にわたるため、家族だけでがんばっても限界があります。無理をせず、さまざまなサービスや制度

を利用して、介護する人の負担を軽減するようにしましょう。

介護の負担を抱え込んでいませんか？

 　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

　　　　　市地域包括支援センター　緯（６３）２１６０

詳しくは

心理的虐待

　煙排泄の失敗を嘲笑したり、それを人前で話す

　　などして恥をかかせる

　煙怒鳴る、ののしる、悪口を言う、無視する

　煙侮辱を込めて、子供のように扱う  　　　など

性的虐待

　煙排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸に

　　して放置する

　煙キス、性器への接触、わいせつな行為を強要する

　など

経済的虐待

　煙日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない

　煙本人の不動産、年金、預貯金などを本人の

　　意思・利益に反して使用する

　など

　虐待を受けている高齢者や介護に疲れた家族の

サインに、身近な人が早めに気づくことが、虐待

防止の第一歩です。

　「虐待かもしれない」と思う事があれば市保険

健康課窓口や地域包括支援センターに相談・連絡

してください。
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　鹿島バスセンター　⇔　柿原・尾崎（横田）　鹿島バスセンター　⇔　長野（行成経由）　鹿島バスセンター　⇔　新　　　　　籠

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

（７：２５）　（７：００）　（７：１０）

広平行
（６：５０）

８：２０　８：０５　

８：４５　８：１５　　鹿島バスセンター　⇔　大野（横田経由）

１２：２０　１１：５０　９：００　８：３５　大 野 発鹿島バスセンター発

１６：４０　１６：１０　１３：４０　１３：２０　７：３０　７：０２　

尾 崎 発鹿島バスセンター発（１６：３０）（１６：０５）９：００　８：３２　

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

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

矢 答 発　鹿島バスセンター発
　７：３７　

　７：２５　

祐徳神社前発

１６：００　１５：３０　

７：２２　

祐徳神社前まで
６：５０　

ー（１７：５０）

９：３５　９：２０　
祐徳神社前発　鹿島バスセンター　⇔　広平（行成経由）

１４：３０　

祐徳神社前まで

１４：１０　

祐徳神社前発

１３：５５　
祐徳神社前まで１３：３０　広 平 発鹿島バスセンター発

１６：３０　
祐徳神社前まで１６：００　

７：４０　

（７：１７）

能古見農協前発 （１７：０５）
祐徳神社前まで

（１６：４５）
祐徳神社前発（１７：４５）（１７：３０）

祐徳神社前発

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

※７：１０　

１７：３０　１６：５０　

怯市内路線バスの時刻表

　路線バスは、学生や高齢者にとって、通学や通院、買い物など生活の足として大変重要な役割を担っ

ています。

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

より運行を維持しています。全国的なマイカーの普及、増加によって、地域の公共交通の利用者は年々

減少しています。鹿島市も例外ではなく、利用者の減少により路線バスの維持が大変困難な状況になっ

ています。

　このような中、今後の地域公共交通の維持、あり方について策定した「鹿島市地域公共交通総合連携

計画（平成２１年度）」に基づいて、昨年１０月から「市内循環バス」、「高津原のりあいタクシー」の試験

運行を実施しています。

　これら地域公共交通を維持するには、皆さんの利用が欠かせません。公共交通を利用することで、地

球温暖化の原因となるＣＯ２の排出削減にも貢献できます。皆さんの一人ひとりの思いで、生活の足を守

るため、より一層の利用をお願いします。

　下記に市内の路線バスの時刻表を、裏面に市内循環バス、高津原のりあいタクシーの時刻表を掲載し

ていますので、ご利用ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　企画課企画係　緯（６３）２１０１詳しくは

みんなで守ろう公共交通
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西　回　り東　回　り

１６：００１３：００８：００鹿島バスセンター１５：００１０：００９：００鹿島バスセンター
１６：０１１３：０１８：０１鹿島新町（織田病院前）１５：０１１０：０１９：０１鹿島新町（織田病院前）
１６：０３１３：０３８：０３ピオ・納富病院前１５：０３１０：０３９：０３ピオ・納富病院前

１６：０４１３：０４８：０４高木眼科前１５：０４１０：０４９：０４高木眼科前

１６：０５１３：０５８：０５御神松１５：０５１０：０５９：０５御神松

１６：０７１３：０７８：０７鹿島総合庁舎前１５：０７１０：０７９：０７鹿島総合庁舎前

１６：０８１３：０８８：０８西牟田(別府整形外科前)１５：０８１０：０８９：０８西牟田(別府整形外科前)

１６：１０１３：１０８：１０公園入口(佐賀西信用前)１５：１０１０：１０９：１０公園入口(佐賀西信用前)

１６：１１１３：１１８：１１鹿島・中川１５：１１１０：１１９：１１鹿島・中川

１６：１２１３：１２８：１２鹿島市役所・エイブル前１５：１２１０：１２９：１２鹿島市役所・エイブル前

１６：１３１３：１３８：１３執行分１５：１３１０：１３９：１３泉通り

１６：１４１３：１４８：１４行成公民館１５：１４１０：１４９：１４小舟津

１６：１５１３：１５８：１５九州労働金庫前１５：１５１０：１５９：１５鹿島農協入口

１６：１６１３：１６８：１６西部中学校前１５：１５１０：１５９：１５しめご橋

１６：１７１３：１７８：１７どんとこい前１５：１６１０：１６９：１６ドラモリ・コメリ前

１６：１８１３：１８８：１８行成１５：１７１０：１７９：１７ララベル前

１６：１９１３：１９８：１９ララベル前１５：１８１０：１８９：１８行成

１６：２０１３：２０８：２０ドラモリ・コメリ前１５：１９１０：１９９：１９どんとこい前

１６：２１１３：２１８：２１しめご橋１５：２０１０：２０９：２０西部中学校前
１６：２１１３：２１８：２１鹿島農協入口１５：２１１０：２１９：２１九州労働金庫前

１６：２２１３：２２８：２２小舟津１５：２２１０：２２９：２２行成公民館

１６：２３１３：２３８：２３泉通り１５：２３１０：２３９：２３執行分
１６：２４１３：２４８：２４鹿島市役所・エイブル前１５：２４１０：２４９：２４鹿島市役所・エイブル前

１６：２５１３：２５８：２５鹿島・中川１５：２５１０：２５９：２５鹿島・中川

１６：２６１３：２６８：２６公園入口(中川たねもの前)１５：２６１０：２６９：２６公園入口(中川たねもの前)

１６：２７１３：２７８：２７西牟田(別府整形外科前)１５：２７１０：２７９：２７西牟田(別府整形外科前)

１６：２８１３：２８８：２８鹿島総合庁舎前１５：２８１０：２８９：２８鹿島総合庁舎前

１６：３１１３：３１８：３１御神松１５：３１１０：３１９：３１御神松

１６：３２１３：３２８：３２高木眼科前１５：３２１０：３２９：３２高木眼科前

１６：３３１３：３３８：３３ピオ・納富病院前１５：３３１０：３３９：３３ピオ・納富病院前

１６：３５１３：３５８：３５鹿島新町(織田病院前)１５：３５１０：３５９：３５鹿島新町(織田病院前)

１６：３６１３：３６８：３６鹿島バスセンター１５：３６１０：３６９：３６鹿島バスセンター

平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２２３３３３３３３３３３３年年年年年年年年年年年１１１１１１１１１１１０００００００００００月月月月月月月月月月１１１１１１１１１１日日日日日日日日日日かかかかかかかかかからららららららららら路路路路路路路路路路線線線線線線線線線線変変変変変変変変変変更更更更更更更更更更にににににににににに伴伴伴伴伴伴伴伴伴伴月１日から路線変更に伴いいいいいいいいいいい

時時時時時時時時時時刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻表表表表表表表表表表がががががががががが変変変変変変変変変変わわわわわわわわわわりりりりりりりりりりまままままままままま時刻表が変わりますすすすすすすすすすす
○運賃　大人２００円／回　高校生以下１００円／回　未就学児無料

○運休　祝祭日および毎週日曜日、１２月３１日～１月３日市内循環バス時刻表
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

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

橋
橋

○運賃　大人３００円／回　高校生以下１００円／回　未就学児無料

○運行　毎週火曜日・木曜日・土曜日

○運休　祝祭日および８月１３日～１５日，１２月３１日～１月３日

高津原のりあいタクシー時刻表
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

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

橋
橋

 　企画課企画係　緯（６３）２１０１詳しくは

市内循環バスなど時刻表改正のお知らせ

高校線

７：５５鹿島駅前

８：００鹿島実業高校

８：０３鹿島高校

高津原線（往路）

１０：００９：００８：１５かんらん

１０：０１９：０１８：１６旭ヶ岡保育園前

１０：０３９：０３８：１８吹上荘

１０：０５９：０５８：２０体育館前

１０：０７９：０７８：２２田澤記念館

１０：０９９：０９８：２４天神様前

１０：１１９：１１８：２６西峰団地

１０：１３９：１３８：２８旧公民館

１０：１５９：１５８：３０鷲ノ巣

１０：１７９：１７８：３２別府整形外科

１０：１９９：１９８：３４モリナガ

１０：２１９：２１８：３６高木眼科医院前

１０：２３９：２３８：３８織田病院

１０：２５９：２５８：４０犬塚病院

１０：３０９：３０８：４５鹿島駅前

高津原線（復路）

１３：００１２：１５鹿島駅前

１３：０３１２：１８犬塚病院

１３：０５１２：２０織田病院

１３：０７１２：２２高木眼科医院前

１３：０９１２：２４モリナガ

１３：１１１２：２６別府整形外科

１３：１３１２：２８鷲ノ巣

１３：１５１２：３０旧公民館

１３：１７１２：３２西峰団地

１３：１９１２：３４天神様前

１３：２１１２：３６田澤記念館

１３：２３１２：３８体育館前

１３：２５１２：４０吹上荘

１３：２７１２：４２旭ヶ岡保育園前

１３：２８１２：４３かんらん
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路線、のりば案内

市内循環バス・高津原のりあいタクシーの路線、のりば

の　り　ば　名№の　り　ば　名№

行成公民館⑫鹿島バスセンター　　※①

九州労働金庫前⑬鹿島新町（織田病院前）※②

西部中学校前　　　　※⑭ピオ・納富病院前③

どんとこい前⑮高木眼科医院前④

行成　　　　　　　　※⑯御神松⑤

ララベル前⑰鹿島総合庁舎前　　　※⑥

ドラモリ・コメリ前⑱西牟田（別府整形外科前）※⑦

しめご橋　　　　　　※⑲公園入口（佐賀西信用前）※⑧

鹿島農協入口　　　　※⑳鹿島中川　　　　　　※⑨

小舟津　　　　　　　※　鹿島市役所・エイブル前⑩

泉通り　　　　　　　※執行分　　　　　　　※⑪

の　り　ば　名№の　り　ば　名№

モリナガ⑪かんらん①

高木眼科医院前⑫旭ヶ岡保育園前②

織田病院⑬吹上荘③

犬塚病院⑭体育館前　　　　※④

鹿島駅前⑮田澤記念館⑤

鹿島実業高校⑯天神様前⑥

鹿島高校⑰西峰団地⑦

旧公民館前⑧

鷲ノ巣⑨

別府整形外科⑩

市内循環バスのりば 高津原のりあいタクシーのりば

※祐徳バス（株）の路線バス停留所を併用しています

路線図

　市内循環バス　

　高津原のりあいタクシー

　　　高津原線　

　　　高　校線　
※丸数字は路線毎ののりばです。
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市市市市市市市市市市内内内内内内内内内内循循循循循循循循循循環環環環環環環環環環ババババババババババススススススススススとととととととととと高高高高高高高高高高津津津津津津津津津津原原原原原原原原原原ののののののののののりりりりりりりりりりああああああああああいいいいいいいいいいタタタタタタタタタタククククククククククシシシシシシシシシシーーーーーーーーーー市内循環バスと高津原のりあいタクシーののののののののののの

おおおおおおおおおお得得得得得得得得得得なななななななななな回回回回回回回回回回数数数数数数数数数数券券券券券券券券券券のののののののののの販販販販販販販販販販売売売売売売売売売売をををををををををを始始始始始始始始始始めめめめめめめめめめままままままままままししししししししししお得な回数券の販売を始めましたたたたたたたたたたた
　市内循環バスと高津原のりあいタクシーで、それぞれで利用できる回数券ができました。
　大変お得になっていますので、普段のご利用や、プレゼント用にぜひお買い求めください。

市内循環バス

　購入場所　祐徳バス中川営業所　緯（６２）４５９５
　　　　　　※循環バスの車内でも販売しています。

　　　　　　鹿島市役所３階企画課　緯（６３）２１０１
　購入金額　１,０００円（１００円券１２枚綴り）　２枚お得

　　　　　　３,０００円（１００円券４０枚綴り）　１０枚お得

高津原のりあいタクシー

　購入場所　再耕庵タクシー本社　緯（６２）２１７１
　　　　　　鹿島市役所３階企画課　緯（６３）２１０１
　　　　　　高津原公民館（かんらん）　緯（６２）３６１１
　購入金額　１,０００円（１００円券１２枚綴り）　２枚お得

　　　　　　３,０００円（１００円券４０枚綴り）　１０枚お得

回数券販売場所

市市市市市市市市市市内内内内内内内内内内循循循循循循循循循循環環環環環環環環環環ババババババババババススススススススススとととととととととと高高高高高高高高高高津津津津津津津津津津原原原原原原原原原原ののののののののののりりりりりりりりりりああああああああああいいいいいいいいいいタタタタタタタタタタククククククククククシシシシシシシシシシーーーーーーーーーーのののののののののの利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用状状状状状状状状状状市内循環バスと高津原のりあいタクシーの利用状況況況況況況況況況況況
　「市内循環バス」と「高津原のりあいタクシー」の利用状況をお知らせします。

　これらは、平成２２年１０月から新しい地域の足（移動手段）として、トリガー制度※の補助事業を活用して試験運行を

開始しました。

　皆さんの利用が少ない場合、運行の継続が困難になります。市内での通院やお買い物に利用して、生活の足を

守っていきましょう。

※トリガー制度：試験運行期間内（３年間）に、一定の利用が見込めない場合は、本運行に移行しない制度。

市内循環バスの乗車数

（平成２２年１０月～平成２３年８月）

高津原のりあいタクシーの乗車数

（平成２２年１０月～平成２３年８月）

回数券販売のお知らせなど
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鹿島市日韓子ども交流団　韓国へ！

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
活動紹介

9月１２日

嬉野、鹿島、太良の理容店で構

成する佐賀県理容組合鹿島支

部の皆さんが旭ヶ岡公園周辺

のボランティア清掃活動を行

いました。

この日は強い日差しの中、約

５０人が公園周辺の除草作業や

ごみ拾いを行いました。

皆さん暑い中ありがとうござ

いました。

　北鹿島小学校の日韓子ども交流団のメ

ンバー３７人（５・６年児童２８人、引率９人）

が、８月２３日から８月２６日まで、昨年姉

妹校締結を交わした韓国 高興郡 の 大西 初
こふんぐん てそ

等学校を訪問しました。

　１日目、バスとビートルを乗り継いで

１０時間。学校に着いたのは夕方でしたが、

全校児童や保護者・地域の人たちに熱烈

な歓迎を受けました。北鹿島小学校の児

童は、「鹿島一声浮立」とリコーダー奏を披露し、「むつごろう木彫額」や「手

作りマスコット・名刺、絵」や「稲荷ようかん」をプレゼントしました。その夜

は、さっそくホームステイでした。言葉は、なかなか通じなかったけれど、身振

り手振りで伝え合い、とても楽しく過ごせたようです。

　２日目は、 楽安邑城 や宇宙科学館の見学と買い物、３日目はあさり採りと干潟
ながんうぷそん

体験、レクゲームでした。３日間、韓国の子どもたちとずっと一緒に過ごし、と

ても仲良くなりました。

　韓国を実際に訪問して、生活の様子や文化の違いを肌で感じることができ、お

互いに尊重し合うことや相手を思いやることを学びました。国を越えた人と人と

の結びつき「絆」を深めた貴重な体験となりました。

　鹿島市・嬉野市・太良町の３市町によ

る「災害時の相互支援に関する協定書」

の調印式が8月31日に鹿島市役所で行わ

れ、それぞれの市・町長が調印を行い、

協定が締結されました。

　これによって、大規模災害が発生し、

独自では対応できない場合に、食料や飲

料水などの物資の提供や、職員派遣など

の支援体制が整いました。また、緊急時

には、要請がなくても支援できることとし、

今まで以上に連携が強化されることになりました。

「災害時の相互支援に関する協定」を締結

　９月１４日、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（１０７歳）です。

　ケアコートゆうあいで、賞状やお祝い

金を手渡し、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２４人です。　

市内最高齢者を訪問

寓左から嬉野市長、鹿島市長、太良町長

寓市内最高齢の嘉村さん（写真中央）

受賞者紹介

9月6日（ロンドン時間）

イギリス・ロンドンで開催され

た「インターナショナル・ワイ

ン・チャレンジ２０１１」アワード

ディナー席上において、富久

千代酒造（有）の「鍋島大吟醸」

がＳＡＫＥ部門の最高賞であ

る「チャンピオン・サケ」に選

ばれました。

受賞おめでとうございます。

富久千代酒造（有）の

「鍋島大吟醸」がチャンピオ

ン・サケを受賞

寓富久千代酒造の飯盛社長ご夫妻
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恭読書週間イベントのおしらせ

　皆さんがおすすめする本の紹介文を葉っぱにして、「気」になる本の

「木」を育てます。おすすめしたい本、ぜひ読んでもらいたい本をご

紹介ください。

　ヤングコーナーでは、募集していたおすすめ本のポップと紹介され

た本を展示しています。展示されている本も貸し出しができます。ヤ

ングコーナーの場所が分からない場合は職員までお尋ねください。

恭１０月の館内整理日は１０月２６日（水）です

　通常、館内整理日は最終木曜日ですが、最終木曜日が読書週間と重

なってしまうため２６日（水）に変更します。読書週間の期間中は展示や

イベントを行いますので、ぜひご来館ください。

 　鹿島市民図書館　緯（６３）４３４３詳しくは

１０月２７日（木）から１１月９日（水）は

読書週間です
市　民
図書館

鹿島文教 の恩人

『谷口 藍田 展』
ら ん で ん

床　の　間
コーナー

　１０月・１１月の床の間コー

ナーは、有田に生まれた儒学

者で、明治２年、鹿島藩主鍋

島 直彬 公に請われて藩校弘文
なおよし

館（現在の鹿島高校、鹿島実

業高校）や私塾で人材教育を

行った谷口藍田をご紹介します。

　大隈重信や副島種臣が師と仰いだフル

ベッキを生徒に持つ偉大な藍田の、鹿島

ゆかりの書や掛け軸などを展示します。

展　　示　１０月４日（火）～１１月３０日（水）

 　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

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。

 　かしま市民立楽修大学　緯（６３）２１３８詳しくは

　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

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

宝くじ文化公演 森公美子コンサート
～カモナ・マイ・ドリーム～

と　　き　１１月１９日（土）１８時３０分開演
と　こ　ろ　エイブルホール【全席指定】
入　場　料　一般　２,０００円（当日２,５００円）
　　　　　高校生以下１,０００円（当日１,５００円）
　※この公演は、宝くじ助成の特別
　　料金のため、楽修大学生の特典
　　はありません
　※前売券が完売の場合は当日券は
　　ありません
　※未就学児童の入場はご遠慮くだ
　　さい

発　売　日　１０月８日（土）～
　　　　　１人２枚まで購入可
プレイガイド（発売時間は異なります）
　胸楽修大学事務局（エイブル２階）
　胸ピオ　胸ララベル
　胸モリナガ鹿島店　
　胸Ｑ－ＢＯＸ
　胸ゆめタウン武雄

 　かしま市民立楽修大学

　　　　　緯（６３）２１３８

詳しくは

受講料ところ開講期間講　師定員講　座　名

５００円/１回
エイブル２階

音楽スタジオ

１０月５日～平成２４年３月１４日

［水曜日開催］１０時～１２時
高橋　 伽宗 さん

かしゅう

２０人詩吟教室（ 神伽流 ）
しんかりゅう

５００円/１回
エイブル２階

和室

１０月１２日～平成２４年３月２８日

［水曜日開催］１８時３０分～２０時３０分
前畑　栄子さん１５人二胡教室②

４,０００円

全４回

（テキスト代１,２６０円）

エイブル２階

学習室

１１月１５日（火）～１８日（金）
①９時３０分～１２時
②１３時３０分～１６時
③１９時～２１時３０分

（株）ジェピック

１５人①パソコン入門編
パソコン

教室
１５人②ワードを使って年賀状作り

１５人③エクセル入門編

楽大生　　５００円
一般　１，０００円

材料費　①　５００円

　　　　②　８００円

エイブル２階

調理実習室

１０月８日（土）

［１回限り］１０時～１３時
福田　雅子さん２０人

①季節のテーブルコーディネート講座

～食卓に彩りを～

公

開

講

座

１０月９日・２３日（日）

［いづれか１回限り］１０時～１３時
 金 　
キム

 慶淑 さん
キョンスク

２０人
②韓国料理教室

～プルコギとナムル～

谷口藍田肖像画

エイブルからのお知らせなど
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“That easy for you to say” 

今月のキーフレーズ

№７０

（レ　イ）　１カ月間に１０カ国に行くのなんて

　　　　　簡単よね。

（エヴァン）　君にとってはそうかもしれないけど。

　　　　　僕、そんなお金持ってないから。

Ray:

Evan:

Going to 10 countries in one month is 
easy.
That is easy for you to say. I don't have 
that much money.

　この表現は、「あなたにとっては簡単でも、

ほかの人にとってはそうではない」といったときに使います。

　「Ｇｅｔ　ａ　ＶＩＣＴＯＲＹ」

　～闘士抱きし戦士達よ　今こそ燃

やせ東部魂～　のスローガンのもと、

第５０回記念となる東部中学校体育大

会が６月６日（月）に開催されました。

　どの種目も白熱した見応えのある

ものとなり、記念大会にふさわしい

見事な出来栄えでした。

＜生徒の感想＞

   最後の体育大会は最高に思い出に

残るものでした。ブロック長として

活動できるか不安がありましたが、

団員の協力のおかげで最後までやり

遂げることができました。中でも応

援合戦の隊形などがなかなか決まら

ず悩みました。しかし、残りの一週

間は「虎」をイメージした振り付け

をみんなで考えて作り上げることが

できました。本番は練習以上の声が

出て、黄組のみんながやっと一つに

なれた気がしました。総合優勝を取

れたことは本当に嬉しいことでした。

これもみんなの協力のおかげだと

思っています。

　この体育大会を通して、生徒たち

は、やり遂げることのすばらしさや

友人との絆の大切さなど様々なこと

を実感できたのではないかと思いま

す。いろんな場面でみんなそれぞれ

のいい思い出ができたこと、また大

切なことを学び成長できたことを大

変嬉しく思います。

東部中学校体育大会

鹿島東部中学校

校学 だ よ り

No.１７３

ジョリン先生

（エヴァン）　やあ、レイ！仕事を抜けて野球の

　　　　　試合見に行こうか。

（エミー）　あなたが言うのは簡単かもしれないけど。

　　　　　払うお金ないんでしょ。

Evan:

Amy:

Hey Ray, you shoud skip work and go to 
the baseball game.
That is easy for you to say. You don't have 
bills to pay.

こんなときこのひとこと、学校だより
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　昨年実施しました人権・同和問

題に関する「市民意識調査」では、

「基本的人権にかかわる問題で、

関心のあるもの、重要と思われる

もの」として、「障がい者の人権

問題」に５０.６％（複数回答）と最

も高い関心が寄せられています。

　内閣府の調査や県の調査でも、

同じ結果となっています。

　しかし、今回の東日本大震災や

原発事故の中で、関心の高さが障

がい者問題への理解や問題の解決

に十分結びついていなかったこと

も明らかになってきています。

　原発事故以降「節電」が課題と

なっていますが、実際に節電が始

まると、弱視などの視覚障がいが

ある人たちからは、「節電で役所

や駅などが薄暗くなると、段差に

気づかずに転倒する危険性がある。

過度の消灯はやめて。」という声

が上がりました。

　ある人は、「私たちは照明や案

内板の明かりを目印に歩く。明か

りは『道』と同じ」と、明かりの

必要性と視覚障がい者への理解を

求めておられます。

　また、「状況が急にひどく変わ

ると対応することが苦手」といわ

れている発達障がいのある子ども

たちのことが、新聞などでも数多

く取り上げられていました。

　地域の人たちの理解があって、

安心して避難所生活ができている

子もいます。しかし、避難所に避

難しても、状況が理解できず、強

い興奮を起こすため、やむなく壊

れた自宅に戻った家族。初めから

避難所生活をあきらめ、車中での

生活を続けている家族も数多くお

られたということです。

　「共生社会」を築くためにも、

障がいを持っている人たちへの理

解をさらに深めることが強く求め

られていると思います。

「障がい」を持つ人への理解を

さらに深めましょう

噛ご意見等をお寄せください　同和対策課　緯（６３）２１２６

ゴミの分別にご注意！

誤

正

 　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６詳しくは

　毎年１０月は、買い物袋持参運動の強化月間です！

　ＣＯ２削減、省資源、ごみの減量化のため、マイバッグを持ってお買い物にでかけましょう。

マイバックを使いましょう

プラ製おもちゃ ばけつ プラ製弁当箱

これらは　　　　ではありません

「もえるごみ」です！

〈なぜ？〉

　商品の「容器」や「包装に使

　われていたもの」が対象にな

　るためです。

　商品そのものがプラスチック

　の製品は対象外です。

このごみどの袋、人権の輪

No.９３

出せないもの

　胸臭いがついているもの

　胸劣化、汚れが激しいもの

　胸塗装されているもの　

　胸金属などプラスチック以外の

　　素材が使用されているもの

廃プラスチック製品（容器・包装ではないもの）を回収しています

と　き　毎月第３木曜の９時～１１時

ところ　市民会館裏の駐輪場

　もえるごみで出す以外に、回収していますのでご利用ください。
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　平成１６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

前に水道工事店より連絡があります。

※取り替え費用はかかりません。

と　　き　潤偶数月に水道料請求のお宅

　　　　　　１０月中

　　　　　潤奇数月に水道料請求のお宅

　　　　　　１１月中

対　　象　上水道給水区域一円

 　水道課管理係

　　　　　緯（６２）３７１８

 

　沖縄県糸満市の平和記念公園内に

沖縄戦で亡くなられた方々の氏名を

刻んだ記念碑「平和の 礎 」がありま
いしじ

す。次に該当する場合で、まだ刻銘

されていない方は、追加刻銘ができ

ます。

該　当　者　昭和１９年３月２２日から昭

　　　　　和２１年９月７日までの間、

　　　　　沖縄県区域と南西諸島周

　　　　　辺において、沖縄戦が原

　　　　　因で亡くなられた方。

 　福祉事務所社会福祉係

　　　　緯（６３）２１１９

おお知知ららせせ
水道メーターを
取り替えます

詳しくは

沖縄戦で亡くなられた方
のご遺族の方へ

詳しくは

 

　簡単な種目で、体力測定できる

「体力テスト」を実施します。

　体力に自信のある人、日頃の運動

不足を感じている人、実体力年齢を

測定してみませんか。

と　　き　１０月４・１１・１８日（火）

　　　　　１９時～（随時受付）

と　こ　ろ　市民体育館

内　　容　握力・上体起こし・長座体前屈・

　　　　　反復横とび・立ち幅とび・２０ｍ

　　　　　シャトルランなど

対　　象　２０歳以上６４歳以下の男女

そ　の　他　運動できる服装、体育館

　　　　　シューズ、タオル、飲み物

　　　　　を持参ください

 　生涯学習課スポーツ係

　　　　　緯（６３）２１２５

「スポーツテスト」
に参加しませんか

詳しくは

 

　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。

１０月の放映予定…興教大師　 覚鑁上人 
かくばんしょうにん

　１９日（水）８時～、１３時～

　２０日（木）１０時～、１９時～

　２３日（日）１９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

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

　一定面積以上の土地について売買などの取引をした場合には、国土利用

計画法により、契約締結後２週間以内に、買主が土地の利用目的および取

引価格等を届け出なければなりません。県では、その利用目的が公表され

ている土地利用に関する計画に適合しているかなどを審査し、場合によっ

ては利用目的の変更を勧告することがあります。

　届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰則が科せられることがあり

ます。

【届出義務者】買主

【届出の時期】契約締結後2週間以内

【届　出　先】土地の所在する市町村

【罰　　　則】６ヵ月以下の懲役または

　　　　　　　１００万円以下の罰金

 　県土地対策課　緯０９５２（２５）７０３４

　　　　　企画課企画係　緯（６３）２１０１

詳しくは

　２,０００㎡以上　市街化区域

　５,０００㎡以上
 市街化区域以外の
 都市計画区域

１０,０００㎡以上
 都市計画区域以外 
 の区域

１０月は『土地月間』
一定面積以上の土地の売買には届出が必要です

　平成１７年４月２日から平成１８年４月１日までに生まれたお子さんは、

必ず受診してください。 

 　教育総務課学校教育係　緯（６３）２１０３詳しくは

来年小学校に入学する新入学児童の
健康診断を行います

開　始受　付実　施　日学 校 名

　１４時３０分～　１４時～１４時３０分１０月４日（火）北鹿島小学校

１４時～　　１３時３０分～１４時１０月６日（木）浜 小 学 校

１４時３０分～１４時～１４時３０分１０月１２日（水）古枝小学校

１５時～　　１４時３０分～１５時１０月１８日（火）七浦小学校

１４時３０分～１４時～１４時３０分１０月１８日（火）鹿島小学校

１４時３０分～１４時～１４時３０分１０月２１日（金）明倫小学校

１５時～　　１４時３０分～１５時１０月２７日（木）能古見小学校

情報掲示板　愚　お知らせ

潤市税集合徴収分

潤介護保険料の

第５期の口座振替日

１　０　月　３１日（月）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）
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恭緑地保全管理講習の受講生募集

　庭木の整枝・剪定、病害虫の消毒

・対処などを学ぶ実践的講習です。

と　　き　１１月８・９・１０・１1・1５・16・

　　　　　17・18日(8日間)

と　こ　ろ　シルバー人材センター

受講対象　５５～６０歳代前半の人、ハロー

　　　　　ワークに求職届けをした人

定　　員　２５人(受講料無料)

申込締切　１０月２４日（月）

恭各種作業の注文をお受けします。

　気軽にご相談、ご注文ください。

恭刃物研ぎいたします。

と　　き　１０月２０日（木）８時３０分～

恭会員を募集しています。（６０歳以上）

説　明　会　１０月２０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

 

 

テ ー マ　子どもや保護者・地域の

　　　　　願いをもとに新たな取り

　　　　　組みの創造を

と　　き　１０月２８日（金）

と こ ろ　西九州大学ほか

参 加 費　１，０００円

主　　催　佐賀県教育委員会

　　　　　同大会実行委員会

詳しくは、大会ホームページをご覧く

ださい。http://sajinkyo.p1.bindsite.jp

 

　県立うれしの特別支援学校の児童、

生徒が日頃の学習の成果を発表しま

す。皆さんぜひお越しください。

と　　き　１０月２９日（土）９時５０分～

と　こ　ろ　うれしの特別支援学校(嬉野市)

内　　容　午前の部　ステージ発表

　　　　　午後の部　作業製品販売など

 　うれしの特別支援学校

　　　　　緯（６６）４９１１

気軽にご利用ください！
シルバー人材センター

問合せ・ご注文

イイベベンントト
第４１回佐賀県人権・同和

教育研究大会

第５回　とうせん祭

詳しくは

 

　高齢者陶芸教室生徒の作品展示と作

品のチャリティーバザーを開催します。

と　　き　１０月２６日（水）～２８日（金）

　　　　　９時３０分～１６時３０分

と　こ　ろ　【展示】　市役所１階ホール

　　　　　【販売】　市役所ピロティー

 　保険健康課長寿社会係

　　　　　緯（６３）２１２０

 

　毎年恒例の経ヶ岳登山を今年も開催

します。ガイドが同行しますので、初

心者の人も安心して参加できます。

　紅葉を楽しみながら、県内最高峰

「経ヶ岳」登山にチャレンジしてみませ

んか。下山後はイノシシ汁をどうぞ！

と　　き　１１月１２日（土）９時～１６時３０分

　　　　　※雨天の場合１１月２６日（土）

集合場所　自然の館「ひらたに」

定　　員　３０人（小学４年生以上）

参　加　費　１,０００円（昼食代・傷害保険料含む）

持　参　品　飲み物・タオル・着替え・

　　　　　軍手・防寒着・雨具など

 

　　　　　自然の館「ひらたに」

　　　　　緯（６４）２５７９

　　　　　※毎週火曜日は休館です

 

　原木の搬出から炭焼き、窯開きに

至るまでの工程を体験できます。

　夕食はバーベキュー、自分で作っ

た木炭は最終日に持ち帰ることがで

きます。

と　　き　１０月２２日（土）～２３日（日）、

　　　　　１１月６日（日）

と　こ　ろ　自然の館「ひらたに」

講　　師　尾崎辰次さん

定　　員　４０人

参　加　費　５,５００円（中学生以下４,５００円）

　　　　　（１泊２日３食付き）

持　参　品　タオル・洗面道具・パジャ

　　　　　マ・着替え・軍手など

 

　　　　　自然の館「ひらたに」

　　　　　緯（６４）２５７９

　　　　　※毎週火曜日は休館です

高齢者陶芸教室
作品の展示・即売会

詳しくは

第７回秋の経ヶ岳登山

申込・問合せ先

木炭作りにチャレンジ！
～ひらたに自然塾～

申込・問合せ先

 

　家族のふれあいと健康づくりを目的

に、ウォークラリー大会を開催します。

　鹿島の自然や景色に触れながら楽し

く歩きませんか。※参加費無料

と　　き　１０月２９日（土）９時～１２時

集合場所　横田公民館駐車場

　　　　　（市民体育館入口）

コ　ー　ス　旭ヶ岡公園と蟻尾山公園

　　　　　めぐりコース（５キロ）

参加資格　１チーム５人以内（３～５人編成）

定　　員　５０人

そ　の　他　参加者にはおにぎりと豚汁を用意します

 

　　　　　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯（６２）２４４７

 

 

　南部地区の医師会、薬剤師会、歯

科医師会、栄養士会による糖尿病市

民公開講座を開催します。

　また、相談コーナーや血糖値測定

コーナー、糖尿病モデル食の展示、

理学療法士による簡単な運動療法も

行います。※入場無料

と　　き　１０月２２日（土）

　　　　　開場１２時３０分　開演１３時３０分

と　こ　ろ　エイブルホール

 　鹿島藤津地区医師会

　　　　　緯（６３）３９６９

 

　佐賀県警察本部主催、ＮＰＯ法人

被害者支援ネットワーク佐賀ＶＯＩ

ＳＳの企画運営により、『コミュニ

ティでできる犯罪被害者等支援のは

じまり』と題して、市民講座を開催

します。たくさんの参加をお待ちし

ています。※入場無料

と　　き　１０月２１日（金）１３時３０分～

と　こ　ろ　市民会館３階大会議室

内　　容　１部　被害者家族のお話

　　　　　２部　支援者の立場からのお話

 　ＮＰＯ法人被害者支援ネットワーク

　　　　　佐賀ＶＯＩＳＳ（ボイス）

　　　　　緯０９５２（３３）２１３０

第２回家族ふれあいウォーク
ラリー大会inかしま　参加者募集

申込・問合せ先

講講習習会会・・教教室室
糖尿病市民公開講座
～これで大丈夫あなたのメタボ～

詳しくは

犯罪被害者支援
出前講座を開催します

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ・イベント・教室
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　健康づくりに（特に風邪に弱い人）、

免疫力や自然治癒力を増強する気功

をやってみませんか。

と　　き　１０月４日（火）～３月２７日（火）

　　　　　毎週火曜日１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　福祉会館３階大会議室

参　加　費　３,０００円（６ヵ月分）

 　宮﨑　緯（６２）５０５５

 

　鹿島史談会では郷土の歴史につい

て、毎月、会員や外部講師による発

表や見学などを行っています。

　どなたでも参加できます。一緒に

ふるさとの歴史を楽しみましょう。

時　　間　１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　田澤記念館

資　料　代　２００円(入場無料)

潤１０月６日（木）
演　　題　『鹿島地方の伊勢信仰』

講　　師　久田松和則さん

　　　　　（大村市の文学博士）

潤１２月１日（木）　
演　　題　『社前石造物にみる祈りとメモリアル』

講　　師　岩本幸太さん

　　　　　（当史談会会員）

潤唐津地方の史跡探訪会
と　　き　１１月１０日（木）８時～１７時予定

　　　　　※鹿島市役所前発着

訪　問　地　名護屋城博物館・名護屋城跡・

　　　　　菜畑遺跡・まつろ館・旧高取邸

詳　　細　１０月６日の定例会で案内

 　鹿島史談会事務局　松永

　　　　　緯（６３）３６６５

 

 

　甲・乙・丙種危険物取扱者試験を

実施します。詳細については下記に

連絡し願書をお取り寄せください。

試　験　日　１１月２７日（日）

と　こ　ろ　佐賀大学本庄キャンパス（佐賀市）

願書受付　１０月１４日（金）まで

願書請求先　消防試験研究センター佐賀県支部

　　　　　※県内の各消防本部、各消防署

　　　　　　にもあります。

 　消防試験研究センター佐賀県支部

　　　　　緯０９５２（２２）５６０２

気功教室　生徒募集

詳しくは

鹿島史談会
鹿島市歴史講座

詳しくは

試試験験・・採採用用

危険物取扱者試験

詳しくは

 

①鹿島市保育会に所属する民間保育

所１３園では、保育士・栄養士・調理師

の採用試験などをこれまで統一して

行っていましたが、平成２４年度の採

用については、各保育所（園）が必要

に応じて行います。

②採用を希望する人は、各保育所

（園）か鹿島市保育会事務局へ募集状

況をお問い合わせください。

③なお、年度途中で採用の必要があ

るところもありますので、有資格者

で採用を希望する人は、履歴書を１１

月末までに事務局へ提出していただ

ければ、参考にさせていただきます。

必要な資格

　保育士・栄養士・調理師の有資格者または

　平成２４年３月までに取得見込みの人

 　鹿島市保育会事務局（旭ヶ岡保育園内）

　　　　　緯（６３）０１９５

 

 

　「金銭」「土地」「建物」「交通事

故」「相続」「夫婦・親子関係」など

で悩んでいませんか？

　武雄調停協会では、弁護士や調停

委員による無料相談会を実施します。

と　　き　１０月１５日（土）１０時～１５時

と　こ　ろ　武雄市文化会館大集会室A

 　武雄調停協会（武雄簡易裁判所内）

　　　　　緯０９５４（２２）２１５９

 

　秋の行政相談週間（１０月１７日～２３

日）に先立ち、下記のとおり、合同

行政相談所を開設します。

　行政に対すること以外で心配なこ

とやお困りのことなどもお受けしま

すので、気軽にご利用ください。

と　　き　１０月１２日（水）１０時～１５時

と　こ　ろ　市役所５階　大会議室

相談委員　行政相談委員、人権擁護委員、

　　　　　心配ごと相談員、

　　　　　佐賀行政評価事務所職員

 　佐賀行政評価事務所行政相談課

　　　　　緯０９５２（２２）２６５１

平成２４年度民間保育所（園）
保育士等採用試験

詳しくは

相相 談談

無料調停相談会

詳しくは

合同行政相談所を開設

詳しくは

 

　解雇や賃金未払いなど、労使間の

トラブルで悩んでいませんか。

　佐賀県労働委員会では、下記の日

程で巡回労働相談を実施します。

と　　き　１０月２５日（火）１０時～１６時

と　こ　ろ　鹿島総合庁舎

 　佐賀県労働委員会事務局

　　　　　緯０９５２（２５）７２４２

 

　佐賀県司法書士会では、「法の日」

にちなんで無料法律相談会を開催し

ます。

と　　き　１０月３日（月）～７日（金）

　　　　　１０時～１５時

と　こ　ろ　県内各司法書士事務所

　　　　　（各司法書士事務所へ要予約）

相談内容　登記・相続・会社設立・

　　　　　成年後見・クレジット・

　　　　　サラ金に関すること・

　　　　　簡易裁判所訴訟代理・

　　　　　その他司法書士が行う業務

 　佐賀県司法書士会

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

 

 

　今年のテーマは「つながる心、咲

かせよう　希望の花」です。

　応募者には参加賞を用意しており、

優秀作品は表彰します。多数の応募

をお待ちしています。

恭文化祭

と　　き　１１月１３日（日）

と　こ　ろ　志田病院リハビリセンター

恭作品募集

募集内容　絵画・クラフト・写真・書道・

　　　　　その他テーマに沿った作品

　　　　　やエコロジーに関する作品

締　　切　１０月２８日（金）１７時まで

展示期間　１１月７日（月）～１３日（日）

展示場所　志田病院リハビリセンター２階

 　志田病院文化祭実行委員会

　　　　　緯（６３）１２３６

巡回労働相談（無料）

詳しくは

全国一斉司法書士
無料法律相談会

詳しくは

募募 集集
第６回志田病院文化祭
展示作品募集

詳しくは

情報掲示板　愚　教室・試験・相談・募集
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　県内のインフルエンザ予防接種実施医療機関で受けることができます。希望する人は、接種を希望する日の１週

間前までに直接医療機関へお申し込みください。

対　象　者　６５歳以上で希望する人

期　　間　１０月１日～１２月３１日

　　　　　※医療機関によって異なる場合があります

接種回数　１回

自己負担金　１,３００円（医療機関の窓口でお支払ください）

　　　　　※生活保護世帯の人は無料

持　参　品　毅健康保険証（住所や生年月日の確認をします）

　　　　　毅健康手帳またはおくすりノート（済証を貼ります）

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

と　　き　１０月１７日（月）　９時～１１時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

そ　の　他　潤受診票をお持ちでない人は、当日受付で

　　　　　　申し出てください。

潤撮影のときは、薄手のシャツや肌着は着用できます。

　ボタンや刺繍・金具の入ったものは着用できません。

潤料金は無料です。

　６５歳以上の人を対象に９月より地区の公民館や保健センターで結核健康診断を行っています。

　対象区の日程で健診を受けていない人は、ぜひ受診してください。

未受診の人は結核健康診未受診の人は結核健康診断断（胸部レントゲン）（胸部レントゲン）を受けましょうを受けましょう

献血にご協力くださ献血にご協力くださいい

　病院では大勢の患者さんが輸血を必要としていま

す。愛の献血に温かいご協力をお願いします。

と　　き　１０月４日（火）９時３０分～１６時

と　こ　ろ　市民会館ホワイエ

対　象　者　１８歳～６９歳の男女

　　　　　※体重５０kg以上で４００ml献血可能な人

　　　　　　６５歳以上の人は６０～６４歳の間に献血経験

　　　　　　のある人。その他条件があります

　ＪＡＬリゾートシーホークホテルの総料理長を経て、現在レストランのシェフとしてだけではなく、野菜ソムリ

エ・食育指導士の資格を活かして、地域でも幅広く活躍されている山並辰巳さんをお招きし、食育講演会を開催し

ます。

食育講演会を開催しま食育講演会を開催しますす

と　　き　１０月２７日（木）　１３時～１４時３０分

と　こ　ろ　市民会館３階大会議室

講　　師　山並　辰巳さん（福岡県前原市）

定　　員　３０人

申　　込　事前に電話でお申し込みください

申込期限　１０月２６日（水）

 　保健センター　緯（６３）３３７３申　込　先

特定保健指導研修受講者を募集しま特定保健指導研修受講者を募集しますす

　特定健診後の特定保健指導に従事するための

研修会が開催されます。

研修コース　①基礎研修コース（３日間）

　　　　　　１１月６日（日）・１２日（土）・１３日（日）

　　　　　②指導力向上研修コース（各１日間）

　　　　　　Ａコース　１２月３日（土）

　　　　　　Ｂコース　１２月４日（日）

定　　員　各コース５０人

対　　象　医師、保健師、看護師、管理栄養士

会　　場　佐賀県総合保健会館

　　　　　佐賀市天神一丁目４番１５号

受　講　料　無料

申込期限　１０月７日（金）まで

申込方法　郵送、ＦＡＸまたはＥメールにて受

　　　　　講申込書を送付してください。

　　　　　受講申込書は、協会ＨＰからダウン

　　　　　ロードできます。

 

　　　　　（財）佐賀県総合保健協会

　　　　　佐賀保健指導支援ステーション担当

　　　　　緯０９５２（２５）２３２０

申込・問合せ先

 　鹿島市保健センター

　　　　　緯（６３）３３７３

詳しくは
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　次の４種類のがん検診を同日に実施します。

　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ています。　

　新たに希望する人はご連絡ください。

　市民税非課税世帯・生活保護世帯の人、後期高齢者

医療制度被保険者の自己負担金は無料です。

　受　　付　８時３０分～１０時３０分

　と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

　潤都合が悪い場合は、都合のよい日に受診できます

　潤１０月２３日、１１月８日・１１日・１４日を希望する人はお申

　　し込みください

 　保健センター緯（６３）３３７３申　込　先

怯がんセット検診日程

がんセット検診を受けましょがんセット検診を受けましょうう

胃がん検診
【対　象】４０歳以上

【内　容】

バリウムを飲み

レントゲン撮影

【自己負担金】

１,０００円

肺がん検診
【対　象】４０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

　国の方針で２年に１回の検診となります。

受　　付　保健センター（エイブル１階）　９時～１０時

対　象　者　子宮がん検診　２０歳以上で昨年度未受診の女性

　　　　　乳がん検診　４０歳以上で昨年度未受診の女性

料　　金　子宮がん検診　７００円　　　　

　　　　　乳がん検診　　４０歳代１,５００円、５０歳以上１,０００円

そ　の　他　毅乳がん検診は毎回先着５５人で締め切ります

　　　　　毅５～６月に実施したがん検診申込書により

　　　　　　申し込んだ人には受診票を郵送しています

　　　　　毅区ごとに受診日を定めていますが、都合が

　　　　　　悪いときは別の日に受診できます

　　　　　毅新たに希望する人はご連絡ください

　　　　　毅１１月６日・２９日を希望する人は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

対象区月　日対象区月　日

大手・末光・犬王袋・大村方・鮒越・中尾
１０月２５日

（火）

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）

★胃がん検診のみ実施

　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）

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）

★大腸がん検診のみ実施

　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）
若殿分・納富分・行成

１０月２０日

（木）

★肺がん検診のみ実施

　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）
中牟田・横田・小舟津・世間・重ノ木

１０月２１日

（金）

未受診の人（後日申し込みをとります）
１１月２２日

（火）

★区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）

対象区月　日対象区月　日

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）

 執行分・高津原
１０月１４日
（金）

本町・乙丸・中村・森・土井丸・井手・

母ケ浦・西葉・矢答

１１月２１日
（月）

高津原
１０月２８日
（金）

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）

横田・井手分・末光
１１月４日
（金）

夜間　受付時間１８時～１９時

希望者　申込み制

１１月２９日
（火）

受付時間９時～１０時

希望者　申込み制

１１月６日
（日）
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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）３３７３１０月の子育て

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

１３日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２２年３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）

２７日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２３年６月生まれ
持参品　母子健康手帳
内　容　身体測定、育児相談、
　　　　　　　　小児科医の診察 

２６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。対象地区以外の人

　　　　も接種できます。

対象地区　古枝地区・北鹿島地区

と　き　１０月７日（金）

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

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。

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

　　　　　　※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

　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

インフルエンザ予防接種費用

助成のお知らせ
　市では、下記対象者へ費用助成を行います。希望す

る場合は、直接医療機関にお申し込みください。

　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。

対　象　者　中学生３年生までの子どもで希望する人

助成期間　１０月１日～１２月３１日

接種回数　１３歳未満：２回　１３歳以上：１回

助　成　額　１，０００円／回

自己負担金　接種費用から１，０００円引いた金額を医療機関

　　　　　窓口でお支払いください

接種場所　市内の実施医療機関および谷口医院（嬉野市）

持　参　品　母子健康手帳・健康保険証（住所確認用）

※慢性疾患やアレルギーなどの病気や障がいをお持ち

　の理由で、市外かかりつけ医で接種する場合は、事前

　に保健センターまでお問い合わせください。

二種混合［ジフテリア・破傷風］
対象者　小学校６年生（対象者には通知しています）
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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

５５・１・１２２・２・２６６日（水日（水））

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４日（火）

七浦漁村センターぞ　うさん１１日（火）

鹿島小わんぱくクラブひよこさん１８日（火）

古 枝 公 民 館きりんさん２５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

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

５日（水）　エイブル　『のびのび大運動会外』

２１日（金）　楠　風　館　『ママカフェ♪』
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（１０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

（６３）４０８０鹿島市　若殿分田中医院４日（火）

（６７）２１２０太良町田代医院１１日（火）

（６３）３３０９鹿島市　中牟田稗田産婦人科１８日（火）

（６７）００１６太良町町立太良病院２５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

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１１月２日（水）です。

５５日（水日（水））

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

１１４４日（金日（金））

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

７７日（金日（金））

幼児食教幼児食教室室

受付　１０：００～１０：３０
内容　幼児食指導・試食等

対象　１歳半～２歳未満児と

　　　　　保護者

６６日（木日（木））

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

１２日（水）　エイブル　『よちよち大運動会外』

２８日（金）　楠　風　館　『ママカフェ♪』
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広報かしま原稿締切日

１２月号１１月号
１１月１日１０月３日

２日（日）　浜小学校運動会

７日（金）　地区中体連駅伝大会　　　　　市陸上競技場

９日（日）　能古見小学校運動会

１３日（木）　市内小学校陸上競技大会

　　　　　　　　　　　　　　市陸上競技場　１４時～

２２（土）～３０（日）　秋の祐徳植木市　　　　祐徳稲荷神社駐車場

２９日（土）　第９回かしま鍋島竹あかり　　　普明寺ほか
３０日（日）　かしまエコフェスタ・・・・・・・・［１０ページ参照］
　　　　　　　　　　　　　　エイブルほか　９時～

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館１階

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

　２７日（木）　受付９時３０分～１０時３０分（先着６人）　１０時開始

愚成人健康相談　保健センター

　５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

　３・１７・２４・３１日（月）、７・１４・２１・２８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

　９日（日）　１０時～１５時

愚こころの健康相談（臨床心理士　対応）

　１９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

　２５日（火）　要予約　ＮＰＯ法人　それいゆ　

　　　　　　　　　　　　　　緯０９０（６２９６）７５５０

愚ことばの相談　福祉事務所相談室

　２７日（木）　　１３時３０分～１６時

愚厚生年金・国民年金相談　市民会館１階サロン

　４・１８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

　１２・２６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２７ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日

アルナ浜店薬師寺医院　緯（６３）５２８１２日（日）

アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８９日（日）

前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０１０日（祝）

ミズスカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５１６日（日）

祐信堂薬局田中医院　緯（６３）４０８０２３日（日）

アルナ鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７３０日（日）

（１０月分）
１・８・１５・２２・２９日（土）、
２・９・１６・２３・３０日（日）、
１０日（祝）

市役所
保健センター

３・１７・２４・３１日（月）、
１１日（火）、２６日（水）

市民図書館

３・１７・２４・３１日（月）、
１１日（火）

生涯学習センター
（エイブル）

４・１１・１８・２５日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

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
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

　１日（土）
　２日（日）
　８日（土）
　９日（日）
１０日（祝）
１５日（土）
１６日（日）
２２日（土）
２３日（日）
２９日（土）
３０日（日）


