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第２８回鹿島ガタリンピック

平成２４年５月３１日現在

市市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい市の市の木木

昨年は、季節外れの台風の影響で中止となりました

ので、２年ぶりとなる鹿島ガタリンピックが、『みんな

の宝はここにある』をテーマに、６月３日、七浦海浜ス

ポーツ公園で開催されました。

（１４ページに関連記事）

対 前 月 比世 帯 数人 口
鹿 島 市

世帯６＋人７＋世帯１０,６２０人３１,３７８

世帯４＋人３＋世帯５,２３０人１４,３１９鹿 島

世帯１－人６－世帯１,１５８人３,８０１能 古 見

世帯０±人０±世帯９７８人３,１７６古 枝

世帯３－人５＋世帯１,０５４人３,１８４浜

世帯４＋人８＋世帯１,２２６人３,７２３北 鹿 島

世帯２＋人３－世帯９７４人３,１７５七 浦

人５＋人１４,７３５男

人２＋人１６,６４３女

一、花と緑を愛し、伝統をいかして美しいまちにしましょう。

一、知識と教養を深め、清新な文化のまちにしましょう。

一、感謝と思いやりの心で、うるおいのあるまちにしましょう。

一、明るく元気に働き、活力のあるまちにしましょう。

一、秩序やきまりを守り、安全で快適なまちにしましょう。
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鹿 島 市 民 憲 章
（昭和５４年４月１日制定）

写真

№１０２３
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私たちのマチは、間もなく市制施行６０周年（平成２６年）を迎

えようとしています。

この間、多くの先輩たちは、ふるさと鹿島の恵まれた自然環境の

中で豊かな歴史的資源を背景に、『地域における中核都市』の地位を

確立すべく、努力を重ね研さんを積んでこられました。

しかしながら、現状をみると、その途上にあるというよりも、か

えって「近隣の市町に埋没」、さらには「差をつけられている」と

感じている市民も少なくないと思われます。

全国的にはもちろん、県内でも、私たちのマチでも解決しなけれ

ばならない多くの課題を抱えていますが、そのような時期であれば

こそ、『進むべき目標』を明らかにして、市の活力を回復するため

に市民が一丸となって取り組むという姿勢が求められます。そのよ

うな考え方の下に、市民の皆さんにこの構想を提示するものです。

なお、例えば、医療・福祉のように国や県の定めた法令の基準に

従って実施されるものや、教育・衛生のように実態を踏まえて安定

的に実施されるもの、さらには災害復旧のようにあらかじめ予想の

つかないものなど、義務的色彩の強い対策については、原則として、

この構想に含まれていません。これらは必要に応じ、適時適確に措

置されなければなりません。

鹿島市長 口 久 俊

鹿 島 市 ま ちづ
（ 鹿 島 ニ ュ ー

恭はじめに

恭構想の体系

鹿島ニューディール構想

～ 地域における中核都市としての復活を目指して ～

１．安全・安心のまちづくり

（１）防災・防疫対策

（２）住宅対策

（３）子育て支援

（４）新エネルギー対策

２．交通体系の整備

（１）道路

（２）鉄道

（３）公共交通（市民の足）

４．産業振興

（１）就業の場の拡大

（２）交流人口の拡大

３．様々な施設の再整備

（１）公的施設の再整備と再配置

（２）市街地再開発

シビックセンター

再整備構想

当構想の全文は、市

ホームページに掲載

しています。

今回は次ページに

『シビックセンター

再整備構想』のみを

掲載しています。

市議会６月定例会で、『鹿島市まちづくり推進構想（鹿島ニュー

ディール構想）』を提示しましたので、その概要をお知らせします。

（ニューディール：新規まき直し）
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く り 推 進 構 想
デ ィー ル 構 想 ）

【再整備構想】

市内に立地する主な公的施設(それに準じる施設を含

む)の『役割と機能』を見直し、それぞれ個々の施設と

しての整備を行いながら、全体として連携の取れた施設

の再配置(改築、改修等を含む)を行い、これを『シビッ

クセンター再整備構想』と総称します。

なお『シビックセンター』は、市庁舎がある『中川コ

アエリア』を核として、ピオ周辺からＪＲ肥前鹿島駅周

辺を『中心市街地サテライトエリア』として構成します。

【対象とする公的施設など】

特に優先的に対応しなければならない公的施設として

当面、下記の施設が見込んでいます。

①鹿島市庁舎（市役所）

耐震補強、施設整備のあり方を検討

②市民会館

耐震補強と施設整備（改築と改修の両面で検討）、

エイブルとの連結

③生涯学習センター（エイブル）

市民会館との連結

④福祉会館

耐震補強と施設整備

（本庁舎の補完機能としての施設整備検討）

⑤危機管理センター（仮称）

防災・防疫・災害対策本部機能、消防団本部機能等

を集約し危機管理センターとして整備

⑥佐賀県鹿島総合庁舎（土木事務所、農林事務所等）

県の耐震化計画に合わせ、中川コアエリアへの移転

を提案。県とこの地域の市町の連携強化で、防災・

防疫等の危機管理機能の充実を図る

⑦鹿島警察署

県の耐震化計画に合わせ、国道２０７号バイパス沿

線への改築移転を促進

⑧中心市街地での公的施設再整備

（中心市街地サテライトエリア）

『ピオ』等商業施設の空スペース活用とその周辺の再

整備で賑わいの創出

⑨ＪＲ肥前鹿島駅（駅舎改築、駅前広場・駅周辺の整備）

鹿島市の表玄関であるＪＲ肥前鹿島駅と駅周辺を魅

力ある空間として整備

⑩ＪＡ施設

ＪＡが進める施設の統廃合など再編への対応

【計画期間】
すでに一部、事業を開始したものもあり、事業期間は、

平成２３年度を初年度（第５次総合計画）として、次期

鹿島市総合計画（第６次：期間５年と想定）の終了する

平成３２年度までの、概ね１０年間とします。

【事業費】
計画期間１０年間の事業費総額を、概ね『７０億円』

と見込んでいます。

【財源の確保】
市ではこれまでの行政改革の努力や事業見直しで、一

般会計の市債（借入金）残高が、ピークの１３８億円

（平成１２年度）から実質４６億円（平成２３年度）へ

減少し、基金（積立金）も３２億円を確保しています。

今後も行政改革の取り組みや経費の節減努力を堅持し

て、計画的な事業推進を図ってまいります。

企画課企画係

緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

恭シビックセンター再整備構想について
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受 付 期 間 ７月３０日（月）～８月１７日（金） ８時３０分～１７時１５分（※土・日を除く）

第 １ 次 試 験 ９月１６日（日）（予定）

申込書請求場所 杵藤地区消防本部総務課（武雄市）、各消防署および分署。

申込書は７月中旬から配布予定です。

申込書郵送請求 申込書を郵便で請求する場合は、封筒の表に『採用試験申込書請求』と朱書きし、必ず１２０円

切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角型２号、Ａ４サイズ）を同封してください。

〒８４３－００２３ 武雄市武雄町大字昭和８４６番地

杵藤地区広域市町村圏組合 消防本部総務課人事係

緯０９５４（２３）０１１９ http://www.kitou-web.jp/

詳しくは

職 務 内 容採用予定受 験 資 格試験区分

消防の業務に従事

１４人程度

昭和６２年４月２日から平成７年４月１日までに生まれた人で、
杵藤広域圏内に採用後居住する人

消 防

消防の業務および救急
救命士の業務に従事

昭和５８年４月２日以降に生まれた救急救命士免許を保有する人
で、杵藤広域圏内に採用後居住する人

救急救命士

恭市が直接雇用する事業
市では、雇用および就業機会を創出するため、国の

『緊急雇用創出基金事業』に取り組んでいます。

今回、市が直接雇用する日日雇用職員を次のとおり

募集します。

申込方法 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（市役所３階）に

提出してください。

※業務内容や申込締切日などの

詳細は、市のホームページを

ご覧いただくか、下記の各募

集先またはハローワークにお

問合せください。

市総務課職員係 緯０９５４（６３）２１１３

ハローワーク鹿島 緯０９５４（６２）４１６８

詳しくは

募集先

業務内容の問合先

雇用

予定
業 務 概 要雇用期間

募集

人員
事 業 名

教育総務課
緯０９５４（６３）２１０３

９月

教育や福祉などの知識や経験を活用

して、児童生徒を支援する業務

７ヵ月以内

６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

る支援業務
９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４人学習支援員事業

８月
ホームページの作成や指導、その他

情報機器に関する支援など

６ヵ月以内

（更新あり）
１人情報教育支援員事業

恭平成２４年度 杵藤地区広域市町村圏組合職員採用試験の案内

恭自衛官採用試験の案内
平成２４年度の自衛官採用試験を

次のとおり実施します。詳しくは下記

に連絡し、願書を取り寄せてください。

自衛隊武雄地域事務所

緯０９５４（２３）８３０４

詳しくは

受付期間受験資格募集種目

８月１日～９月７日高卒（見込）で２１歳未満航空学生

８月１日～９月７日１８歳以上２７歳未満一般曹候補生

８月１日～９月７日１８歳以上２７歳未満自衛官候補生（女子）

年間通じて募集１８歳以上２７歳未満自衛官候補生（男子）

※国家公務員・裁判所職員の採用試験の情報は、１７ページにあります。
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県内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

そ の 他 ①補助は、１住宅につき１回限り

②平成２５年３月２９日までにリフォーム工事

が完了すること

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

１～３万円ＵＤ※化

５万円県産木材利用

５万円三世代同居

※ＵＤ＝UniversalDesign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

市内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

そ の 他 ①補助は、１区分につき１回限り

②平成２５年３月２９日までにリフォーム工事

が完了すること

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

上記以外のリフォーム一般リフォーム⑦

※①～⑥は併用ができます（最大６０万円補助）

※⑦は①～⑥のいずれにも該当しない場合です

恭佐賀県住宅リフォーム緊急助成事業

恭鹿島市緊急経済対策住宅改修事業費補助金

【予約券の受け取り】

申請を希望される人は、まず予約券（申請者１人につ

き１枚）を受け取ってください。

発行期間 ７月１７日（火）～８月１０日（金）土・日を除く

９時～１７時

発行場所 市役所２階 まちなみ建設課

そ の 他 予約券の受け取りは代理の人でも可能です

が申請者本人の委任状が必要です。

【抽選会と申請受付開始】

抽選によって受付順位を決定し、受付順位の早い人

から順に申請を受け付けます。

抽選会に関する詳しい日時や場所は、予約券の受け

取りのときに資料を配布します。

なお、予算を上回る申請が予想されますので、受付順

位の遅い人は助成を受けられない場合があります。

あらかじめご了承ください。

申請には予約券が必要です（予約券受取 ⇒ 抽選会 ⇒ 申請受付開始）

まちなみ建設課施設管理係 緯０９５４（６３）３４１５詳しくは

住宅リフォーム助成の申請受付を再開します
お
知
ら
せ
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情報掲示板ワイド

助成対象者 ①身体障害者手帳１級～２級

②知能指数３５以下

③身体障害者手帳３級で、かつ知能指数

５０以下

※助成には所得による制限があります。

※助成対象者で受給者証を持っていない

人は、お問い合わせください。

重度の心身障がい者の皆さんが、医療機関で診察を受けられた際に支払った医療費のうち、保険診療に係る自己

負担分から一月５００円を除いた金額を助成します。福祉事務所で受給資格証を発行しますので次のいずれかに該

当する人はご連絡ください。
更新手続き
現在この助成を受給中の人は、毎年更新の手続き

が必要になります。この手続きをしないと８月受診

分から助成されませんのでご注意ください。

と き ７月１７日（火）～３１日（火）

８時３０分～１７時１５分（土・日を除く）

ところ 福祉事務所（市役所１階）

その他 平成２４年１月１日時点で市外に住所があ

った場合は、平成２４年度所得課税証明書の

提出が必要です。

受給中の人は更新をお忘れなく！！
－ 重度心身障害者医療費助成制度 －

お
知
ら
せ

福祉事務所社会福祉係

緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

社会福祉法人の介護サービスの利用費について、次の要件をすべて満たす人は、利用者負担が軽減されます。

この軽減を受けるには、市保険健康課で申請が必要です。なお、軽減割合は介護サービス利用者負担額の１／４

（老齢福祉年金受給者は１／２）です。

※利用者負担とは、介護サービスに要した費用の１割（自己負担額）と食費と居住費です。

対象者および要件

世帯全員が市町村民税非課税であり、以下の５つの要件をすべて満たす必要があります。

①１年間の収入が単身世帯で１５０万円、世帯員１人増えるごとに５０万円を加算した額以下であること。

②預貯金などが単身世帯で３５０万円、世帯員１人増えるごとに１００万円を加算した額以下であること。

③日常生活に使用する資産以外に活用できる資産がないこと。

④市民税が課税されている人の控除対象者、医療保険の被扶養者になっていないこと。

⑤介護保険料を滞納していないこと。

申請に必要なもの

潤印鑑

潤世帯全員の通帳の写し（平成２３年１月１日～１２月３１日までの期間がすべて記載され、申請から１ヵ月以内

の残高が記載されていること。）

潤収入を確認できる書類（各種年金、保険等の支払通知書、給与支払証明書、確定申告書の控えなど）

保険健康課長寿社会係 緯０９５４（６３）２１２０詳しくは

社会福祉法人の介護サービスを利用する皆さんへ

介護サービス利用者負担が軽減されます

お
知
ら
せ

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、指示に従わず

相手の氏名・電話番号を聞き、保険健康課までお問い

合わせください。

保険健康課国保係

緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

医療費・保険料の還付金詐欺にご注意ください
～振り込め詐欺が多発してます～

お
知
ら
せ
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情報掲示板ワイド

後期高齢者医療制度と国民健康保険の保険証が変わります
お
知
ら
せ

後期高齢者医療制度と国民健康保険の保険証（被保

険者証）は、年１回、８月１日に更新されます。

７月下旬に新しい保険証がお手元に届きますので、

８月１日からは新しい保険証を医療機関に提示してく

ださい。

なお、保険証の右上の有効期限が平成２４年７月３１日

とある古い保険証は、８月１日以降に裁断するなどし

てから廃棄してください。

保険健康課国保係

緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

国民健康保険に加入する

７０～７４歳の人へ

医療機関・薬局での自己負担割合（１割または３割）

を示す『高齢受給者証』は、平成２３年所得に基づき、新

しい自己負担割合を示したものを保険証と一緒に交

付しますので、８月１日からご使用ください。

潤自己負担割合３割

国保に加入している７０～７４歳の人の所得が、

現役並みの所得である世帯の人

潤自己負担割合１割（２割）

上記以外の人。なお法定割合は２割ですが、

平成２５年３月３１日までは国の特別対策で

１割となっています。

（注）後期高齢者医療制度の人は、保険証に自己負担割

合（１割または３割）が記載されていますので、ご

確認ください。

限度額適用・標準負担額減額認定証を

お持ちの人へ

自分の自己負担限度額を医療機関に提示する『限度

額適用・標準負担額減額認定証』も更新されます。

潤後期高齢者医療制度

更新手続きは必要ありません。

保険証と一緒に送られてきます。

潤国民健康保険

更新手続きが必要です。

８月になってから市役所１階保険健康課まで

お越しください。

水 色
７月３１日まで

後後期保後期保険険証証

桃 色
８月１日から

うぐいす色またはサーモン色
７月３１日まで

国国保保国保保険険証証

藤色またはオレンジ色
８月１日から

新しい保険証は、簡易書留で配付します。

経済的な理由などから保険料を納めることが困難な人には、申請により保険料を免除する制度があります。

引き続き７月からも免除の承認を受けたい、または新たに免除の承認を受けたい人は申請が必要です。

申請資格 ①前年の所得（１月から６月までに申請される場合は前々年所得）が一定額以下の人

②失業や天災で保険料を納付できない人

③所得が一定額以下で保険料を全額納付できない人

承認期間 平成２４年７月から翌年６月まで。

ただし、すでに保険料が納付または前納されているときは、

その月については免除されません。

市民課市民年金係 緯０９５４（６３）２１１７詳しくは

国民年金の保険料を納めることが
できない人には免除制度があります

お
知
ら
せ

潤老齢・障害・遺族基礎年金の受

給資格期間に算入されます。

潤追納期間は１０年以内です。

※一部納付（一部免除）はそれぞれ

保険料を納付していることが前提

となります。

全額免除３／４免除半額免除１／４免除

０円３,７５０円７,４９０円１１,２４０円納付保険料

年金額に

４／８が反映

年金額に

５／８が反映

年金額に

６／８が反映

年金額に

７／８が反映

老齢基礎年金

を受けるとき

平成２４年６月までの免除申請は

７月３１日までです。

申請される人はお急ぎください。
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情報掲示板ワイド

対象事業 鹿島の自然・歴史・文化・産業などを活か

した地域づくりを行う事業

応募要件 ・実施主体が市内の団体・個人

・平成２４年１０月～平成２５年３月末に終了す

る事業であること

交 付 額 対象事業費の７０％以内で予算の範囲内

申請方法 市役所３階企画課に備え付けの申請書に必

要事項を記入し、企画課へご提出ください。

締 切 ８月１７日（金）１７時までに必着

選考方法 書類選考の上、面接を実施します。

（面接日は直接申請者へ連絡します。）

交付決定 ９月中旬に申請者へ連絡します

企画課企画係 緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

平成 ２４年度後期『ふるさと活性化事業奨励金』
－ ふるさとへの思いを形にしてみませんか？ －

お
知
ら
せ

平成２年から始まったこの奨励金制度（旧ふるさとづくり交付金）は、地域のイベントや伝承芸能の保存活動、

特産品の開発などの事業に活用されています。あなたの活動で『ふるさと鹿島』を盛り上げてみませんか？

肥前鹿島駅バリアフリー工事に伴い、鹿島駅舎南側

駐輪場（２階建）を駅前駐車場へ仮移設します。利用

者の皆さんには、大変ご迷惑をおかけしますが、ご協

力をよろしくお願いします。

なお、安全のために仮駐輪場への自転車乗り入れの

際は、自転車を降りて通行してください。

移設期間 ７月９日（月）～平成２５年１月（予定）

胸７月９日から仮駐車場への駐輪をお願いします。

胸７月１３日（金）９時に、

現駐輪場を閉鎖し、解体

工事に入ります。

企画課企画係

緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

肥前鹿島駅の駐輪場を移設します
お
知
ら
せ

図書館の
夏休み教室

持参品申込開始ところと き定員
講 座 名

（講師名）

筆記用具、水筒、図書館カード

（職員の本の紹介の後、貸出ができます）

７月７日（土）

１０時～

エイブル３階

研修室

７月２６日（木）

１０時～１２時
６０人

読書感想文教室

（田中 勉さん）

感想画で描く本、鉛筆（２Ｂ以上）、

クレヨン、絵の具、水筒

７月１１日（水）

１０時～

エイブル３階

生活工房Ａ

８月１日（水）

１４時～１６時
３２人

読書感想画教室

（図書館職員）

筆記用具、水筒
７月１１日（水）

１０時～

エイブル３階

研修室

８月９日（木）

１４時～１６時
３０人

理科教室

（中村 安弘さん）

小学生を対象に、文章の書き方や画の描き方のコツを教えます。夏休みの宿題に活

かしませんか。いずれも参加料は無料です。定員になり次第、締め切ります。

市民図書館 緯０９５４（６３）４３４３詳しくは
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需給ひっ迫が予想される７月２日（月）から９月７日（金）の

平日（お盆期間８月１３日から１５日を除く）の９時から２０時につい

て、一昨年比▲１０％以上の使用最大電力の節電をお願いします。

特に気温が高く、電力需要がピークに達する時間帯（九州では

１３時～１７時）において、重点的な節電をお願いします。

０時 ９時 ２０時 ２４時

九州電力（株）武雄営業所 緯０１２０（９８６）３０４詳しくは

節電へのご協力をお願いします
お
知
ら
せ

情報掲示板ワイド

７月１１日（水）から２０日（金）までの１０日間、「夏の交通安全県民運動」が実施されます。

今年の市内の人身事故件数は、５月３１日までで１７７件となっており、前年比で＋１２件と事故件数が増加し

ています。

高齢者の皆さんへ

噛運転・運動能力などを再認識し、体調に応じて安全な行動を実践しましょう。

噛歩行中に事故に遭うケースが多いので、夕暮れ時や夜間は、目立つ服装の着用や

反射材などを活用しましょう。

噛車の直前直後の横断や、道路をななめに横断することはやめましょう。

運転者の皆さんへ

噛子どもや高齢者の近くでは減速・徐行を心がけ、事故の防止に努めましょう。

総務課消防交通係 緯０９５４（６３）２１１３詳しくは

夏 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

今年は計量器検査の年です

事業所や商店等で量り売りあるいは証明用として使

用されている計量器（はかり）をお持ちの人は、２年ご

との定期検査が計量法で義務付けられており、次の日

程で検査が実施されます。

前回（平成２２年度）受検された人には受検票を送付

しますので、検査当日は計量器、受検票、手数料を忘

れずに持参してください。なお、今回新しく受検され

る人はお問い合わせください。

※農業や漁業の出荷用計量器も検査の対象です。

恭所在場所検査（検査員が伺います。）

【大型・中型】 ８月８日（水）～８月１０日（金）

８月１６日（木）～８月１７日（金）

【小型】 ８月２０日（月）～８月２３日（木） ４日間

※申請書の提出が必要です。

恭集合検査（都合のよい日時・場所で受検できます。）

※所在場所検査とは、持ち運びが出来ない大きな計

量器や動かすと誤差が生じてしまう精密な計量器

などが対象となる検査です。

※集合検査とは、上記以外の計量器（バネ式など）が

対象となります。

商工観光課商工労政係

緯０９５４（６３）３４１２

詳しくは

検 査 会 場
検査日程

１３時３０分～１５時３０分１０時３０分～１２時

のごみふれあい楽習館古 枝 公 民 館８月３日（金）

浜 公 民 館七浦公民館８月６日（月）

鹿島市民会館前８月７日（火）

お
知
ら
せ

【家庭でできる節電】

興室温２８℃を心がける

興『すだれ』や『よしず』で窓からの

日差しを和らげる

興日中は不要な照明を消す

芦

斡

梓

扱

鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵

鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵鯵

圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧

圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧
圧

５日間｝

生活に支障のない

範囲での節電
生活に支障のない

範囲での節電

一昨年から▲１０％程度以上

の使用最大電力の節電
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介護保険料の支払い方法が年金天引き（特別徴収）

の人は、年6回ある納期の前半を仮徴収、後半を本徴

収として納付しています。（※これは介護保険料の算

定基礎となる住民税の賦課が６月に行われ、４月と６

月支給の年金から天引きとなる保険料額を決定できな

いためです。）その際、収入の変動や介護保険料の改

正があると、仮徴収と本徴収の納付額にばらつきが出

てしまいます。

そのため、年間を通じてできるだけ均等な額となる

ように年間の介護保険料を調整（平準化）しています。

◆特別徴収とは

年金受給額が年額１８万円以上の人を対象に、年金

から介護保険料が差し引かれることです。

◆仮徴収、本徴収とは

◎仮徴収（４月・６月・８月）

保険料は、前年の所得などに応じて決まります

が、決定するまでの３回は、前年度の２月と同額

を仮に納付することになります。

◎本徴収（10月・12月・翌年２月）

前年の所得などに応じて決定した年額の保険料

から、仮徴収で納付した額を差し引いた残りの保

険料を3回で納付することになります。

◆平準化とは

４月・６月・８月の仮徴収額は、原則、前年度２月

の本徴収額と同額になりますが、平成２４年度は介護

保険料の改正が行われ、すでに前半と後半の保険料に

差がある方も多いため、このまま仮徴収を行うと１年

間の介護保険料が前半（仮徴収）と後半（本徴収）で

偏ったままになってしまいます。

そこで、１年間を通じて保険料ができるだけ均等に

なるように８月の納付額を変更し、介護保険料の平準

化を図ります。なお、平成２４年度分の介護保険料は、

平成２４年７月２０日頃に送付する『介護保険料納入

通知書 兼 特別徴収開始決定通知書』により決定いた

します。

介護保険料を年金天引き
（特別徴収）で納めている人へ

８月の年金天引額が変更になります

杵藤地区介護保険事務所業務係 緯０９５４（６９）８２２３

http://www.kitou-web.jp/kaigo/

市保険健康課長寿社会係 緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

本 徴 収仮 徴 収

平成２５年２月１２月１０月８ 月６ 月４ 月

４,９００円４,９００円４,９１２円６,１００円４,３００円４,３００円

例１

保険料段階が第１・２段階の人

平成２３年度 ２５,８８４円

平成２４年度 ２９,４１２円

本 徴 収仮 徴 収

平成２５年２月１２月１０月８ 月６ 月４ 月

９,８００円９,８００円９,８２４円１２,２００円８,６００円８,６００円

例２

保険料段階が第６段階の人

平成２３年度 ５１,７６８円（第５段階）

平成２４年度 ５８,８２４円

本 徴 収仮 徴 収

平成２５年２月１２月１０月８ 月６ 月４ 月

１８,１００円１８,１００円１８,２２５円２４,２００円１５,１００円１５,１００円

例１

保険料段階が第１０段階の人

平成２３年度 ９０,５９４円（第９段階）

平成２４年度１０８,８２５円

※上記例は、標準的な特別徴収額です。
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鹿島市の人権･同和問題に関す

る意識調査（Ｈ２２年実施）では、

「基本的人権に関わる問題で、関

心のあるもの、重要と思われるも

の」として、障がい者、高齢者、

犯罪被害者、子ども、同和地区の

人々の人権問題やインターネット

による人権侵害等が高い比率を占

めています。しかし、このほかに

もたくさんの人権問題があり、偏

見や差別に苦しんでいる人たちが

数多くおられます。

法務省では、『みんなで築こう

人権の世紀』～考えよう相手の気

持ち育てよう思いやりの心～を人

権擁護に関する重点目標として、

さらに１７項目の啓発活動強調事

項を設定して、「全ての人々が個

人として尊重され、相互に共存で

きるような平和で豊かな社会の実

現に向けた啓発活動を行う」とし

ています。

【平成２４年度年間強調事項】

※市の意識調査の紹介項目を除く

○女性の人権 ○外国人の人権

○アイヌの人々に対する理解

○ＨＩＶ感染者やハンセン病患者

等への偏見

○刑を終えて出所した人への偏見

○北朝鮮当局による人権侵害問題

に対する認識

○ホームレスに対する偏見

○性的指向を理由とする差別

○性同一性障害を理由とする差別

○人身取引への関心と理解

○東日本大震災に起因する人権問

題への取り組み

２１世紀は『人権の世紀』と言

われており、東日本大震災による

新たな課題も加わり、人権問題の

解決に向けての一層の努力が求め

られています。小さなことですが、

まずは一人ひとりが多様な人権問

題に関心を持ち、理解を深めてい

くことが必要ではないでしょうか。

多様な人権問題に関心を

【 発泡スチロールの出し方について 】

発泡スチロールを出す際、まず、『プラ』マーク

が表示されているかどうかを確認してください。

『プラ』マークが付いていれば『容器包装プラスチッ

ク・ビニール類』の袋（黄色）に、表示がなければ

『もえるごみ』の袋で出してください。

ただし、『プラ』マークが付いていても汚れや、臭

いが取れないものは『もえるごみ』の袋で出してくだ

さい。

環境下水道課環境係

緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

よく見ると「プラ」

マークが付いていま

す。（この容器の場合、

蓋の裏と底について

いました。）

【 畳の出し方について 】

畳１枚につき『粗大ごみステッカー』を１枚貼って

出してください。粗大ごみステッカーは１枚３００円

です。長さは２ｍ以内で、一人で持てるぐらいの大き

さが基準です。

【 家電リサイクルについて 】

エアコン、テレビ（ブラウン管、液晶、プラズマ）、

洗濯機、衣類乾燥機、冷蔵庫（冷凍庫）、これらの家

電は、『家電リサイクル法』の対象となっています。処

分する際は、家電販売店にリサイクル料金を支払って、

引き取ってもらっ

てください。粗大

ごみとして出すこ

とはできません。

このゴミどの袋・人権の輪
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エイブルからのお知らせなど

潤かしま市民立楽修大学入学要項
市内外問わず、老若男女どなたでも

いつでも入学できます！

年 会 費 １,０００円／年

（高校生以下５００円）

入学特典 「えいぶる事業」でチケット

代金の割引、先行予約など

が受けられます。

（入学月から１年間有効）

かしま市民立楽修大学

緯（６３）２１３８

詳しくは

に行ってみよう

岩永京吉 人物画展
い わ な がき ょ う き ち床 の 間

コーナー

７月の床の間コーナー

は引き続き、日本画家の

岩永京吉さんの作品を紹

介します。

岩永さんは、大正６年

鹿島村に生まれ、日展や

日春展、佐賀県展などに

も多数入賞・入選し、晩年には家族愛と自

然観を表現した作品を数多く描かれました。

今月は『家族』をテーマに展示します。

天の川お星さま おはなし会市 民
図書館

読み聞かせボランティアの皆さんによる第５回目のおはなし会です。

春・夏・秋・冬の季節を感じるお話をたくさん準備して皆さんをお待

ちしています。宇宙科学館からのプレゼントもあります。

と き ７月８日（日）

１０時～１２時

ところ エイブル１階

いきいきルーム

市民図書館

緯０９５４（６３）４３４３

詳しくは

朗読劇

『この子たちの夏１９４５・ヒロシマ ナガサキ』
第５回

えいぶる事業

１９４５年８月、広島・長崎で原子爆

弾にあった子どもたち、それを看取った

母、看取ることのできなかった母たちの

残した手記・詩歌などを６人の女優と地

元参加者が読む朗読劇です。

と き ８月１０日（金）

開場１８時３０分 開演１９時

ところ 鹿島市民会館

≪チケット発売中≫

指定席 一 般 ２,５００円

楽修大学生（一 般）２,０００円

高 校 生 以 下 １,０００円

楽修大学生（高校生以下） ５００円

自由席 一 般 １,５００円

楽修大学生（一 般）１,０００円

高 校 生 以 下 ５００円

胸劇中で俳句・短歌を読む女子高校生

５名を募集中です。

胸終演後、演出家・出演者によるトーク

ショーを予定

胸未就学時の入場はご遠慮ください

胸無料託児の申込締切は８月３日（金）

かとうかず子 古 村 比 呂
こむら ひろ

床 島 佳 子
とこしま よしこ

高 橋 礼 恵
たかはし のりえ

定員になり次第締め切りますので、早めにお申し込みください。

公開講座には楽大生以外の人も受講できます。エイブル倶楽部募集中講座

受講料ところ開講期間講 師定員講 座 名

５００円/１回

材料費２,５００円/５回分

エイブル２階

調理実習室

８月３日～１月１８日

［月１回金曜日］１０時～１３時
迎 りつ子さん２０人

おやつ作り教室

（金曜日コース）

５００円/１回
エイブル２階

音楽スタジオ

８月８日～１月２３日

［月２回水曜日］１０時～１２時
横内 安子さん２０人オカリナ教室②

５００円/１回
エイブル３階

研修室Ａ

８月３０日～１１月２９日

［月３回木曜日］１９時３０分～２１時

カート ニクルス

さん
１５人日常英会話教室

西 山 水 木
にしやま みずき

原 日 出 子
はら ひ で こ
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こんなときこのひとこと、学校だより

“thanksforeverything”

今月のキーフレーズ

ドノヴァン先生

№79

鹿児島への修学旅行

寓桜島での温泉掘体験活動

西部中学校

校学 だ よ り

No.１８２ ３年生は５月１６日からの２泊

３日の鹿児島修学旅行を終えました。

天気にも恵まれて、『協力の種を蒔

き、友情の花を咲かせる』のスロー

ガンのもとで、知覧での平和学習、

鹿児島市内の自主研修、桜島での温

泉掘体験などを活動しました。集団

生活を通して、時間を守り、責任を

もって行動することの大切さや平和

学習を通して命の尊さを改めて感じ

た３日間でした。

《生徒の感想より》

◆この修学旅行で１番楽しかったの

は、やっぱり自主研修でした。班

のみんなで次の目的地や時間の確

認をするなど協力してできました。

３日目の温泉掘り体験も楽しかっ

たです。途中岩場の方へ移動した

ら高い温度の温泉がでてきて、僕

たちの班は最高の温度の温泉を掘

り当てることができました。

◆この２泊３日の修学旅行でたくさ

んのことを学びました。最初の２

日間は時間が守れずに怒られてば

かりでしたが、実行委員が中心と

なり乗り越えることができました。

平和学習では特攻隊について多く

のことを学びました。たくさんの

方が亡くなられ、多くの遺品が

残っているのを見て、複雑な気持

ちになりました。

また、桜島が目の前で噴火して火

山灰が降ってきました。太陽の光

までも隠れた

ので、すごい

なと思いまし

た。

（鹿島市民）やあドノヴァン！ 来月アメリカに

帰国するんだってね。

（ドノヴァン）そうなんだ。悲しいけど帰らなくっ

ちゃ。

（鹿島市民）また会いに帰ってくるよね。

（ドノヴァン）もちろんそうするよ。僕の奥さんの家

族が熊本に住んでいるから、会いに

帰った時には鹿島にも来れるさ。

（鹿島市民）それは良かった！鹿島での３年間は

楽しかった？

（ドノヴァン）えぇ、とても楽しかったよ。鹿島の皆

さんには温かく迎えてもらって・・・

色々ありがとう。またね。

Kashima
citizen:

Donovan:

Kashima:
Donovan:

Kashima:

Donovan:

Hello,Donovan.Iheardyou'regoing
backtoAmericanextmonth.
That'sright.It'ssad,butIhavetogo
backhome.
Willyouevercomebacktovisit?
Ofcouese,Iwill.Mywife'sfamilylivesin
Kumamoto,soIwillbeabletovisit
KashimawhenIgotoseethem.
That'sgreat!Didyouenjoyyourthree
yearsinKashima?
Yes,Ihadagreattime.Thepeopleof
Kashimamademefeelverywelcome,too.
Thanksforeverything.Seeyou!

この表現は一つのことだけでなく、

「色々な面でお礼を言いたい」時に使います。
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

▲ 干潟の宝物を拾い取れ（子供宝探し） ▲ 大韓民国高興郡の選手も奮闘（人間むつごろう）
こふんぐん

▲ お父さんがんばって

（親子人間むつごろう）

▲ 道板を外せばこうなるのです

（ガタチャリ）

▲ 土管を過ぎても難所が次々と・・・（TheGatalympic） ▲ 潟が塗られた土管の上を歩くのは至難の業
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題 受賞者紹介

５月３０日

県内食育活動の優良事例を表

彰する佐賀県食育賞を、今年

度は家庭・地域部門で鹿島市

食生活改善推進協議会が受賞

されました。

おめでとうございます。
鹿島実高と中心商店街が、花いっぱい運動を開催

６月９日、鹿島実業高等学校の生徒・ＰＴＡ・

先生による『花ボラ』と中心商店街の合同で、

『まちなか花いっぱい運動』が開催されました。

早朝から集まった実高生（関係者）１７０人、

商店街関係者２０人の参加者は、鹿島駅前から

商店街一帯の除草と清掃活動に加え、公園の花

壇やお店の前のプランターに花を植えました。

今回、その花の一部を（株）サカタのタネ様、中

川たねもんや様から提供してもらいましたが、

その花『サンパチェンス』は、近年、環境浄化植

物としても注目を集めており、夏から秋にかけ

て、街行く人の目を楽しませてくれそうです。

おかげで公園もスッキリきれいに

６月６日、鹿島市シルバー人材セン

ターの皆さんが、福祉会館周辺や中川

公園、二本松通り児童遊園などのボラ

ンティア清掃作業を行いました。この

奉仕作業は、地域への奉仕活動として、

市内の公共施設を対象に、毎年春と秋

の２回行っていただいており、この日

はセンター会員の皆さん約１１０人が、

公園内の樹木の剪定や草刈りなどを行

いました。

皆さんありがとうございました。

門前商店街に活性化事務所がオープンしました

６月１日、家督屋となりの空き店舗に、

門前商店街活性化事務所がオープンしま

した。スタッフが常駐し、商店街の人た

ちと一体となって商店街の『活気づくり』

や『にぎわいづくり』に取り組みます。ま

た、休憩所として利用できるスペースも

あります。皆さん、気軽にお立ち寄りく

ださい。

贈呈・寄贈

６月１４日

佐賀花商組合様と佐賀花卉生

産組合バラ部会様が、「父の日

にはバラの花を贈ろう」と父親

を代表して市長へバラの花束

を贈呈されました。

「父の日にはバラの花を」

５月３１日

佐賀県林務技術職員退職者７３

人で組織された『佐賀県みどり

会』から木製長イス５脚の寄贈

がありました。

今回寄贈された木製長イスは、

市内中学校や肥前浜宿、七浦公

民館などに設置しています。

木製長イスを寄贈
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観光協会では、鹿島の観光名所

（祐徳稲荷神社、普明寺、武家屋敷、

肥前浜宿、棚じぶ、むつかけ、面浮

立、赤門）のイラストが入った包装

紙を販売しています。観光ＰＲにご

活用ください。

料 金 １００枚で２,５００円

鹿島市観光協会

緯０９５４（６２）３９４２

先の大戦において、戦地等へ派遣

され、戦時衛生業務に服された標記

の皆さまのうち、慰労金給付の対象

とならない人に対して、請求に基づ

き、内閣総理大臣名の書状が贈呈さ

れます。

請求期限 平成２５年３月３１日

総務省大臣官房総務課

緯０３（５２５３）５１８２

７・８月で６５歳になる人を対象

に介護保険の制度説明会を開催しま

す。皆さんのご出席をお待ちしてい

ます。

と き ７月１９日（木）１４時～

ところ 市民会館１階第４会議室

杵藤地区介護保険事務所

緯０９５４（６９）８２２２

観光名所が満載の
包装紙ができました!!

詳しくは

旧日本赤十字社救護看護婦・
旧陸海軍従軍看護婦の皆さまへ

詳しくは

介護保険制度説明会を
開催します

詳しくは

市議会の活動を市民の皆さんに理

解してもらうために、議会報告会を

地区別に開催します。都合の良い会

場にぜひお越しください。

日 程 ７月６日（金）鹿島公民館

７月６日（金）七浦公民館

７月２０日（金）北鹿島公民館

７月２０日（金）浜公民館

時 間 １９時３０分～２１時３０分

（鹿島公民館は１９時～２１時）

内 容 ・議会から市の当面する

課題報告

・参加者との質疑応答と

意見交換

議会事務局

緯０９５４（６３）２１０４

７月１日から県下一斉に『社会を

明るくする運動』が始まりました。

この運動は、青少年の非行をなくし、

明るい社会を築いていこうという県

民運動の一つです。

非行のない安全・安心な社会を築

いていくためにも、地域ぐるみで親

子の話し合いを持ちましょう。

鹿島市においても、さまざまな

『社会を明るくする運動』の行事を

開催します。皆さまのご理解とご参

加をお願いします。

生涯学習課社会教育係

緯０９５４（６３）２１２５

議会報告会（地区別）を
開催します

詳しくは

社会を明るくする運動
にご協力を

詳しくは

恭夏の作業もおまかせください

『農作業』『草払い、草取り』『植木剪

定』『家事』『網戸・襖張り替え』『はが

き書き』『住宅火災警報器取り付け』

など、いろいろな作業についてお気

軽にご相談・注文ください。

恭家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉

のチップ堆肥はいかがですか

恭刃物研ぎいたします

と き ７月１９日（木）８時３０分～

恭会員を募集しています（６０歳以上）

説明会 ７月１９日（木）９時３０分～

ところ シルバー人材センター

シルバー人材センター

緯０９５４（６３）０９７０

今年のサマージャンボ宝くじの賞

金は、史上最高額の１等・前後賞合

わせて５億円です。２０００万サ

マーも同時発売です。この宝くじの

収益金は市町村の明るく住みよいま

ちづくりに使われます。

と き ７月９日（月）～２７日（金）

抽選日 ８月７日（火）

（財）佐賀県市町村振興会

緯０９５２（２５）１９１３

暑中お見舞い申し上げます
シルバー人材センター

詳しくは

今年の夏は
１等賞金４億円

詳しくは

平成２４年５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０９５４（６３）２１００詳しくは

支出の相手方、行事名支出金額支出日区 分

鹿島商工会議所女性会第２５回通常総会５，０００円５月１１日祝 儀

関西佐賀県人会へ特産品提供

（のごみ人形１０個）
９，８７０円５月１８日接 遇

（４月からの累計３３,８７５円）１４，８７０円合 計

平成２４年５月市長交際費支出状況表

潤市税集合徴収分
潤介護保険料
第２期の口座振替日は

７月３１日（火）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

お詫びと訂正

平成２４年６月号１９ページの『食の

講演会』の講師の氏名は、『下田純

子さん』でした。

お詫びして訂正します。

情報掲示板 愚 お知らせ
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楽しい夏休みの計画はお決まりで

すか？近場で家族で楽しめる場所と

いえば『奥平谷キャンプ場』。バーベ

キューの道具などはレンタルでき、

そうめん流しの台は無料で使えます。

利用するには予約が必要です。空

室状況は、市のホームページで確認

できます。

利用期間

潤夏休み期間は木～日曜日および

お盆期間の宿泊可。

潤夏休み期間以外は土曜・祝前日の

宿泊のみ。

※日帰りバーべキューのみの利用は

開村時のみ可

バンガロー（６人用から５０人用)

１棟 2,200円～14,700円

コテージ（１０人用）１棟12,430円

商工観光課（平日のみ）

緯０９５４（６３）３４１２

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、２０地域が

対象です。

参加費用 ９万円

佐賀県遺族会

緯０９５２（２３）４４９０

がん患者とその家族を対象に、

『心と身体が喜ぶエクササイズ』や

『親睦・交流会』を開催します。

と き ７月９日（月）１３時～１６時

ところ 県総合保健会館（佐賀市）

定 員 ３０人（受付順）

参加料 ３００円／１人

申込み 住所・氏名・電話番号・家

族同伴の有無を電話で連絡

受 付 月・水・金曜の

１０時～１３時、１４時～１６時

締 切 ７月６日（金）

（財）佐賀県総合保健協会

緯０９５２（２７）４６６６

夏休みは
奥平谷キャンプ場へ

詳しくは

戦没者遺児による慰霊友好
親善事業の参加者募集

詳しくは

がん患者（家族）の
集いの会

詳しくは

豊饒の海を取り戻す目的で、河川
ほうじょう

の上流部に広葉樹を植栽する『海の

森』づくりも今年度で１９年目とな

りました。下刈りは植樹した樹木が

大きく育つために、とても重要な作

業です。今回は、中木庭ダムに隣接

する海の森・植樹地の下刈り作業を

行います。

と き ７月２８日（土）

８時集合（市役所前）

１１時３０分解散予定

※雨天時は８月４日（土）に順延

ところ 中木庭ダム湖畔公園内

（バスで移動）

持参品 草刈鎌、軍手、タオル、

水筒、帽子

※飲み物等は用意します。

農林水産課農山漁村係

緯０９５４(６３)３４１３

藤津鹿島地区で新たに農業を始め

たいと考えている人や新しい作物に

取り組んでみたいと考えている人な

どを対象に、農作物の栽培・経営概

要等を説明する『チャレンジ農業セ

ミナー』を開催します。

と き ７月６日（金）１５時～

受付１４時３０分～

ところ ＪＡさが鹿島中央支所

３階大研修室

ＪＡさが鹿島中央支所

緯０９５４（６２）２１４７

走行中に席を離れると、転倒など

思わぬけがをすることがあります。

降りる際は、バスが停留所について

扉があいてから席を立ってください。

また、安全運転に徹していますが、

やむを得ず急停車することがありま

すので、満席の場合は、吊革や握り

棒にしっかりつかまってください。

（社）県バスタクシー協会

緯０９５２（３１）２３４１

海の森 下刈り作業
に参加しませんか

詳しくは

新たに農業を
始めてみませんか

詳しくは

７月はバス車内事故
防止キャンペーン

詳しくは

市内民間保育所の保育士・栄養士・

調理師については、各保育所が必要

に応じて募集します。採用を希望す

る人は、直接、各保育所にお問い合

わせください。

胸保育所めぐみ園 緯０９５４（６３）４４５０

胸アソカ保育園 緯０９５４（６２）２３７９

胸鹿島保育園 緯０９５４（６２）３４８４

胸誕生院保育園 緯０９５４（６２）０８１０

胸ことじ保育園 緯０９５４（６３）１３３５

胸能古見保育園 緯０９５４（６３）３３１５

胸若草保育園 緯０９５４（６２）２８３４

胸海童保育園 緯０９５４（６２）０６２７

胸共生保育園 緯０９５４（６３）５０６２

胸おとなり保育園 緯０９５４（６２）８３１３

胸飯田保育園 緯０９５４（６２）８９４９

胸旭ヶ岡保育園 緯０９５４（６３）０１９５

胸七浦保育園 緯０９５４（６３）１４０１

福祉事務所社会福祉係

緯０９５４（６３）２１１９

人事院では、平成２４年度の国家公

務員採用試験『一般職試験（高卒程

度）』『一般職試験（社会人試験（係

長級））』『税務職員採用試験』を実

施します。

詳しくは人事院ホームページの

『国家公務員試験採用情報ナビ』で

確認してください。

受付締切 ７月１０日（火）

人事院九州事務局

緯０９２（４３１）７７３３

平成２４年度の裁判所職員採用一般

職試験（高卒者試験）を実施します。

詳しくは『裁判所』のホームペー

ジから『採用案内』をクリックして

確認してください。

受付期間 ７月１７日～７月２６日

佐賀地方裁判所総務課

緯０９５２（２３）３１６1

民間保育所の
保育士募集

詳しくは

国家公務員採用試験の
ご案内

詳しくは

裁判所職員採用
一般職試験（高卒者試験）

詳しくは

情報掲示板 愚 お知らせ・採用
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親子で簡単・おいしいごはんを一

緒に作ってみませんか。おじいちゃ

んおばあちゃんとの参加も歓迎。

と き ８月２日（木）９時～１２時

ところ エイブル２階 調理実習室

参加費 無料

定 員 ３０人（先着順）

持参品 エプロン・三角巾（バンダナ）

・マスク・はし・上履き

締 切 ７月１０日（火）

市立学校給食センター

緯０９５４（６３）２４５３

パパと子どもで簡単に作れる料理

教室です。スイーツも作ります。

と き ７月２１日（土）１０時～１３時

ところ エイブル２階 調理実習室

講 師 迎りつ子さん

定 員 １５組（年中～小学３年生）

参加費 親子１組５００円（子ども

２人目から１００円追加）

持参品 エプロン・三角巾・手拭き

タオル・飲み物・米１合

締 切 ７月１３日（金）

生涯学習課社会教育係

緯０９５４（６３）２１２５

人権問題に対する正しい理解と認

識を深めてもらうために、市民の皆

さんを対象とした人権学習会を開催

します。９月・１０月の日程・テーマ

は、９月号でお知らせします。

日程・テーマ

胸７月５日（木）インターネットと人権

胸７月１９日（木）女性と人権

胸８月２日（木）同和問題と人権Ⅰ

胸８月２４日（金）ハンセン病と人権

時 間 ２０時～２１時３０分

ところ エイブル３階研修室

講 師 社会教育指導員と外部講師

参加費 無料

同和対策課

緯０９５４（６３）２１２６

親子料理教室に
参加しませんか

詳しくは

パパと一緒に
わくわくランチ作り

詳しくは

人権学習会を
開催します

詳しくは

鹿島史談会では、郷土の歴史につ

いて、会員や外部講師により毎月発

表や見学を行っています。

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（城内）

資料代 ２００円(入場無料)

日程・内容・講師（敬称略）

噛７月５日（木）

演題 民俗資料に見る昔の暮らし

講師 加田隆志(当会監査幹事)

噛８月２日（木）

演題 紳士録にみる郷土の人脈

講師 荒川剛志(鹿島古文書会会長)

噛９月６日（木）

演題 浅井長政と織田信長

講師 宮原敬一(佐賀大学教授)

鹿島史談会事務局 松永

緯０９５４（６３）３６６５

レベルに応じてクラス分けをし、

指導します。

レベル分け

初級 水慣れ、顔付け、バタ足

中級 正しいフォームで２５ｍ泳ぐ

上級 背泳ぎ・平泳ぎ・バタフライ

と き ７月２３日（月）～２８日（土）

１６時～１７時

ところ 鹿島小学校プール

対 象 市内小学生の全学年

参加費 ３,０００円（保険料含む）

指導者 市水泳連盟会員

鹿島市水泳連盟 吉田

緯０９０（８３９５）９４０３

と き ７月１９日～８月９日

毎週月・木曜日 計７回

１９時４５分～２０時４５分

ところ 七浦海浜スポーツ公園プール

定 員 一般男女３０人

指導者 草野晶子さん

参加費 ３,０００円（保険料含む）

鹿島市体育協会事務局

緯０９５４（６２）３３７９

鹿島史談会
鹿島の歴史講座

詳しくは

夏休みの
短期水泳教室

詳しくは

水中ウォーキング教室
受講生募集

詳しくは

４ヵ月間全１６回で、基本的な文字

入力ができる人を対象に、パソコン

教室を実施します。

日程・時間

月曜コース ７月９日～１１月１９日

金曜コース ７月１３日～１０月２６日

１０時～１２時コース

１３時３０分～１５時３０分コース

※都合のいい曜日と時間の組み

合わせを選んでください。

ところ あすとプラザ（横田）

（旧東亜工機事務所ビル）

定 員 各時間帯８人

参加費 ４,０００円／月 教材費５００円

ＮＰＯ法人フロンティア

緯０９５４（６３）４５７１

武雄税務署管内租税教育推進協議

会では、税に関する一般的な知識の

普及のために、杵藤管内の社会人や

団体向けの税金に関する出前講座を

行っています。

と き ４月～１２月の平日、９時～

１６時の１時間程度

人 数 １０人以上

申込み 開催希望日の１ヵ月前まで

に電話で連絡ください

武雄税務署総務課

緯０９５４（２３）２１２７

自動音声案内で２を選択

県立盲学校では、点字の基礎（書

き方・読み方・パソコン点訳）の入

門講座を実施します。

と き ７月２７日～８月２４日

各金曜日の１３時３０分～１６時

ところ 県立盲学校（佐賀市）

定 員 １０人（先着順）

申込み 平日の９時～１６時３０分に、

電話で申し込み

参加費 １,０００円程度（教材費）

締 切 ７月１１日（水）

佐賀県立盲学校

緯０９５２（２３）４６７２

初心者の
パソコン教室

詳しくは

税金に関する
出前講座

詳しくは

点字点訳
ボランティア入門講座

詳しくは

情報掲示板 愚 講習会・教室
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夏の風物詩“浜祇園祭”がやって

来ました。浜町一円で奉納踊子、子

供みこしが町を練り歩きます。

と き ７月１３日（金）～１５日（日）

と こ ろ 浜町・古枝大村方区一帯

浜公民館

緯０９５４（６２）２５３４

たくさんの花火が夜空を彩ります。

協賛金のご協力をお願いします。

と き ７月１４日（土）２０時３０分～

※雨天の場合７月１７日（火）

ところ 新浜大橋周辺

（浜川河口付近）

同実行委員会事務局

緯０９５４（６３）３３０４

と き ８月１日（水）

ところ 祐徳稲荷神社周辺

内 容

胸若草保育園児アトラクション

１２時３０分～

胸宝さがし １３時～

胸願いを叫ぼう大声コンテスト

１３時３０分～

胸祐徳おどり大会 １９時～

鹿島市観光協会

緯０９５４（６２）３９４２

活動１４年目の劇団ヤマトの公演

です。市内外の小中高校生が中心と

なって、感動的な演劇と華やかな歌

＆ダンスのステージを繰り広げます。

と き ７月２９日（日）１３時３０分～

ところ エイブルホール

入場料 無料

内 容 ①演劇『キアラ』

②演劇『探しものはなんですか』

③歌とダンスのステージ

劇団ヤマト事務局 野崎

緯０９０（２５０８）８３７４

浜祇園祭
ぎおん

詳しくは

鹿島納涼花火大会

詳しくは

恒例 祐徳夏まつり

詳しくは

劇団ヤマト
７月公演のご案内

詳しくは

今年も鹿島が熱く燃える季節が

やってきました。鹿島おどり実行委

員会では、現在参加者・団体を募集

しています。

と き ８月４日（土）・５日（日）

１９時３０分～

参 加 費 １人２００円（１８歳以上）

※うちわ付き

参加条件 ３曲ともに踊ることがで

き、練習に参加した団体

申込締切 ７月２０日（金）

同実行委員会事務局

緯０９５４（６２）３５６４

８月５日の昼間の時間帯に『ひっ

きゃ鹿島フェスタ』と題して開催し

ます。故郷鹿島を活性化させ、市民

の皆さんを盛り上げてもらえる物産

の販売や趣味の発表・展示、ダンス

の披露をしてもらえる個人・団体を

募集しています。参加費・条件など

の詳細は、お問い合わせください。

と き ８月５日（日）１１時～１７時

ところ 中心商店街内特設コーナー

同実行委員会事務局

緯０９５４（６２）３５６４

市民の皆さんを対象に、ボウリン

グ大会を開催します。ハンデキャッ

プ制で行いますので、初心者の人も

ふるってご参加ください。

と き ７月１５日（日）８時４５分集合

ところ メリーランドタケオボウル

内 容 ボウリング２ゲーム

団体戦（４人１組）と個人戦

参加料 １,０００円（保険料含む）

貸し靴代は個人負担

締 切 ７月１１日（水）

体育協会事務局

緯０９５４（６２）３３７９

ヤッサ！ヤッサ！
鹿島おどり参加者募集！

詳しくは

鹿島おどりでイベントを
企画しませんか

詳しくは

スポーツライフ鹿島
ボウリング交流大会

詳しくは

小学４～６年生を対象に行う１泊

２日の宿泊体験です。今年は伊能忠

敬来鹿２００周年記念として、実際

に伊能忠敬が歩いた道をウォークラ

リーしながら、楽しく鹿島の歴史を

学びます。

と き ９月１４日（金）～１５日（土）

ところ のごみふれあい楽習館と

諸国屋（本町）

定 員 ３０人

参加費 １,０００円

締 切 ７月２０日（金）

申込み 各小学校に配布している所

定の用紙に必要事項を記入

して提出。

生涯学習課社会教育係

緯０９５４（６３）２１２５

小学５～６年生と中学生を対象と

した３泊４日のチャレンジサマース

クールを開催します。

と き ８月９日（木）～１２日（日）

ところ 黒髪少年自然の家（武雄市）

定 員 ６０人

参加費 ５,８８０円

締 切 ７月２８日（土）

申込み 『黒髪少年自然の家』のホー

ムページから申込書をダウ

ンロードしてください。

黒髪少年自然の家

緯０９５４（４５）２１７０

幼児、小中学生とその家族を対象

とした１泊２日の親子アド ベン

チャーキャンプを開催します。

と き ９月１日（土）～２日（日）

ところ 黒髪少年自然の家（武雄市）

定 員 ６０人

参加費 大人２,３９０円、子ども２,２３０円

締 切 ８月１７日（金）

申込み 『黒髪少年自然の家』のホー

ムページから申込書をダウ

ンロードしてください。

黒髪少年自然の家

緯０９５４（４５）２１７０

伊能ハウスキャンプに
参加しませんか

詳しくは

チャレンジ
サマースクール

詳しくは

親子アドベンチャー
キャンプ

詳しくは

情報掲示板 愚 イベント・募集
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鹿島市保健センター

緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

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・C型肝炎ウイルスと

言われています。次の日程で肝炎ウイルス検査を実施

します。各種検診申込書で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。

対象者 ３０歳以上で、これまで肝炎ウイルス検査

を受けたことがない人

と き ７月２９日（日）、８月２６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 ３００円

C型のみ ４００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

肝炎ウイルス検査を受けましょ肝炎ウイルス検査を受けましょうう

熱中症に注意しましょ熱中症に注意しましょうう

熱中症は夏の暑い日だけに起こるとは限りません。

梅雨明けしたばかりの頃や、前日に比べ気温が急に

上昇した日は、体が暑さに慣れていないため、熱中症

になりやすくなります。特に、体温調節が十分でない

子どもや高齢の人は注意しましょう。

予防法

・こまめに水分および塩分補給をしましょう。

・衣服は軽く、通気性・吸湿性のよい素材のものを選

びましょう。外出時は帽子や日傘で直射日光を防ぎ

ましょう。

・部屋の風通しをよくし、暑さがこもらないようにし

ましょう。

・食事と十分な睡眠で体調を整えましょう。

フッ化物塗布は、歯の質を強くし、むし歯に

なりにくくします。市では、２歳時に２回目の

フッ化物塗布を行っていますので、歯みがきを

してお越しください。(予約不要)

と き ７月２６日(木)

受付時間 １３時４５分～１４時

持 参 品 母子健康手帳

２回目フッ化物塗布を実施しま２回目フッ化物塗布を実施しますす

フッ化物塗布は３ヵ月ごとに継続して行

うと効果的といわれています。

４０歳を過ぎたら骨量チェック！

対象者で希望する人はお申込みください。

対 象 者 平成２４年4月２日～平成２５年４月１日

の間に、４０･４５・５０・５５・６０・６５・７０歳になる女性

検診日時 ７月３０日（月）１３時３０分～１５時３０分

検診場所 保健センター（エイブル１階）

料 金 ６００円

ただし、市民税非課税世帯・生活保護世帯、

後期高齢者医療制度被保険者は無料

内 容 腕のレントゲン撮影

注 意 点 妊娠の可能性がある人は受けられません。

定 員 ４０人（先着順）

申込締切 ７月１３日（金）

骨粗しょう症検診を受けましょ骨粗しょう症検診を受けましょうう
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生活習慣病予防教室参加者募生活習慣病予防教室参加者募集集

平日に受診できない人はぜひ受診してください。

日曜日実施医療機関

７月８日（日） 志田病院【要予約】 緯０９５４（６３）１２３６

７月２９日（日） 吉田病院【要予約】 緯０９５４（６２）３２０３

８月２６日（日） 織田医院【要予約】 緯０９５４（６３）３３３２

９月３０日（日） 谷口医院（嬉野市）【予約不要】

緯０９５４（６６）３５６８

自己負担 １,０００円

持 参 品 受診券、受診票、国保保険証

そ の 他 予約が必要な医療機関は、事前に電話で

予約してから行ってください。

日曜日に特定健診が受診できま日曜日に特定健診が受診できますす

ウウォーキング教ウォーキング教室室
特別な準備が不要で気軽にできるウォーキングは特別な準備が不要で気軽にできるウォーキングは、、

メタボリックシンドロームの予防・改善にお勧めですメタボリックシンドロームの予防・改善にお勧めです。。

まずは歩くことを楽しんでみましょうまずは歩くことを楽しんでみましょう。。

とと きき ９９月月２８２８日（金）日（金）～～１２１２月７日（金月７日（金））

祝日を除く毎週金曜日祝日を除く毎週金曜日 ９９時～１１時３０分時～１１時３０分

とこところろ 織田病院（中牟田織田病院（中牟田））

ウォーキング実践時は市内一ウォーキング実践時は市内一円円

定定 員員 ３０３０人人

参加参加料料 ３３,００,００００円円（全１２回分（全１２回分））

内内 容容 ウォーキング実践や各種講話なウォーキング実践や各種講話などど

トトータルボディケア教トータルボディケア教室室
自分のライフスタイルを見直してみませんか。自分のライフスタイルを見直してみませんか。

生活習慣を改善することで内臓脂肪を減らせるよ生活習慣を改善することで内臓脂肪を減らせるようう

に生活全般について学びますに生活全般について学びます。。

とと きき ９９月１月１日日（土）（土）～～１２１２月１日（土月１日（土））

祝日を除く毎週土曜日 １３時～１５時３０祝日を除く毎週土曜日 １３時～１５時３０分分

とこところろ 志田病院リハビリセンタ志田病院リハビリセンターー（中村）（中村）

定定 員員 ２０２０人人

参加参加料料 ３３,００,００００円円（全１２回分（全１２回分））

内内 容容 マシーンなどを使ったトレーニングやウォマシーンなどを使ったトレーニングやウォーー

キング、ヘルシーバイキング、各種講話なキング、ヘルシーバイキング、各種講話などど

鹿島市国保加入者を対象に５種類の生活習慣病予防教室を開催します。

申 込 期 限 ７月２４日（火）（ただし、参加希望者多数の場合は特定健診受診者を優先します。）

※参加が決定した人には各教室の詳細な日程をお送りします。

鹿島市保健センター 緯０９５４（６３）３３７３問合・申込先

ダダイエット＆エクササイズ教ダイエット＆エクササイズ教室室
メタボリックシンドロームから脱出するには、腹メタボリックシンドロームから脱出するには、腹囲囲

と体重を減らすことが大切ですと体重を減らすことが大切です。。健康的な体づくり健康的な体づくり

ができるようエクササイズを実践し、生活習慣病予ができるようエクササイズを実践し、生活習慣病予防防

と改善を目指しましょうと改善を目指しましょう。。

とと きき １０１０月月６６日日（土）～１２（土）～１２月月１５１５日（土）日（土）

祝日を除く毎週土曜日 １０時～１２祝日を除く毎週土曜日 １０時～１２時時

とこところろ 吉田病吉田病院院（乙丸）（乙丸）

定定 員員 １５１５人人

参加参加料料 ３３,００,００００円円（全１０回分（全１０回分））

内内 容容 運動実践や各種講話、料理の試食な運動実践や各種講話、料理の試食などど

腎腎臓病栄養教腎臓病栄養教室室
腎臓病は自覚症状がないため、自分には関係がな腎臓病は自覚症状がないため、自分には関係がないい

病気と思いがちです。自分や家族のために、食を見病気と思いがちです。自分や家族のために、食を見直直

してみませんかしてみませんか。。

とと きき ①①９９月６月６日日（木（木））１０時～１３１０時～１３時時

②②９９月月２０２０日日（木（木））１０時～１３１０時～１３時時

③③１０１０月４月４日日（木（木））１０時～１３１０時～１３時時

④④１０１０月月１８１８日日（木（木））１０時～１３１０時～１３時時

⑤⑤１１１１月１月１日日（木（木））１０時～１３１０時～１３時時

とこところろ 納富病納富病院院（中牟田（中牟田））

定定 員員 １２１２人人

参加参加料料 ２,００２,００００円円（全（全５５回分）回分）

内内 容容 腎臓食の試腎臓食の試食食（毎回）（毎回）やテーマに沿った講やテーマに沿った講話話

栄栄養教栄養教室室
高血圧や糖尿病、高コレステロールなどの生活習高血圧や糖尿病、高コレステロールなどの生活習慣慣

病の予防を目的とした栄養教室を開催します病の予防を目的とした栄養教室を開催します。。

とと きき ①①９９月月１８１８日日（火）（火）９９時時３０分～１１時３３０分～１１時３００分分

②②１０１０月月２２日日（火）９（火）９時時３０分～１３３０分～１３時時

③③１０１０月月１６１６日日（火）９（火）９時時３０分～１３３０分～１３時時

④④１０１０月月３０３０日日（火）９（火）９時時３０分～１３３０分～１３時時

⑤⑤１１１１月月１３１３日日（火）９（火）９時時３０分～１１時３３０分～１１時３００分分

とこところろ ①と⑤は犬塚病院 多目的室（東町①と⑤は犬塚病院 多目的室（東町））

②～④はエイブル調理実習②～④はエイブル調理実習室室

定定 員員 １０１０人人

参加参加料料 ２,０００２,０００円円（全５回分）（全５回分）

内内 容容 調理実習や栄養に関する講話な調理実習や栄養に関する講話などど
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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１８年４月２日～平成１９年４月１日

に生まれた子ども

第３期 平成１１年４月２日～平成１２年４月１日

に生まれた人

第４期 平成６年４月２日～平成７年４月１日

に生まれた人

接種期間 第２期・３期・４期は平成２４年４月１日

から平成２５年３月３１日までです。

情報掲示板 愚 相談・試験

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０９５４（６３）３３７３７月の子育て

３歳６ヵ月健診
対 象 平成２０年１２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

１２日（木）１歳６ヵ月健診
対 象 平成２２年１２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）

２６日（木）４ヵ月健診
対 象 平成２４年３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

２５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。

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

成の期間が延長されることになりました。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。

助 成 平成２５年３月３１日まで

接種費用 無料

ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン

対象者 生後2ヵ月～5歳未満

（接種開始年齢で回数が異なります）

接種場所 県内の実施医療機関での個別接種

子宮頚がん予防ワクチン

対象者 平成８年4月2日～平成１１年4月1日に

生まれた女子（全３回）

※平成７年4月2日～平成８年4月1日に生ま

れた女子で、平成２４年３月３１日までに本事業に

おける接種を１回でも受けている場合には、残

りの回数分は対象となります

接種場所 鹿島市・嬉野市・

太良町内の指定医療

機関での個別接種

日本脳炎予防接種
対 象 者 １期：３歳～７歳６カ月未満の子ども

２期：９歳～１３歳未満の子ども

接種回数 １期初回は、６～２８日間の間隔をおいて

２回接種します。

１期追加は２回目の接種後、おおむね１年

（１１～１３カ月）の間をおいて１回接種し

ます。

２期は、対象期間の間に１回接種します。

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。

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歳誕生日の前々日まで

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）
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子健

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

４４・・１１・１１１・１８８・２５・２５日日（水）（水）
赤ちゃん相赤ちゃん相談談

受付１３：３０～１４：３０
内容 身体測定・健康相談
対象 赤ちゃんと保護者
※来月は８月１日（水）

４４日（水日（水））
離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

１０日（火１０日（火））

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北鹿島３日（火）

七 浦 公 民 館七浦１０日（火）

鹿島小わんぱくクラブ鹿島赤ちゃん１７日（火）

古 枝 公 民 館古枝２４日（火）

対 象 就学前児と保護者 だだし、「鹿島」

は１歳未満の赤ちゃんとその保護者

２ヵ月児相２ヵ月児相談談

受付１３：３０～１３：５０
内容 体重測定・個別相談
対象 平成２４年５月生まれ

１１８８日（水日（水））

のびのびサークル １０時～１２時
対 象１歳７ヵ月児～就学前児と保護者

よちよちサークル １０時～１２時
対 象５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

６日（金）エイブル『七夕飾りはオリジナル嗣』

２０日（金）楠 風 館『ママカフェ♪』

１３日（金）エイブル『おうちで光る七夕様嗣』

２７日（金）楠 風 館『ママカフェ♪』

子育てサークル 会場受付９時４５分～１０時

育育 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

幼児食教幼児食教室室

受付１０：００～１０：３０
内容 幼児食指導・試食など
対象 １歳半～就学前児と

その保護者

２２４４日（火日（火））

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（７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

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０９５４（６３）１８３８

電 話 番 号所 在 地在 宅 医日 付

０９５４（４３）９３４１嬉野市 吉田野中医院３日（火）

０９５４（６６）３５６８嬉野市 谷所谷口医院１０日（火）

０９５４（４３）１６５２嬉野市 一位原樋口医院１７日（火）

０９５４（４３）０５５０嬉野市 中川通福田医院２４日（火）

０９５４（４２）１２１１嬉野市 築城うれしのふくだクリニック３１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０９５４（６３）１８３８

怯休日昼間の小児救急医療（休日および１月１日～３日）

場所・問合せ先 エイブル１階 保健センター 緯０９５４（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

育児相談、子育てサークル、子育てひろばの問合先 子育て支援センター（エイブル１階） 緯０９５４（６３）０８７４
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９月号８月号
８月６日７月３日

６日（金） 議会報告会（地区別）・・・・・・・・［１６ページ参照］
鹿島公民館 １９時～２１時

七浦公民館 １９時３０分～２１時３０分
１３日（金）～１５日（日） 浜祇園祭 浜一円・・・・・・［１９ページ参照］
１４日（土） 鹿島納涼花火大会・・・・・・・・・［１９ページ参照］

浜川河口 ２０時３０分～
２０日（金） 議会報告会（地区別）・・・・・・・・［１６ページ参照］

北鹿島公民館 １９時３０分～２１時３０分
浜公民館 １９時３０分～２１時３０分

２０日（金） 第１学期終業式 市内小中学校
２７日（金） 市内小学校水泳大会 鹿島小 ８時４５分～
２８日（土） 海の森下刈り作業・・・・・・・・・［１７ページ参照］

中木庭ダム湖畔公園 ８時に市役所前集合
２９日（日） 劇団ヤマト７月公演・・・・・・・・［１９ページ参照］

エイブルホール １３時３０分～

（７月分）
７・１４・２１・２８日（土）
１・８・１５・２２・２９日（日）
１６日（祝）

市役所
保健センター

２・９・２３・３０日（月）
１７日（火）・２６日（木）

市民図書館

２・９・２３・３０日（月）
１７日（火）

生涯学習センター
（エイブル）

３・１０・１７・２４・３１日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

松本設備 緯（６３）１８４１
兼茂 緯（６３）１６１６
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
岡田電機 緯（６３）１１６４
鹿島工設 緯（６３）１３２３
家永設備 緯（６２）７１２９
荒木建設 緯（６３）１４４５
山中鉄工 緯（６３）３３４１

１日（日）
７日（土）
８日（日）
１４日（土）
１５日（日）
１６日（祝）
２１日（土）
２２日（日）
２８日（土）
２９日（日）

在宅当番医・当番薬局
受付時間 ９時～１７時
※受診の際は事前に在宅当番医へ電話で確認してください
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

アルナ浜店薬師寺医院 緯（６３）５２８１１日（日）

ミズ北鹿島店志田病院 緯（６３）１２３６８日（日）

おおぞら薬局別府整形外科 緯（６３）３０６３１５日（日）

アルバ薬局犬塚病院 緯（６３）２５３８１６日（祝）

ミズスカイロード店織田病院 緯（６３）３２７５２２日（日）

西牟田薬局吉田病院 緯（６２）３２０３２９日（日）

愚無料法律相談（市民優先） 市民会館１階

１２日（木）受付１３時～１４時 （先着１０人）１３時３０分開始

２６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

４日（水） ９時３０分～１０時３０分

愚快互（かいご）のつどい エイブル２階和室

２０日（金）１０時～１１時３０分

愚消費生活相談 市民会館１階サロン

２・９・２３・３０日（月）、６・１３・２０・２７日（金）

９時３０分～１２時、１３時～１６時３０分

愚こころの健康相談（臨床心理士 対応）

１８日（水） ９時３０分～１２時 老人福祉センター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

２４日（火）要予約 ＮＰＯ法人 それいゆ

緯０９０（６２９６）７５５０

愚厚生年金・国民年金相談

市民会館１階サロン（要予約：市民課緯（６３）２１１７）

３・１７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

４・１８日（水）１０時～１２時、１３時～１５時

社会福祉協議会 緯（６２）２４４７

愚福祉介護電話相談 月曜日～金曜日 ９時～１７時

社会福祉協議会 緯（６２）２４４７


