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愚重要伝統的建造物群保存地区選定５周年記念事業・・・・６
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愚みんなのあんしん介護保険・・・・・・・・・・・・・・１１
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愚情報掲示板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６～１９

愚健康・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０～２１

愚１１月の子育て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２～２３

愚くらしの情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

　１０月８日に鹿児島県で開催された九州小学校バンドフェス

ティバルで、鹿島小学校のファンタジーブラスバンド（笠原 万智 
まち

部長２８人）が銅賞に選ばれました。

　ファンタジーブラスバンドは昭和６０年に創部して以来、初

めての九州大会出場となり、大会へ向けて休みなく練習を続

け、今回の受賞となりました。

　受賞おめでとうございます。

九州大会で銅賞　鹿島小学校ファンタジーブラスバンド

平成２３年９月３０日現在

市の市の木木 市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯６＋人４－世帯１０,６２６人３１,５０３

世帯６＋人７－世帯　５,２２４人１４,３１６鹿　　島

世帯２＋人８＋世帯　１,１６３人  ３,８４２能　古　見

世帯０人４＋世帯　　　９８６人  ３,２０５古　　枝

世帯０人０世帯　１,０５６人  ３,２１５浜

世帯０人５－世帯　１,２２０人  ３,７２１北　鹿　島

世帯２－人４－世帯　　　９７７人  ３,２０４七　　浦

人　５－人１４,７７６男

人１＋人１６,７２７女

写真

№１０１５

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。

筋

芹

緊

菌
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鹿　島　市　民　憲　章
（昭和５４年４月１日制定）
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恭入所資格は？

　小学校入学前の子どものうち、保護者（同居の親族）

が次のいずれかの事情にある子どもが入所できます。

　①昼間自宅外で仕事をしている

　②自宅で家事以外の仕事をしている

　③産前２ヵ月から産後２ヵ月以内である

　④病気やケガをしているか心身に障がいがある

　⑤同居などの親族を常時介護している

　⑥災害などの復旧にあたっている

　⑦その他①～⑥と同様の状態にある

恭申込方法は？

　平成２４年４月からの新規入所と継続入所の受け付け

を１１月から始めます。

■持ってくるもの

　保育料を口座振替する通帳とその印鑑

【継続入所及びその兄弟姉妹の入所受付】

　現在保育所に入所中の園児および兄弟姉妹は、各入

所保育所でお迎えの時間に受け付けを行います。各保

育所での受付日の日程については次ページをご覧くだ

さい。次ページ以外の保育所については、新規入所受

付日に福祉事務所で行います。

※なお、入所日は月の初日ですので、急に入所の必要

が出た人は、早めに福祉事務所までご相談ください。

　ただし、保育所によっては定員超過などのため、中

途入所ができないところがあります。

恭入所の決定方法は？

　申込理由（保育ができない理由）を総合的に入所資格

に準じて判断し、入所の決定を２月に行います。

　また、同一保育所に定員以上の入所希望があった場

合は、次の優先順位に従って決定します。

　希望する保育所に入所できなかった場合は、他の保

育所に変更することができます。

【優先順位】

　①在園児の継続入所または再入所

　②在園児の兄弟姉妹

　③母子・父子家庭の世帯

　④保育所が所在する地区に住んでいる子ども

　⑤送迎に困難な世帯

　⑥市内在住の子ども

　⑦上記の他に理由があり、承諾せざるを得ない場合

恭保育料はどのようにして決まるの？

　毎月の保育料は、扶養義務者（主に父母または家計

の主宰者）の前年分の所得税額（国税）を合計した額で

算定されます。

　所得税の課税がない場合は、前年度の住民税（市民

税）で算出されます。子どもの年齢は、４月１日現在

の年齢で算出し、年度の途中で年齢が変わっても保育

料は変わりません。保育料の決定は、４月に行います。

（後日、見直し調査もあります。）

　また、兄弟姉妹で同時入所した場合や幼稚園などと

保育所に同時入所した場合は、第２子半額、第３子以

降は無料となります。

　なお、保育料に関する個別相談は、福祉事務所での

み受け付けます。

恭保育時間は？

　原則として8時から１７時までの９時間ですが、保護

者の仕事の都合により7時ごろから１９時ごろまで、す

べての保育所で延長保育を実施しています。

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

を代行します。

　幼稚園は、学校教育法に基づく『教育施設』であり、『教育課程』に基づく教育が受けられます。　

　幼稚園と保育所は子どもの集団生活の第一歩として、それぞれに役割を持って子どもを受け入れています。

【幼稚園は１０月号で紹介しています。】

保育所の制度に関する問合せ先　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９

【新規入所受付日程】

ところ時　間月　日

市役所１階

福祉事務所窓口
９時～１７時

１２月１日（木）～　　　

平成２４年１月１３日（金）

（第１次締切）

【夜間受付日程】

ところ時　間月　日

市役所１階

福祉事務所窓口
１８時～２０時１２月１日（木）、２日（金）

平成２４年度保育所受付および保育内容のお知らせ
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恭保育内容は？

　厚生労働省が定めた保育指針を各保育所で作成した

保育方針に従って保育を実施しています。

　保育内容は、『健康』『人間関係』『環境』『言葉』『表現』

の５領域に養護・食育を含め、園児の年齢に沿って実

施しています。

恭特別な保育サービス

　保育所では、利用者の要望に応えるため、全保育所

で次のサービスを実施しています。保育所によってそ

のサービスは異なりますので、事前に福祉事務所まで

お問い合わせください。

【特別支援保育】

　集団保育が可能で、日々通所できる障害児を預かっ

ています。

【一時保育】

　日ごろは家庭で保育している小学校入学前の子ども

が対象です。保護者が、病気や短期労働、社会文化活

動への参加など、一時的に保育ができなくなった場合

に保護者に代わって子どもを８時～１７時まで保育所で

保育する事業です。月に１３日（週３回程度）を上限に利

用できます。

　一時保育を利用するときは、早めに希望する保育所

に直接連絡をしてください。ただし、保育所の都合に

より預けられない場合があります。

　利用料は、１回４時間を超える場合２,０００円、４

時間以内１,０００円です。

　ただし、１度に３歳児以上の兄弟姉妹が２人以上利

用する場合には２人目から半額となります。

　また、保育所によっては別途昼食代などが必要とな

ります。希望する保育所へ直接お申し込みください。

受付日電　　話所　在
開所時間

（延長保育時間含む）
定員
（人）

保育所名

１１月７日（月）（６２）２３７９東　　町　　　７時～１９時　　　１２０ア　ソ　カ

１１月８日（火）（６２）０８１０行　　成　　７時～１９時　　１２０誕　生　院

１１月９日（水）（６３）０１９５高　津　原７時～１９時１２０旭　ヶ　岡

１１月１０日（木）（６２）０６２７八　　宿７時～１９時　８０海　　童

１１月１１日（金）（６３）４４５０井　　手　　７時～１８時３０分　８０め　ぐ　み

１１月１４日（月）（６３）１３３５若　殿　分　　７時～１９時３０分　９０こ　と　じ

１１月１５日（火）（６２）２８３４下　古　枝７時～１９時　７０若　　草

１１月１６日（水）（６３）５０６２野　　畠７時３０分～１９時　　　６０共　　生

１１月１７日（木）（６２）８９４９飯　　田　　７時～１９時　　　３０飯　　田

１１月１８日（金）（６３）３３１５東三河内　　　７時～１８時３０分　　４５能　古　見

１１月２１日（月）（６２）３４８４小　舟　津７時３０分～１９時　　　６０鹿　　島

１１月２２日（火）（６２）８３１３　音　　成　７時３０分～１９時　　　２０おとなり

１１月２４日（木）（６２）２５８０中　　村　７時３０分～１９時　　　１００み　ど　り

１１月２５日（金）（６３）１４０１東　塩　屋　　７時～１９時　　　４０七　　浦

　　　　上記日程で、各保育所において在園児および兄弟姉妹の入所受け付けを行います。

　　　　※福祉事務所に各保育所のパンフレットを備え付けています。

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

恐保育所の紹介と受付日（受付１５時３０分～１８時３０分）

　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年度に三部区の鉦浮立

道具一式を整備しました。

　 　企画課企画係

　　　　　　緯（６３）２１０１

詳しくは
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手当の月額
１０月分～平成２４年３月分

０歳～３歳未満　　　１５,０００円（一律）

３歳以上～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）

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。）

１０月１日の時点で受給資格のある人は平成２４年３月末（閉庁日を除く）までに申請を

すれば１０月分から手当を受け取ることができます。

ただし、１０月以降にお子さんが生まれた人または転入された人はお子さんが生まれ

た日または転出予定日の翌日から数えて１５日以内に申請が必要です。（３月末まで

に申請をしても、さかのぼって受け取れません。）

申請手続き

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。）

中学卒業前までのお子さんを養育している人へ

１０月からの子ども手当の申請をお忘れなく！

下記の期日で都合がつかない場合は、平成２４年３月末（閉庁日を除く）までに福祉事

務所へお越しください。
集中受付日

時間・場所月　日

　９時～１７時　市役所３階　第３会議室

　１７時～２０時　市役所１階　福祉事務所
１１月４日（金）

　９時～１７時　市役所１階　福祉事務所
１１月５日（土）

１１月６日（日）

　９時～１７時　市役所３階　第３会議室

　１７時～２０時　市役所１階　福祉事務所

１１月７日（月）

１１月８日（火）

１１月９日（水）

※平成２４年１月１３日（金）までに申請をした人は、１０月分から平成２４年１月分を平成

　２４年２月に支払う予定です。

申請に必要な物
①印鑑（認め印可）

②請求者名義の預金通帳

③請求者の健康保険証

④子どもの住民票が市外にある場合は子どもの住民票全部写し（本籍・続柄の記載

　があるもの）

 　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９詳しくは
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秋の火災予防運動　１１月９日（水）～１５日（火）
消したはず　決めつけないで　もう一度

恐

況

挟

狭

恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭

狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂

教
教
教
教

橋
橋
橋
橋

設置場所
　　①　寝室の天井または壁【煙感知器】

　　②　２階に寝室がある場合は、寝室および階段の踊り場の天井または壁【煙感知器】

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

　住宅用火災警報器はもう取り付けましたか？

 　鹿島消防署

　　　　　緯（６３）１１１９

詳しくは

設置効果があった例
　夫がたばこの吸い殻をゴミ袋へ捨て、外出したところ

ゴミ袋から火が出て室内に煙が充満し、住宅用火災警報

器が感知し警報音が鳴動した。

　警報音に気付いた妻がバケツで水

を数回かけ、大事には至らなかった。

　このように住宅用火災警報器が普

及するにつれて、設置していたため大

事に至らなかったという例が多く報

告されています。

『火の用心フェア』を開催します
　消防士が火災時に着る防火服の着装体験や、消火体験

などさまざまな催し物を計画していますので、お子さま

連れで気軽にお越しください。

　当日は、消防車も来ますので、写真撮影もご自由にど

うぞ！

と　き　１１月３日（祝）

　　　　９時３０分～１２時

ところ　市民会館前広場

　　　　（雨天中止）

　平成２３年６月１日から、全ての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付け

られました。まだ設置されていないご家庭は、家族の大切な命を守り、安心

した生活を送るために早めに取り付けましょう。
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重重重重重重重重重重要要要要要要要要要要伝伝伝伝伝伝伝伝伝伝統統統統統統統統統統的的的的的的的的的的建建建建建建建建建建造造造造造造造造造造物物物物物物物物物物群群群群群群群群群群保保保保保保保保保保存存存存存存存存存存地地地地地地地地地地区区区区区区区区区区選選選選選選選選選選定定定定定定定定定定５５５５５５５５５５周周周周周周周周周周年年年年年年年年年年記記記記記記記記記記念念念念念念念念念念事事事事事事事事事事重要伝統的建造物群保存地区選定５周年記念事業業業業業業業業業業業
～～～～～～～～～～～伊伊伊伊伊伊伊伊伊伊能能能能能能能能能能 伊能 

いのう

忠忠忠忠忠忠忠忠忠忠敬敬敬敬敬敬敬敬敬敬 忠敬 来来来来来来来来来来鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿来鹿２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００２００年年年年年年年年年年記記記記記記記記記記念念念念念念念念念念ププププププププププレレレレレレレレレレイイイイイイイイイイベベベベベベベベベベンンンンンンンンンントトトトトトトトトト年記念プレイベント～～～～～～～～～～～
ただたか

と　　き　１１月５日（土）　１７時～

と　こ　ろ　肥前浜宿　呉竹酒造　東蔵

内　　容　発表会　「浜町のよいところを伝えよう」　浜小学校６年生

　　　　　講　話　「伊能忠敬と佐賀の接点を探る」

　　　　　　　　　講師　迎昭典さん（郷土史研究家・前教育長）

　　　　　座談会　「ふるさとの歴史・文化を活かした地域づくり」

　　　　　　　　　参加者　古川康（佐賀県知事）、宇井成一（香取市長）、鹿島市長

 　まちなみ建設課まちなみ保存係　緯（６３）３４１５詳しくは

伊能忠敬来鹿２００年記念プレイベント

重伝建地区選定　５周年記念シンポジウム

と　　き　１１月６日（日）　１３時～１７時

と　こ　ろ　肥前浜宿　呉竹酒造　東蔵

内　　容　記念講演　「文化財建造物の防災と課題について」

　　　　　　　　　　講師　関澤愛さん（東京理科大学大学院教授）

　　　　　パネルディスカッション　

　　　　　　　　　　「肥前浜宿の町並み保存－防災からまちづくり－」

 　まちなみ建設課まちなみ保存係　緯（６３）３４１５詳しくは

恭同日開催イベント

伊能忠敬パネル展

　伊能忠敬来鹿２００年のプレイベントの一環として、

浜宿いきいき館で伊能忠敬のパネル展を開催します。

展　　示　１１月１１日（金）まで

と　こ　ろ　肥前浜宿　いきいき館

 　まちなみ建設課まちなみ保存係　緯（６３）３４１５詳しくは

　試飲、スイーツなど、各酒造で趣向を凝らした催し

を準備しています。

　その他にもストリートミュージシャンの演奏、茶会、

民俗資料の展示など、さまざまな企画を用意しています。

と　　き　１１月６日（日）　１０時～１７時

と　こ　ろ　肥前浜宿

 　肥前浜宿　水とまちなみの会　緯（６９）８００４詳しくは

秋の 蔵々 まつり
くらくら

　肥前浜宿ガイドがまちなみをご案内します。

と　　き　１１月６日（日）　１０時～１２時

受付・集合場所　肥前浜宿　継場

 　まちなみ建設課まちなみ保存係　緯（６３）３４１５詳しくは

肥前浜宿まちなみウォッチング

　平成１８年に肥前浜宿の「浜 庄津町 浜
しょうづまち

 金屋町 地区」と「浜中町
かなやまち

 八本木宿 地区」が重要伝統的建造物群保存地区に同
はちほんぎしゅく

時選定され、今年（２０１１年）で５周年を迎えます。５周年を記念し、 茅葺 町家や白壁土蔵が密集する町並みの永遠の
かやぶき

課題である防災をテーマに、シンポジウムを開催します。

　また来年（２０１２年）は、伊能忠敬が測量のため、鹿島を訪れて２００年という記念の年にあたります（伊能測量隊は、

文化９年（１８１２年）１０月に鹿島に来訪しています。) 。２００年を来年に控え、重伝建選定５周年記念シンポジウムにあ

わせて、伊能忠敬来鹿２００年記念のプレイベントを開催します。

　伊能忠敬の出身地である、千葉県佐原（香取市）には、かつて鹿島鍋島藩の領地があり、鹿島藩の初代藩主鍋島忠

茂の墓所もあるなど、歴史的にも鹿島との関係が深いところです。佐原の伊能忠敬旧宅周辺は、肥前浜宿と同じ重

伝建地区でもあります。また、北鹿島には伊能測量隊が宿泊した「諸国屋」旅館が残っています。

　肥前浜宿の歴史的な街並みと田園風景を楽しみなが

らのウォーキングコースです。

と　　き　１１月６日（日）　９時集合　１０時スタート

集合場所　①肥前浜宿　いきいき館（シャトルバスで塩田津へ移動）

　　　　　②塩田津　まちなみ交流集会所（嬉野市塩田町）

参　加　費　５００円（少雨決行）

申込期限　１１月２日（水）

 　鹿島市観光協会　緯（６２）３９４２申込・問合せ先

多良海道ウォーク　塩田津から浜宿へ
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工事現場
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肥前鹿島駅バリアフリー工事に伴い、
駐輪場の場所と駐車場の入り口が変わります

お
知
ら
せ

　肥前鹿島駅では、利用者が安全で快適に利用できるように、スロープやエ

レベーターを設置する工事が始まります。

　この工事に伴い、１１月下旬（予定）から現在の駐輪場の場所と市営駐車場の

入り口が変わります。

　工事期間中は、大型の工事車両などが付近を通行することがありますので

ご注意ください。皆さんにはご不便をおかけしますが、ご理解・ご協力をよ

ろしくお願いします。

 　企画課企画係　緯（６３）２１０１詳しくは

　　　　肥前鹿島駅（ホーム）

現在の

駐輪場
　　　　　　　　　　　　駐車場

現在の

出入口

変更後

駐輪場
変更後

出入口

エレベーター

設置場所

芦

斡

梓

扱

鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵

鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵

圧
圧
圧
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・・・歩行者・自転車用通路

情報掲示板ワイド

　市では、重点施策として取り組んでい

る「子育て支援事業」の一環として、放課

後児童対策（放課後児童クラブ）を市内全

小学校（７校）で運営し、保護者の子育て

支援を行っています。

　平成２４年４月からの放課後児童クラブ

入部希望者の申込受付を行います。

　土曜日（８時～１８時）も全校区の利用希

望児童をわんぱくクラブで預かります。

対　象　者　各小学校区の低学年児童（１年生から３年生まで）

入部要件　昼間、保護者（父母・６０歳未満の祖父母）が勤労などで不在の家庭

　　　　　※申し込みをされても、保護者の就労状況などにより、入部できるとは限りません。

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

申込方法　福祉事務所に印鑑を持参し、入部申込書に記入してください。

申込期間　１１月１日（火）～１１月３０日（水）

 　福祉事務所社会福祉係　緯（６３）２１１９詳しくは

利用時間定員ところクラブ名

毅おおむね１４時から１８時まで。

毅夏休みなどの長期休暇中は、

　８時から１８時まで。

【特記事項】

煙七浦小音成分校のみ。

　夏休みなどの長期休暇中およ

　び代休の利用場所を七浦小本

　校内に変更。

６０人鹿 島 小 内わんぱくクラブ

３０人明 倫 小 内げ んき クラブ

３０人明 倫 小 内ほがらかクラブ

１５人浜 小 内光の子 クラブ

２５人農村婦人の家かがやきクラブ

１５人のごみふれあい楽習館すぎの子クラブ

３０人古 枝 小 内ひまわりクラブ

１５人七 浦 小 内ゆめっ子クラブ

５人七 浦 保 育 園七浦小音成分校

平成２４年度　放課後児童クラブ入部案内
お
知
ら
せ

鹿島駅舎

※鹿島駅舎は通常通り

　利用できます
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裁判員制度

まもなく名簿記載通知を発送します！

お
知
ら
せ

　裁判員候補者名簿は、市区町村の選挙管理委員会が

選挙人名簿からくじで無作為抽出した名簿を基に、全

国の地方裁判所で作成されます。

　平成２４年の裁判員候補者名簿に登録された人（全国

で約２８万６０００人。有権者全体のうち約３６５人に１人。）

には、１１月中旬に名簿に登録されたことをお知らせす

る通知と調査票をお送りします。

裁判員候補者名簿記載通知

　来年２月頃から平成２５年２月頃までの間に裁判員に

　選ばれる可能性があることを事前にお伝えし、あら

　かじめ心づもりをしていただくためのものです。こ

　の段階においては、具体的な事件の裁判員候補者に

　選ばれたわけではありません。

調査票

　裁判員候補者の事情を早期に把握し、調査票の回答

　により明らかに辞退が認められる場合などには裁判

　所にお越しいただくことのないようにするものです

　ので、お尋ねする項目に当てはまらない人は、返送

　していただく必要はありません。

　仮に調査票で辞退を申し出なかった場合でも、裁判

員候補者に選ばれた際や裁判の当日（選任手続時）に辞

退を申し出ていただくことも可能となっています。

　裁判員制度ウェブサイトhttp://www.saibanin.courts.go.jp/

では、裁判員制度の実施状況のほか、裁判員裁判の情

報、裁判員制度に関するＱ＆Ａなどさまざまな情報を

掲載しています。

 　佐賀地方裁判所事務局総務課庶務係

　　　　　緯０９５２（２３）３１６１

詳しくは

情報掲示板ワイド

恭小学生の部

明倫小１年　吉田　有輝

明倫小１年　平川　千華子

明倫小２年　光武　寿珠

鹿島小３年　堀田　京花

浜　小３年　有森　慎太郎

浜　小３年　倉﨑　椋太郎

鹿島小４年　川原　瑛里

浜　小５年　有森　真子

鹿島小５年　北原　誠大

鹿島小６年　川原　千晶

恭中学生の部

東部中１年　田雑　未来

東部中１年　倉﨑　真衣

東部中１年　小池　千尋

東部中２年　松尾　華

東部中２年　岡　彩花

東部中２年　熊本　健吾

東部中２年　土井　みちる

東部中３年　峰松　愛菜

東部中３年　谷川　清哉

東部中３年　尾崎　杏茄

　平成２３年度明るい選挙啓発ポスターコンクールに多数の応募をいただきありがとうございました。

　応募総数４６点のうち、入賞者を発表します。（敬称略）

 　鹿島市選挙管理委員会　緯（６３）３４１８詳しくは

【特選】小池　千尋 【入選】土井　みちる

これらの作品を県の同コンクールに出品

したところ、３作品が入賞しました。

おめでとうございます。

明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞者発表
お
知
ら
せ

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

【入選】有森　真子
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情報掲示板ワイド

佐賀県環境影響評価条例に基づく準備書縦覧・意見書募集のお知らせ
～佐賀県西部広域環境組合～

お
知
ら
せ

　現在、一般廃棄物処理施設整備事業を佐賀県西部広

域環境組合（伊万里市、武雄市、鹿島市、嬉野市、有

田町、大町町、江北町、白石町、太良町の４市５町で

構成する一部事務組合）で進めていますが、環境影響

評価条例の対象事業であることから、県条例に基づき

作成した環境影響評価準備書縦覧を次のとおり行い、

皆さんのご意見を求めます。

縦　　覧　１１月１６日（水）まで（土・日・祝日は除く）

縦覧時間　８時３０分～１７時

縦覧場所　市環境下水道課環境係

縦覧図書　環境影響評価準備書（本編）、資料編、

　　　　　要約書、パンフレット

意見書に記載する内容　

　　意見書を提出する人の住所および氏名、準備書に

　　ついて環境保全の見地からの意見およびその理由

提出期限　１１月３０日（水）まで（土・日・祝日は除く）

提　出　先　市環境下水道課環境係

 　佐賀県西部広域環境組合

　　　　　緯０９５５（２９）８４５５

　　　　　市環境下水道課環境係

　　　　　緯（６３）３４１６

詳しくは

平成２３年の社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が送付されます！

　年内に納付した国民年金保険料は、全額が所得税・

市町村民税等の社会保険料控除の対象となります。

　年末調整や確定申告で国民年金保険料を社会保険料

控除として申告する場合には、「社会保険料（国民年金

保険料）控除証明書」の添付が必要ですので、申告を

行うまで大切に保管してください。

　納め忘れなどがある場合も、年内に納付すれば、今

年分の控除として申告できます。

 　

　武雄年金事務所　緯０９５４（２３）０１２３

詳しくは

お
知
ら
せ

《送付時期》

怯平成２３年１月１日～平成２３年９月３０日までの間に

　納付実績のある人・・・平成２３年１１月上旬

怯平成２３年１０月以降に今年初めて国民年金保険料を

　納付された人・・・・・平成２４年１月下旬

　子どもの携帯電話などに、有害サイトへのアクセス

を制限するフィルタリング機能を設定しているにもか

かわらず、アダルトサイトにつながり、利用料金など

を請求されたという相談が多く寄せられています。

相談事例

　中学生の息子が携帯サイトの漫画サイトで「１８歳未

満」を選択したところ、いきなりアダルトサイトに登

録完了となり、１０万円ほどの請求を受けた。

　フィルタリングは携帯電話会社にお願いして設定し

ているはずなので、アダルトサイトにアクセスできる

とは思わなかった。

アドバイス

　胸フィルタリングは制限の強さによっていくつかのタ

　　イプが用意されていますが、厳しいものでも有害サ

　　イトへのアクセスを１００％防げるわけではありません。

　胸インターネット上の犯罪や有害サイトから子どもを守

　　るため、フィルタリングサービスは必ず活用しましょ

　　う。そのうえでフィルタリングが万能でないことを認

　　識し、むやみにクリックしないようにしましょう。

　胸日ごろから、インターネットの使い方について家

　　族で話し合っておきましょう。

　　・子どもの年齢に合わせて、１日にインターネッ

　　　トをする時間を決める

　　・不用意に名前、住所、電話番号などの個人情報

　　　が特定される書き込みをしない

　　・何かあったら、すぐ保護者に相談する

 　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

フィルタリングしていたのに、
アダルトサイトにつながった？

お
知
ら
せ
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　平成２３年８月現在、全国の警察から指名手配されて

いる者は、警察庁指定特別手配被疑者として地下鉄サ

リン事件などで特別手配しているオウム真理教関係被

疑者３人を始めとして、約９７０人に上っています。

　警察では、特に重大な犯罪の被疑者を選定した上で、

１１月中に全国警察の総力を挙げて追跡捜査を行うこと

とし、これらの被疑者の早期検挙に取り組んでいると

ころです。

　指名手配被疑者によく似た人を見かけたときは

「１１０番」または「鹿島警察署」に通報をお願いし

ます。

オウム真理教関係特別指名手配（氏名・年齢・特徴）

　煙平田　　信（４６歳）　ひげが濃い・左首筋にホクロなど

　煙高橋　克也（５３歳）　まゆ毛が濃い・頭が大きいなど

　煙菊地　直子（３９歳）　右こめかみにホクロ・右目下にホクロなど

 　鹿島警察署　緯（６３）１１１１詳しくは

指名手配被疑者の検挙にご協力を！
お
知
ら
せ

佐賀県高齢者大学鹿島校　第７回「学校祭」

　今年で開校１１年目となった佐賀県高齢者大学鹿島校では、講演会や学生による舞台発表・作品展を行います。

　皆さんぜひご来場ください。（入場無料）

イ
ベ
ン
ト

怯作品展

　と　き　１１月１６日（水）１３時～１１月１８日（金）１５時

　ところ　エイブル１階エントランスロビー

　内　容　絵画、書、手芸、工芸、写真などの展示

怯講演会

　と　き　１１月１８日（金）１０時３０分～１２時

　ところ　エイブル２階ホール

　演　題　「もったいない　ほっとけない　へこたれない」

　講　師　佐賀アバンセ館長　大草　秀幸さん

怯舞台発表

　と　き　１１月１８日（金）１３時～１５時

　ところ　エイブル２階ホール

　内　容　舞踊、コーラス、謡曲、

　　　　　リズムダンス、

　　　　　フラダンスなど

 　佐賀県高齢者大学鹿島校事務局（エイブル内）

　　　　　緯（６３）２３２２

詳しくは

知っていますか？犯罪被害給付制度
お
知
ら
せ

　通り魔殺人などの故意の犯罪行為により亡くなられ

た被害者の遺族や、身体に障がいが残ることとなった

被害者、重い傷害を受けまたは疾病にかかり長期の入

院治療を余儀なくされた被害者に対して、国が犯罪被

害者等給付金を支給する制度があります。

遺族給付金

　犯罪行為により亡くなられた被害者の遺族（法令に

　定める第１位遺族）に支給されます

障害給付金

　犯罪行為により障がいが残った被害者本人に支給さ

　れます

　（障がいの程度は障害等級第１級～第１４級）

重傷病給付金

　犯罪行為により３日以上の入院かつ加療１ヵ月の負

　傷（精神疾患については３日以上労務不能）された

　被害者本人に保険診療による医療費の自己負担相当

　額が支給されます

 　鹿島警察署警務課　緯（６３）１１１１詳しくは

情報掲示板ワイド
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なんでもご相談ください

地域包括支援センター
　地域包括支援センターは、高齢者の皆さんやその家族、近隣に暮らす人の介護に関す

る悩みや問題に対応します。介護に関する相談や心配ごと、悩み以外にも、健康や福祉、

医療や生活に関することなど、なんでもご相談ください。

 　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

地域包括支援センターでは、主任ケアマネジャー・保健師・社会福祉士などが中心となって高齢の皆さんの支援

を行います。これらの専門職が互いに連携して、総合的に皆さんを支援します。

自立した生活を支援します

恭要支援・要介護になるおそれのある人へ介護予防サービスを提供します

恭要支援１・２と認定された人の介護予防ケアプランを作成します

Ｑ．要介護認定で「非該当」と認定されましたが、足腰が弱くなったので、何かサービスを受けたい

Ａ．「非該当」と認定された場合、介護保険のサービスは受けられませんが、市が行う介護予防事業が利用で

　　きます。ただし、実施期間がありますので、詳しくは地域包括支援センターにご相談ください

高齢者の権利を守ります

恭虐待を防止します

　虐待を発見した場合の通報、高齢者本人や養護者（介護者）などからの相談を受けて、他の関係機関と連携して、

　高齢者の権利を守ります

恭悪質な訪問販売などによる被害を防止します

　高齢者にとって身近なケアマネジャーや民生委員、他の関係機関と連携して、消費者被害の早期発見と防止に

　あたります

恭認知症などにより判断能力の低下している人を支援します

　財産の管理や日常生活上の契約などに不安がある人へ、成年後見制度などの活用を支援します

Ｑ．成年後見制度とは？

Ａ．認知症などにより判断能力が不十分な人について、預貯金管理や、身のまわりの世話のために介護サービ

　　ス利用や施設への入所に関する契約の締結を行う代理人の選任などの支援をする制度です 

さまざまな相談に対応します

高齢者の生活全般に関する相談、高齢者の家族や地域住民の人などからの相談に、主任ケアマネジャー・保健

師・社会福祉士などの専門職が対応します

Ｑ．介護以外の相談でも受け付けていますか？

Ａ．地域包括支援センターでは、職員の専門外のことについても、地域の関係機関を紹介したり、情報提供を

　　行うなど、さまざまな相談に適切な対応を行っています

適切なサービスを提供できるように支援します

ケアマネジャーへの支援や助言、主治医や地域の関係機関との連携などを行い、充実したサービスを提供できる

ように支援します

介　護　保　険

介護保険制度説明会を開催

　１１月・１２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　１１月１７日（木）１４時～

ところ　鹿島市民会館１階　第４会議室
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鹿島文教 の恩人

『谷口 藍田 展』
ら ん で ん

床　の　間
コーナー

　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
なおよし

に請われて藩校弘文館（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

谷口藍田をひきつづきご紹介します。

展　　示　１１月３０日（水）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

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

受講料ところ開講期間講　師定員講　座　名

５００円/１回

月２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］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

月２回

エイブル２階

和室

１０月１２日～平成２４年３月２８日

［水曜日］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）
①１３時３０分～１６時
②１９時～２１時３０分

（株）ジェピック
１５人①ワード入門編（年賀状作り）パソコン

教室 １５人②エクセル入門編

５００円/１回

材料費５００円

エイブル２階

調理実習室

１１月１３日・２７日（日）

［いずれか１回限り］１０時～１３時
樋口　　秋さん

各

２０人

中国料理教室

～肉まんじゅう～

公

開

講

座

無　料
対象　小学4～6年生

エイブル３階

研修室

１２月１１日（日）

［１回限り］１０時～１２時
川原　陽子さん２５人消しゴムはんこ教室

谷口藍田肖像画

エイブルからのお知らせなど

恭１１月１２日（土）１４時から、ギャラリートーク

（藍田研究家　浦川 晟 さんとフォトジャーナリスト　
あきら

大塚清吾さんによる対談）を開催します！

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～

　おかげさまでチケット完売しました。
　前売券が完売したため、当日券の販売は
ありません。あしからずご了承ください。
と　　き　１１月１９日（土）
　　　　　１８時開場　１８時３０分開演
と　こ　ろ　エイブルホール【全席指定】

第８回えいぶる事業 フライド・プライド　コンサート

　ボーカリスト shiho とギタリスト
横田明紀男からなるジャズユニット。
　村上“ポンタ”秀一の出演決定概

チケット発売日　１２月１６日（金）～

と　　き　平成２４年２月１８日（土）
　　　　　１９時開演
と　こ　ろ　エイブルホール【全席自由】
 　かしま市民立楽修大学
　　　　　緯（６３）２１３８
詳しくは

　１１月１５日（火）～１８日（金）の４日間、エイブル倶楽部「パソコン教室」開催の
ため、２階学習室の利用を休止させていただきます。
　学習などの際は3階生活工房をご利用ください。
　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。

行事のお知らせ市　民
図書館

恭「絵本による心育て」講演会

　絵本から伝わる温かな思いを

感じて、お子さんたちとコミュニ

ケーションを深めてみませんか。

対　象　読み聞かせボランティアとして活動して 

　　　　いる人、自宅でお子さんと絵本を楽しみ

　　　　たい人など、初心者の人も大歓迎です。

講　師　 二羽 
ふたば

 史裕 さん（九州龍谷短期大学教授）
ふみひろ

と　き　１２月１１日（日）１４時～１６時

ところ　エイブル3階研修室

定　員　４0人（参加費無料）

恭図書館のクリスマス

　子どもから大人まで大人気の人

形劇団「いちごじゃむ」が今年も

やってきます。楽しいクリスマス

を図書館で過ごしてみませんか?

　図書館からプレゼントもありま

すよ。

と　き　１２月２３日（祝）１４時～１５時

ところ　エイブル１階いきいきルーム

内　容　人形劇団「いちごじゃむ」による人形劇

参加費　無料（申し込みの必要はありません）

 　市民図書館 （６３）４３４３申込・問合せ先
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　九州大学と市が、連携協力に関する協定

書を９月２６日に締結しました。

　この連携協力は、平成２３年４月１日に九

州大学と市との間で「イノシシによる農業

被害の現況調査と軽減技術のプロトタイ

プ開発」の共同研究が始まり、これを契機

に、九州大学の持つ世界に誇れる知的資源

や活力と市にある豊かな自然、歴史、文化

などの地域資源とを有機的に結び付け、既

存産業の高度化、新産業の創出、地域課題

の解決、教育研究活動の進展など、地域社

会の振興に寄与することを目的として締結したものです。

　現在の具体的事業は農業分野に関連するものですが、今後は、あらゆる分野で、

特に市だけにある地域資源を活かしていくための連携協力を継続的に進めていき

たいと考えています。

　また、市の地域に根ざした調査や研究などから、グローバルに応用できる成果

が生まれることを願うとともにお互いの可能性を広げる連携協定としたいと思っ

ています。

九州大学と鹿島市が包括連携協定を締結

善　行　紹　介

ボランティア清掃

　　ありがとうございました

９月２３日

　　　佐賀西信用組合　様

佐賀西信用組合（栢森 久 理事

長）の皆さんが、地域社会への

貢献活動の一環として、蟻尾

山公園で清掃奉仕作業を行い

ました。（今年で5回目）

全店の役職員９０人が参加し、

４班に分かれて市民球場と陸

上競技場周辺の草刈りと空き

缶、ペットボトル、煙草の吸い

殻などのごみ拾いを行いまし

た。

皆さん、ありがとうございま

した。

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

表敬訪問

ねんりんピック熊本２０１１

（１０月１５日～１８日開催）に出場

する鹿島市選手団が１０月１１日

表敬訪問。

すこやか長寿祭「スポーツ大会」が行われました

　鹿島市老人クラブ連合会（山下昭朗会

長）の秋の恒例行事、鹿島市すこやか長寿

祭「スポーツ大会」が秋晴れの１０月６日、

中川公園グラウンドで開催されました。

　今回で３８回目を迎えた大会には、各地

区の会員約６００人が参加し、ビン倒し競争

や輪投げ競争、女性部によるマスゲーム

など１６競技が行われました。

　また、アソカ保育園の園児による演技

や「孫との玉入れ競争」も行われ、園児た

ちのかわいらしい姿に会場にいた皆さんの顔もほころんでいました。

寓協定書に調印した九州大学総長と市長

まちなかを花で飾ろう

　１０月２２日（土）、鹿島駅前からスカイロー

ド・さくら通りの中心商店街一帯で、「まち

なか花いっぱい運動」が開催されました。

　これは、「環境美化日本一」をスローガン

に掲げる鹿島実業高等学校が、毎年行って

いる環境美化活動「花ボラ」と、商店街の

「花いっぱい運動」とがコラボレーション

して実施されたものです。

　約２００人の参加者は、通りの清掃や除草

を行った後、１００個を超えるプランターに

季節の花を植え、通りに並べました。また、ポケットパーク空の広場と太陽の広

場の花壇にも花を植えました。
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　悪天候により一日順延したものの、

９月１９日「轟け西部の力～絆を信じ

　感動の嵐を呼べ～」のスローガン

のもと、第３７回体育大会が開催され

ました。

　生徒たちは、すべての競技で、最

後まで精一杯頑張りました。パネル

は傑作が揃い、迫力満点。応援合戦

は、甲乙つけがたい見事な出来栄え

でした。スタンツやダンス、学年競

技も見応えのある素晴らしい内容で

した。６８７人の力が見事にこの西部

中に轟き、深い『絆』の力を発揮し

てくれました。

（生徒の感想）

胸中学最後の体育大会でリーダーと

いう大変な役になったが、夏休みか

らの取り組みでどんどん出来上がっ

ていくのが楽しかった。ダンスやス

タンツ、学年競技などでみんなが忙

しく、疲れていたと思うけど、リー

ダーの気持ちに応えてくれたので、

私ももっと頑張ろうと思った。当日

は、最高の一日だった。今回自分が

感じたことや学んだことを忘れずに、

今後に生かしていきたい。

　

胸私は、パネルに取り組みました。

パネルは大きくて、近くで塗りなが

ら見てもどこを塗っているのかよく

わかりませんでした。でも、遠くか

ら見たら思ったよりよく出来ていて、

２週間かけて作ったかいがあったな

あと思いました。今までで一番忙し

かったけど、一番楽しかったです。

轟け西部の力～体育大会～

西部中学校

校学 だ よ り

No.１７４

“Get spooked” 

今月のキーフレーズ

№７１

（ジ　ム）　やあ、ポール。ハロウィンに何かした？

（ポール）　うん。遅くまで起きて友達と怖い映

　　　　　画を見たんだ。

（ジ　ム）　それでどうだった？

（ポール）　あんまり・・・。映画があまりにも怖く

　　　　　て電気をつけたままで寝なきゃなら

　　　　　なかったよ。

Jim:
Paul:

Jim:
Paul:

Hey, Paul. Did you do anything for Halloween?
Yeah. I stayed up late watching scary movies 
with my girlfriend.
Oh? How was that?
Not good. I got so spooked by the movies 
that I had to sleep with the light on.

　この表現は、何か怖いものを見聞きし驚いたり、またその状態が

続くときに使います。

Jane:
Kristy:
Jane:
Kristy:

How was your trip to America?
It was good. But the plane ride was terrible.
Really? What happened?
I heard about a plane crash on the news, 
and it got me spooked.
I was scared the entire flight.

ドノヴァン先生

（ジェーン）　アメリカへの旅行どうだった？

（クリスティ）　良かったわ。でも飛行機に乗ってるの

　　　　　が大変だったの。

（ジェーン）　そう？何があったの？

（クリスティ）　ニュースで飛行機の墜落を聞いてとても

　　　　　怖かった・・・。飛行中ずっと怖かったわ。

こんなときこのひとこと、学校だより
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５ヵ月で３,３５２茜のごみ減量と１,１３３茜の

堆肥を製造できました。

　「子どもたちは、神様の一番美

しい贈り物です。望まれようと望

まれまいと、子どもたちは、一人

ひとり生まれてくる権利を持って

います。」これは、ノーベル平和

賞受賞のマザーテレサの言葉です。

　子どもは、将来をになう社会の

宝。誰もがその子らしく、生き生

き成長する権利があります。

　しかし、現実には、子育てを放

棄し、しつけと称して暴力をふる

うなど、大人が子どもを傷つける

痛ましい事件が後を絶ちません。

　昨年度、全国の児童相談所が対

応した子ども虐待の件数は、初め

て5万件を超え、集計を始めた

１９９０年度から２０年連続の増加と

なっています。県も前年度18％

増の１４０件と５年連続の増加とな

りました。この様に子ども虐待が

いぜんとして増え続けています。

　子ども虐待が起こる背景には、

経済的な不安定さや周囲からの孤

立、養育の未熟さなどいくつかの

要因が重なって起きていると言わ

れています。

　家庭という密室で起こる子ども

虐待は、他人の目に触れることも

少なく、身近な人でも気付かない

こともあります。虐待ではと思っ

ても「他人の家庭のことだから」

と黙っていては虐待は防げません。

　子ども虐待を防ぐためには、早

期発見・早期対応が基本です。私

たち一人ひとりが地域の中でお互

いに声を掛け合うなど、子どもや

家庭の変化に気を配り、子どもの

成長を見守ることが大切です。

　国は、児童虐待防止法が施行さ

れた１１月を「児童虐待防止推進月

間」と定めています。この機会に、

虐待問題への関心と理解をいっそ

う深めたいものです。

守ろう子どもの人権

なくそう子ども虐待

噛ご意見等をお寄せください

　同和対策課　緯（６３）２１２６

馬渡区生ごみ分別収集モデル事業をご紹介します

　今後は、アンケート調査でのご意見を参考にしながら、これからの生ごみの資源化の実施方法について検討して

いきます。

　生ごみの水切り、ごみ処理機器などによる生ごみの減量化・資源化に皆さんもぜひご協力ください。

 　環境下水道課環境係　緯（６３）３４１６詳しくは

　家庭から出る生ごみは、もえるごみとして焼却処理されています。

生ごみ分別収集モデル事業とは、生ごみを燃やす（捨てる）のではなく分別して収集し、堆肥化することで、ごみの

減量を図り、できた堆肥を有機肥料として家庭菜園やプランターなどで活用してもらうこと（資源の循環）を目的と

した事業です。

　平成２３年５月から馬渡区のご賛同いただいた３４世帯の皆さんにご協力いただき、このモデル事業を実施していま

す。

モデル事業（生ごみリサイクル）の流れ

よく水切りした生ごみを
指定のバケツに入れ「ＥＭ
ぼかし」を振りかけます。
これを繰り返します。

週２回、収集日に家の前
に出します。
鹿島環境整備社が生ごみ
を移し替え収集します。

鹿島環境整備社にある生
ごみ処理機で堆肥化しま
す。
堆肥は協力世帯に還元さ
れます。

単位　茜実績量

９月８月７月６月５月月

６３８７１２５８１８４９５７２収穫量

２１５２４９１９７２８２１９０堆肥化量

今今すすぐぐややろろうう温温暖暖化化対対策策
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　鹿島市議会では、議会基本条例に

基づく「議会報告会」と合わせ、「記

念講演会」を行います。

　市民の皆さんのご来場をお待ちし

ています。

と　　き　１１月１１日（金）１９時～

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　容

　①議会報告会　１９時～２０時２０分

　②記念講演会　２０時３０分～２１時３０分

　　演題「元気な地域」とは？

　　講師　佐賀県統括本部最高情報統括監

　　　　　森本登志男さん

入　場　料　無料

主　　催　鹿島市議会

 　議会事務局

　　　　　緯（６３）２１０４

 

　平成２３年３月末までに、下水道工

事が終わった地域で、まだ下水道に

接続されていないご家庭を市職員が

訪問しますので、ご協力をお願いし

ます。

期　　間　１１月７日（月）～１２月９日（金）

　　　　　（土・日・祝日を除く）

時　　間　９時～２０時（１２時～１３時を除く）

対象地域　大字高津原・大字納富分の

　　　　　一部・北鹿島地区の一部

※広報かしま１０月号掲載の鹿島市

　緊急経済対策（家庭排水処理）の補

　助金が受けられる場合があります。

 　環境下水道課下水道係

　　　　　緯（６３）３４１６

おお知知ららせせ
平成２３年度鹿島市議会
報告会および講演会

詳しくは

下水道への接続をお願いします
～下水道への接続推進月間～

詳しくは

 

　プレミアム商品券（佐賀きずなプ

ロジェクト義援金付き）を販売して

います。１万百円で１万１千円のお

買い物ができますので、ぜひ、ご利

用ください。

販売場所

　ピオ・ララベル・モリナガ

　リック七浦・オグス酒店・家督屋

　Ｙショップ辻店・ありあけ酒店

　鹿島商工会議所

 　鹿島商工会議所

　　　　　緯（６３）３２３１

 

　七浦地区で生産された里芋（ 福頭 ）
ふくがしら

と産地を紹介する番組がテレビ放映

されます。ぜひご覧ください。

と　　き　１１月７日（月）

　　　　　１５時～１５時１０分頃

放送番組　ＲＫＢ毎日放送

　　　　　「今日感テレビ」

福頭とは？

　佐賀県で開発され、大型で、外観

は球形、かゆみがなく皮がむきやす

いことから、調理加工が簡単です。

　肉質はやや粉質で、 緻密 であるた
ちみつ

め煮崩れしにくく、また、味は淡白

で甘みがあり、きわめて美味しいと

評判です。

　成分は、カリウムが多く、筋肉の

動きを良くするほか、高血圧予防に

効果があります。

 　農林水産課農政係

　　　　　緯（６３）３４１３

「鹿島で買おう得とく券」
販売中

詳しくは

鹿島産ジャンボ里芋（福頭）が
テレビで紹介されます

詳しくは

 

　鹿島商工会議所、佐賀県農業協同

組合、佐賀県有明海漁業協同組合で

は、平成２４年の新年を迎え、鹿島市

の発展を祈念する『新年賀詞交換会』

を開催します。

　どなたでも参加できます。皆さん

お誘いあわせの上ご参加ください。

と　　き　平成２４年１月４日（水）

　　　　　１２時～１３時

と　こ　ろ　割烹清川（西牟田）

申込期限　１２月１２日（月）

参　加　費　３,０００円／１人

申　　込　申込用紙（鹿島商工会議所

　　　　　と商工会議所のホームペー

　　　　　ジ）に必要事項を記入し、参

　　　　　加費を添えて鹿島商工会議

　　　　　所へお申し込みください

そ　の　他　参加者名簿を作成し、参加

　　　　　申込をいただいた皆さんに

　　　　　のみお渡しします（申し込み

　　　　　のない人には提供できません）

 　鹿島商工会議所

　　　　　緯（６３）３２３１

 

　暮らしやビジネスに役立ち、郷土

の情報満載の『さが県民手帳』を販売

します。平成２４年版のカバーの色は

「深緑」です。

価　　格　大型６５０円（１４．２×９．０ｃｍ）

　　　　　小型５００円（１０．８×７．５ｃｍ）

販　売　所　胸市役所３階企画課

　　　　　胸鹿島書房（新町）

　　　　　胸㈱積文館書店（西牟田）

 　企画課情報統計係

　　　　　緯（６３）２１０１

平成２４年
新年賀詞交換会

詳しくは

１冊いかがですか
『さが県民手帳』

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ

　平成２３年９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

平成２３年９月　市長交際費支出状況

支出の相手方、行事名等支出金額支出日・件数区　分
供花１件１５,０００円９月９日弔　慰
第６６回国民体育大会（壮行会）選手団７人　３５,０００円９月２１日餞　別
日本インカレ出場校への差し入れ（スポーツドリンク）２０,０００円９月２０日その他
鹿島市良質米生産協議会「抜穂式」納会への差し入れ（酒）４,０００円９月２０日その他
名刺印刷代６,９３０円９月２０日その他
「鹿島市の食材を使った検討会」でのＰＲ用特産品（稲荷羊羹）２,５４０円９月２２日その他
「鹿島市の食材を使った検討会」でのＰＲ用特産品（みかん・アスパラガス）１３,５００円９月２８日その他

９６,９７０円合　計
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　鹿島市の成人式は『成人の日』の

前日に開催します。

と　　き　平成２４年１月８日（日）

　　　　　受付１３時～　開式１４時～

と　こ　ろ　市民会館ホール

　※今年度、市民会館の耐震診断が

　　あり、その結果次第では会場が

　　変更になる場合があります。

対　象　者　平成３年４月２日～平成４年

　　　　　４月１日までに生まれた人

そ　の　他

　鹿島市に住民登録のある対象者に

　は後日ハガキでご案内します。

　就職や進学などにより鹿島市以外

　に住む人で、鹿島市の成人式に参

　加を希望される人は、お問い合わ

　せください。

 　生涯学習課社会教育係

　　　　　緯（６３）２１２５

 

　杵藤クリーンセンター（ごみ焼却

場）施設の総点検のため、１１月１７日

（木）・１８日（金）の２日間は、「もえる

ごみ」の収集ができません。この期

間は「もえるごみ」を絶対にごみス

テーションに出さないで各家庭で保

管をお願いします。　

　なお、「もえるごみ以外のごみ」の

収集は通常どおり行います。

　皆さんのご理解とご協力をお願い

します。

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯（６３）３４１６

 

恭各種作業の注文をお受けします

　気軽にご相談、注文ください。

恭家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

チップはいかがですか

恭剪定木を割って、「まき」にして販

売しています

恭刃物研ぎいたします

と　き　１１月１７日（木）８時３０分～

恭会員を募集しています

説明会　１１月１７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

おめでとう　二十歳
成人式のご案内

詳しくは

１1月１７日（木）・１８日（金）は

『もえるごみ』の収集ができません

詳しくは

小さな仕事もお受けします
シルバー人材センター

問合せ・ご注文

 

　犯罪被害者支援をテーマとする

フォーラムを開催します。※入場無料

と　　き　１１月１３日（日）１３時３０分～

と　こ　ろ　メートプラザ佐賀（佐賀市兵庫町）

内　　容　

　１部　入江杏さん（絵本作家、世田

　　　　谷事件被害者ご遺族）の講演

　２部　トークセッション

主　　催　佐賀県、佐賀県警察本部、

　　　　　ＮＰＯ法人被害者支援ネット

　　　　　ワーク佐賀ＶＯＩＳＳ

 　ＮＰＯ法人被害者支援ネットワーク

　　　　　佐賀ＶＯＩＳＳ（ボイス）

　　　　　緯０９５２（３３）２１３０

 

　１０月６日から時間額６４６円とな

りました。（４円アップ）

　佐賀県特定（産業別）最低賃金の一

般機械器具製造業関係、電気機械器

具製造業関係、陶磁器・同関連製品

製造業については、現在、改正審議

中であり、別途決定されます。

　なお、陶磁器・同関連製品製造業

(時間額６４３円)は、１０月６日以降、

新たな陶磁器・同関連製品製造業の

特定最低賃金が発効するまでは、佐

賀県最低賃金を下回ることになりま

すので、６４６円の佐賀県最低賃金

が適用になります。

 　佐賀労働局労働基準部賃金室

　　　　　緯０９５２（３２）７１７９

 

　木の良さを体感するとともに佐賀

県産木材で建てた家の良さを実感し

てみませんか。

と　　き　１２月３日（土）１３時～１７時

内　　容　佐賀市周辺の木造住宅　

　　　　　（３ヵ所）や製材所（１ヵ所）の見学

集合場所　アバンセ（佐賀市）北側駐車場

募集人員　先着５０人

参　加　費　無料

申込期限　１１月２５日（金）

 

　　　佐賀県武雄農林事務所林務課

　　　緯０９５４（２３）５１１３

犯罪被害者支援フォーラム２０１１
を開催します

詳しくは

佐賀県(地域別)の
最低賃金が改正されました

詳しくは

県産木造住宅見学会

申込・問合せ先

 

　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。

１１月の放映予定… 雲谷 　
うんこく

 等顔 
とうがん

　１６日（水）１０時～、１９時～

　１７日（木）８時～、１３時～、２１時０５分～

　２０日（日）１０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

 

 

　地区内外の交流を深めようと七浦

産農水産物のＰＲを兼ねて、恒例の

大収穫祭を開催します。道の駅の

サービス企画もあります。

と　　き　１１月２３日（祝）１０時～１４時

と　こ　ろ　道の駅鹿島

内　　容　隅もちつき

　　　　　隅農水産物販売

　　　　　隅制作実演（浮立面・わらじ）

　　　　　隅手すきのり体験

　　　　　隅味わう会（食券５００円が必要）

　　　　　隅お楽しみ抽選会

　　　　　隅園児出し物など

　　　　　同時開催

　　　　　隅趣味の会発表会

　　　　　　（七浦海浜スポーツ公園体育館）

 　七浦公民館

　　　　　緯（６２）８３２５

 

と　　き　１１月１日（火）～２日（水）

と　こ　ろ　三嶽神社～救世神社

内　　容　三嶽神社獅子舞や園児たち

　　　　　の踊りなどが奉納されます

 　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

イイベベンントト

七浦の里　大収穫祭

詳しくは

三嶽神社秋祭り

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ・イベント
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と　　き　１１月２日（水）～３日（祝）

と　こ　ろ　琴路神社～新宮神社

内　　容　馬駆け神事のほか、獅子

　　　　　舞、鉦浮立、一声浮立な

　　　　　どが奉納されます。

 　琴路神社

　　　　　緯（６２）３８６７

 

　古典園芸の最高峰で、素朴で気品

ある寒蘭の展示会を開催します。

　市民の皆さんの出品とご来場をお

待ちしています。（入場無料）

と　　き　

【一次展】　１１月１２日（土）、１３日（日）

【二次展】　１１月２６日（土）、２７日（日）

時　　間　土曜日　１１時～１７時

　　　　　日曜日　９時～１５時

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参集殿

そ　の　他　初心者向けの肥培管理の相談をお受けします

 　古賀　緯（６２）０５４５

 

と　　き　１１月２３日（祝）

　　　　　８時３０分受付　９時開始

と　こ　ろ　鹿島ふれあい囲碁センター

　　　　　（旧）東亜工機本社２階（横田）

参加資格　どなたでも参加できます

参　加　料　２,０００円（弁当付）

申込方法　１１月２１日（月）までに事務局

　　　　　へ電話で申し込む

そ　の　他　賞品をそろえています

 　同大会事務局　藤永

　　　　　緯（６２）６３１３

 

と　　き　１１月１２日（土）～１３日（日）

と　こ　ろ　なかいけ庵よらんね・

　　　　　空の広場・十八ビル

内　　容　お楽しみ抽選会・グルメ・似顔絵・

　　　　　コンサート・物産展ほか

そ　の　他　オータムフェア・逸品巡りツアー・

　　　　　ナイトウォーキングも同時開催

 　なかいけ庵よらんね　井上

　　　　　緯０５０（３４３２）９７１１

琴路神社秋祭り

詳しくは

肥前寒蘭展示会

詳しくは

第２４回「碁聖」寛蓮
鹿島囲碁大会

申　込　先

第３回　よらんね祭り

詳しくは

 

　日ごろ在宅で高齢者を介護されて

いる皆さん、気持ちも体もリフレッ

シュしてみませんか？

対　　象　市内在住で高齢者を介護

　　　　　している人や近隣の支援

　　　　　者、介護に関心のある人

と　　き　１２月９日（金）１０時３０分～１６時

と　こ　ろ　おおむら夢ファームランド

　　　　　（送迎付き：市役所集合）

参　加　費　無料

定　　員　２０人（先着順）

内　　容　介護に関する話

　　　　　ランチバイキング

　　　　　手作り体験（フラワーアレンジ教室）

　　　　　ハンドマッサージ

 　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯（６２）２４４７

 

　屋台や楽しい催しものを揃えて、

皆さんのご来場をお待ちしています。

と　　き　１１月１３日（日）１０時～

と　こ　ろ　志田病院リハビリセンター

内　　容　潤東部中吹奏楽部演奏

　　　　　潤音楽療法　大野真由美さん

　　　　　　（大野音楽院）

　　　　　潤講演会　講師　井手将文さん

　　　　　　（ＮＰＯ法人　お世話宅配便）

　　　　　潤民謡　吉岡千里さん

　　　　　潤作品展示　潤もちつき

　　　　　潤指編み教室

　　　　　潤風船とばし　ほか

 　志田病院文化祭実行委員会

　　　　　緯（６３）１２３６

 

　新たな出発ということで障がい児

（者）で作り上げるコンサートを目指

して開催します。

と　　き　１１月２７日（日）

　　　　　１３時開場　１３時３０分開演

と　こ　ろ　市民会館　大ホール

入　場　料　４歳以上　１００円

　　　　　高校生以上　５００円

 　ＶｉＶｉＤ（びびっと）会事務局

　　　　　緯（６３）２１８５

在宅介護者交流会ツアー

詳しくは

第６回志田病院　文化祭

詳しくは

はあとふる
ひだまりコンサート２０１１

詳しくは

 

　秋風吹く七浦の里をのんびり健康

ウォーク、おいしい空気と甘いミカ

ンを満喫してください。

と　　き　１１月６日（日）受付９時～

　　　　　※雨天時は１３日（日）に延期

と　こ　ろ　道の駅「鹿島」発着

　　　　　オレンジロードのんびりコース約１２㎞

内　　容　みかん狩り、芋掘り体験、

　　　　　お楽しみ抽選会など

持　参　品　弁当、健康保険証（コピー可）

参　加　費　一　般　　５００円（保険料含）

　　　　　中学生以下　２００円（保険料含）

そ　の　他　参加者全員に記念品あり

 　同実行委員会（七浦公民館内）

　　　　　緯（６２）８３２５

 

　クラブ結成４０周年を記念して、Ｏ

Ｂ・会員（１３人）の代表作品などの写

真８０点を展示予定です。

　モノクロ写真の時代からデジタル

写真まで、時代の変遷が分かるよう

な展示を行います。

　ぜひ、ご来場ください。

と　　き　１１月１８日（金）～２３日（祝）

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参集殿

入　場　料　無料

 　会長　岩永利雄

　　　　　緯０９０（９４８５）７２５２

　　　　　　ヤマグチカメラＳＨＯＰ

　　　　　緯（６３）７１７７

 

　藤松会では、地域社会福祉事業に

貢献するために、日本舞踊の『おさ

らい会』を開催します。

　入場料の益金は、鹿島市と嬉野市

塩田町の社会福祉協議会に寄付しま

す。皆さんお誘い合わせの上、お越

しください。

と　　き　１２月１１日（日）

　　　　　１１時開場　１２時開演

と　こ　ろ　市民会館　大ホール

入　場　料　１,０００円（全席自由）

 　藤間松娘（武藤恭子）

　　　　　緯（６３）４３６４

オレンジロード
のんびりウォーク

詳しくは

写真クラブむつごろうフォートス
結成４０周年記念写真展

詳しくは

チャリティ
藤松会おさらい会

詳しくは

情報掲示板　愚　イベント
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と　　き　１１月２３日（祝）１０時～１５時

相談番号　緯０９５２（２９）０６２６

　　　　　緯０９５２（２９）０６３５

相　談　料　無料

相　談　例　給料の支給が遅れている

　　　　　んだけど・・・。

　　　　　サービス残業をしていま

　　　　　す。など

 　佐賀県司法書士会

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

 

　女性をめぐるさまざまな人権問題

についての相談を受け付けます。

と　　き　１１月１４日（月）～２０日（日）

　　　　　月～金　８時３０分～１９時

　　　　　土・日　１０時～１７時

相談番号　０５７０（０７０）８１０

相談担当者　人権擁護委員、法務局職員

 　佐賀地方法務局人権擁護課

　　　　　緯０９５２（２６）２１９５

 

 

　毎年開催して今年で６回目となり

ました。

　一日一日をしっかりと生きるため

に命や家族を支える“食”の大切さを

皆さんと共に考えたいと思います。

　お誘い合わせの上、ぜひご来場く

ださい。

と　　き　１１月１３日（日）開場１２時３０分

　　　　　講演１３時～１５時３０分

と　こ　ろ　市民会館１階小ホール

演　　題　『いのち、家族をつなぐ“食”』

　　　　　～生きるとは、生活すること～

講　　師　下田 純子 さん
す み こ

 　鹿島自然に学ぶ会　小笠原

　　　　　緯０８０（３２２３）４６５３

相相 談談
勤労感謝の日

全国一斉労働トラブル１１０番

詳しくは

全国一斉「女性の人権
ホットライン」強化週間

詳しくは

講講 演演 会会
鹿島自然に学ぶ会

「食に関する講演会」

詳しくは

 

 

　誰でも簡単にできるパン作りと簡

単ランチをお教えします！

と　　き　１１月２３日（祝）１０時～１３時

と　こ　ろ　エイブル2階　調理室

講　　師　迎りつ子さん（栄養士）

対　　象　子どもとその保護者

　　　　　（保護者は市内在住か在勤の人）

定　　員　１５組

参　加　料　１組５００円（２人目からは１００円追加）

持　参　品　エプロン・三角巾・手拭

　　　　　きタオル・お茶（飲み物）

 　

　　　　　生涯学習課社会教育係

　　　　　緯（６３）２１２５

 

　手話や聴覚障がい者の正しい理解

の普及のため、手話講習会を開催し

ます。

　あいさつや自己紹介の表し方など、

基礎となる簡単な内容です。

　どなたでも受講できますので、興

味のある人は、ぜひお越しください。

と　　き　１１月１７日（木）～１２月１５日（木）

　　　　　毎週木曜日１９時３０分～２１時

と　こ　ろ　福祉会館３階　大会議室

参　加　費　５00円（保険料含む）

 　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　　　緯（６２）２４４７

講講習習会会・・教教室室
「パパと一緒に（ママでも可）ぱぱっと

簡単パン作り講座」参加

申込・問合せ先

手話講習会を開催します

詳しくは

 

　中国語を勉強しませんか？いつで

も、自由に入会できます。

　申し込みは、直接教室へお越しく

ださい。

と　　き　毎週水曜日　１４時～１６時

と　こ　ろ　鹿島公民館　中会議室

会　　費　2,000円／月　（教材費不要）

 　谷川　緯０９０（１０８３）７０２０

 

　英会話サークルに参加してみませ

んか？初心者も大歓迎です。

と　　き　毎週水曜日１９時３０分～２１時

と　こ　ろ　エイブル

講　　師　外国人ＡＬＴ（ボランティア）

　　　　　と日本人の先生

 　レッツチャット　小森

　　　　　緯（６２）７５２８

 

　エネルギーについて学んでみませ

んか？（入場無料）

と　　き　１１月３０日（水）、１２月７日（水）

　　　　　１９時～２１時（合計４時間）

と　こ　ろ　むつごろう館

　　　　　（七浦海浜スポーツ公園体育館内）

定　　員　１５人（高校生以上）

 　佐賀大学総務部総務課

　　　　　緯０９５２（２８）８１１３

『ニーハオ』
中国語教室会員募集

詳しくは

英会話サークル
参加者募集

詳しくは

佐賀大学公開講座
「エネルギー資源の現状と今後」

詳しくは

　右記のタクシー会社では、運転経

歴証明書を提示された人を対象に、

ご利用運賃を割引（タクシーメー

ター額の１割引）しています。

運転経歴証明書とは？

　運転免許証の有効期間中に自発的

　に運転免許の取り消しを申請し、す

　べての免許を取り消された人は、取

　り消しを受けてから１カ月以内に

　ご自身の申請により運転経歴証明

　書の交付を受けることができます

割引制度があるタクシー会社

　再耕庵タクシー（鹿島市・嬉野市）

　温泉タクシー（武雄市・嬉野市）

　武雄タクシー（武雄市）

　嬉野タクシー（嬉野市）

　馬場タクシー（太良町）　

　錦タクシー（杵島郡）

　大町観光タクシー（杵島郡）

　キングタクシー（杵島郡）

　牛津タクシー（小城市）

　橋間自動車（小城市）

 　再耕庵タクシー

　　　　　緯（６２）２１７１

詳しくは

運転経歴証明書を提示された人を対象にタクシー料金を割引いたします

市税集合徴収分・介護保険料

第６期の口座振替日

　１　１　　月　３　０　日（水）です
（預金残高の確認をお願いします）

情報掲示板　愚　相談・講習会・教室
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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。

　なお、昨年まで実施していました市民税非課税世帯の人への予防接種助成制度は新型インフルエンザ終息に伴い

終了となりました。

対　象　者　６５歳以上で希望する人

期　　間　１２月３１日まで

　　　　　※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

対　象　者　３０歳以上でこれまでに肝炎ウイルス検査を

　　　　　受けたことのない人

と　　き　１１月２０日（日）、１２月１８日（日）９時～１１時受付

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

料　　金　Ｂ型+Ｃ型　７００円

　　　　　Ｂ型のみ　　１００円

　　　　　Ｃ型のみ　　６００円

　　　　　※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は無料

　佐賀県は全国でも肝臓がんによる死亡が多く、その肝臓がんの原因の約９割がＢ型肝炎ウイルスやＣ型肝炎ウイ

ルスといわれています。市では、下記の日程で肝炎ウイルス検診を実施します。各種検診申込書により申し込まれ

た人には受診票を送ります。新たに希望する人は保健センターへお申し込みください。

肝炎ウイルス検診を受けましょ肝炎ウイルス検診を受けましょうう

　１１月８日～１４日は８０２０運動推進週間

　「８０２０（ハチ・マル・二 イ・マル）運動」は、「８０歳に

なっても自分の歯を２０本以上保とう」という運動で、生

涯にわたり自分の歯でものを噛むことを意味します。

　近年「８０２０」を達成している高齢者は増加しています

が、高齢者全体が増えていますので、「８０２０」を達成し

ていない高齢者も増加傾向にあります。

　この機会に歯の健康について見直してみましょう！

８０２０運動を知っていますか８０２０運動を知っていますか？？

　検診を受けられなかった人、新たに受診希望の人は

この機会に受診してください。

　若年者のがんが増えています。対象年齢になったら

２年に１度の受診機会を逃さず受診しましょう！

対　象　者　子宮がん検診　２０歳以上で昨年度未受診の女性

　　　　　乳がん検診　４０歳以上で昨年度未受診の女性

と　　き　１１月２９日（火）　１８時～１９時受付

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

潤乳がん検診は先着５５人で締め切ります

 　保健センター緯（６３）３３７３申　込　先

子宮がん・乳がん検診の夜間検診を行いま子宮がん・乳がん検診の夜間検診を行いますす

１１月は食育月間で１１月は食育月間ですす

　実りの秋、おいしい食材が増える季節、旬の野菜

を食べていますか？

　１日に必要な野菜の摂取量は３５０ｇ以上と言われ

ています。

　旬の野菜や果物を食べてビタミン・ミネラル・食

物繊維をとり、病気に負けない元気な体を作りま

しょう。  　鹿島市保健センター

　　　　　緯（６３）３３７３

詳しくは
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　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１１月８日・１１日・１４日を希望する人はお申し込み

　　ください。

　潤９月・１０月のがんセット検診で受診できなかった人

　　は１１月２２日に受診できます。

　　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

がん検診を受けましょがん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

月　日

★胃がん検診のみ実施
１１月８日

（火）

★大腸がん検診のみ実施
１１月１１日

（金）

★肺がん検診のみ実施
１１月１４日

（月）

★胃がん・肺がん・大腸がん・前立腺がん検診実施
１１月２２日

（火）

がん患がん患者者（家族）集いの（家族）集いの会会

　相談ごとや思いを語り合い、お互いの心をサ

ポートしませんか？

と　　き　１１月２０日（日）

と　こ　ろ　佐賀県総合保健協会（佐賀市天神１丁目４番１５号）

内　　容　１３時～　絵手紙教室

　　　　　１４時～　親睦・交流会

持　参　品　飲み物・タオル

参　加　費　１人３００円

申込方法　お電話にてお申し込みください

　　　　　緯０９５２（２７）４６６６

　　　　　（月・水・金曜　１０時～１３時・１４時～１６時）

 　（財）佐賀県総合保健協会

　　　　　緯０９５２（２５）２３２０

詳しくは

　鹿島市国保の特定健診は４月１８日～８月３１日に実施

しましたが、この期間に受診できなかった人への追加

健診を行っています。

　期間は１０月１日～１２月２４日です。

　４月にお配りした受診票などは使用できませんので、

ご希望の人へは新しい受診票などを送ります。

　受診を希望する人は電話でお申し込みください。

 　保健センター緯（６３）３３７３申込・問合せ先

鹿島市国保の特定健鹿島市国保の特定健診診（追加健診）（追加健診）を実施しています！を実施しています！
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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）３３７３１１月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成２０年４月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票、尿
内　容　身体測定、育児相談、尿検査
　　　　　　　　小児科医の診察、　歯・目・耳の検査

１０日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２２年４月生まれ
持参品　母子健康手帳、問診票
内　容　身体測定、育児相談、歯科診察、
　　　　　　　　小児科医の診察、　フッ化物塗布（希望者のみ）

２４日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２３年７月生まれ
持参品　母子健康手帳
内　容　身体測定、育児相談、
　　　　　　　　小児科医の診察 

３０日（水）

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。

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

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）

　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。
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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

２２・・９９・・１１６６・３・３００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８日（火）

七浦漁村センターぞ　うさん１５日（火）

鹿島小わんぱくクラブひよこさん２２日（火）

古 枝 公 民 館きりんさん２９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
子育てメルマガ配信中！kosodate@city.saga-kashima.lg.jpへ空メール送信で登録

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

１日（火）　蟻尾山公園　『秋の蟻尾山公園』

１７日（木）　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（１１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）２１１１嬉野市　嬉野町田中医院１日（火）

（６３）１１５８鹿島市　西牟田村山小児科８日（火）

０９５４（４３）１１４８嬉野市　嬉野町太田医院１５日（火）

０９５４（４３）０７２５嬉野市　嬉野町森医院２２日（火）

０９５４（４３）９３４１嬉野市　嬉野町野中医院２９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１２月７日（水）です。

２２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

１１６６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

１１５５日（火日（火））

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

１１７７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

９日（水）　蟻尾山公園　『公園で秋風に吹かれて』

３０日（水）　楠　風　館　『ママカフェ♪』

※１日・９日は雨天時はエイブルで開催。
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広報かしま原稿締切日

１月号１２月号
１１月３０日１１月１日

１（火）～２（水）　三嶽神社秋祭り・・・・・・・・・・・［１７ページ参照］

　　　　　　　　　　　　　　　　三嶽神社～救世神社

２（水）～３（祝）　琴路神社秋祭り・・・・・・・・・・・［１８ページ参照］

　　　　　　　　　　　　　　　　琴路神社～新宮神社

３（祝）～６（日）・１２（土）鹿島市文化祭・・・・・・・・・・・・・［広報かしま１０月号参照］

３日（祝）　少年の夢発表会　　　　　エイブル　１０時～

５（土）～６（日）　重伝建保存地区選定５周年記念事業・・・［６ページ参照］

　　　　　　　　　　　　　　　　　肥前浜宿ほか

１０日（木）　市内小学校音楽会　　市民会館　１３時５０分～

１６日（水）　年末調整説明会　　　　　エイブル　１４時～

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館１階

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

　２４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

　１日（火）　１０時～１５時

愚成人健康相談　保健センター

　２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

　７・１４・２１・２８日（月）、４・１１・１８・２５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

　１３日（日）　１０時～１５時

愚こころの健康相談（臨床心理士　対応）

　１６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

　２２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

　１・１５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

　９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

オダ薬局ピオ店別府整形外科　緯（６３）３０６３３日（祝）

おおぞら薬局森田医院　緯（６３）３９５６６日（日）

ミズ北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６１３日（日）

西牟田薬局中村医院　緯（６３）９２３４２０日（日）

アルナ浜店薬師寺医院　緯（６３）５２８１２３日（祝）

北鹿島薬局吉田病院　緯（６２）３２０３２７日（日）

（１１月分）
５・１２・１９・２６日（土）、
６・１３・２０・２７日（日）、
３・２３日（祝）

市役所
保健センター

７・１４・２１・２８日（月）、
４日（金）・２４日（木）

市民図書館

７・１４・２１・２８日（月）、
２４日（木）※４日は１７時まで開館

生涯学習センター
（エイブル）

１・８・１５・２２・２９日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
大隈設備　　　　　　緯（６２）１３０２
松本設備　　　　　　緯（６３）１８４１
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

　３日（祝）
　５日（土）
　６日（日）
１２日（土）
１３日（日）
１９日（土）
２０日（日）
２３日（祝）
２６日（土）
２７日（日）


