
写真

佐原囃子（千葉県香取市）
さわらばやし

平成２４年７月３１日現在

※７月に住民基本台帳法の一部が改正され、７月分の人口から外国人の数を含めて

掲載することになりました。今回はその影響で人口・世帯数が増えています。

市市の市の木木 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５８＋人５３＋世帯１０,６８０人３１,４３５

世帯４３＋人６７＋世帯５,２８１人１４,３９４鹿 島

世帯１－人８－世帯１,１５７人３,７９５能 古 見

世帯１４＋人１１＋世帯９９３人３,１８５古 枝

世帯４＋人５－世帯１,０５７人３,１８１浜

世帯０人５－世帯１,２２４人３,７１７北 鹿 島

世帯２－人７－世帯９６８人３,１６３七 浦

人１５＋人１４,７５０男

人３８＋人１６,６８５女

№１０２５

９月９日に開催される、第１５回かしま伝承芸能

フェスティバルに、伊能忠敬来鹿２００年記念事業の

一環として、伊能忠敬ゆかりの千葉県香取市から佐原

囃子（国の重要無形民俗文化財指定）が特別出演されま

す。（６ページに関連記事）

～主な内容～
愚特集 敬老の日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２～３
愚平成２３年度鹿島市の決算状況・・・・・・・・４～５
愚情報掲示板ワイド・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６～１０
愚トピックス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１
愚エイブルに行ってみよう・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２
愚こんなときこのひとこと ほか・・・・・・・・・・・・・１３
愚このごみどの袋 ほか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４
愚みんなのあんしん介護保険・・・・・・・・・・・・・・・・１５
愚情報掲示板・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６～１９
愚健康・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０～２１
愚９月の子育て・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２～２３
愚くらしの情報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４

鹿島市は、多良岳と有明海の自然の恵みによってはぐくまれ
た伝統ある城下町です。
わたくしたちは、「ふるさと鹿島」をより豊かな住みよいまち
にするために、この市民憲章を定めます。
一、花と緑を愛し、伝統をいかして美しいまちにしましょう。
一、知識と教養を深め、清新な文化のまちにしましょう。
一、感謝と思いやりの心で、うるおいのあるまちにしましょう。
一、明るく元気に働き、活力のあるまちにしましょう。
一、秩序やきまりを守り、安全で快適なまちにしましょう。
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鹿 島 市 民 憲 章
（昭和５４年４月１日制定）
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多年にわたり家族や地域社会に尽くしていただいたお

年寄りを敬愛し、長寿を祝う日として『敬老の日』が定め

られています。

この日を契機として、皆さん一人ひとりがさまざまな高

齢者の問題を身近なこととして理解しましょう。

そして、だれもが生きがいを持ち健康で安心して生活

できる豊かな長寿社会を目指しましょう。

みんなで祝いましょう

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

特集 敬老の日

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

この憲章を定めます。

一、高齢者を尊敬し、みんなでささえあうまちをつくりましょう。

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

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

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

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

鹿島市高齢者憲章 平成１８年３月制定

怯敬老行事
この日を中心に各地区で敬老行事が行われますので、

積極的にご参加ください。詳しくは、案内状をご覧く

ださい。

怯関連事業
県および市では、高齢者の健康と長寿を祝って次の

事業を行います。

潤敬老祝金と敬老祝品の贈呈
県内・市内に１年以上住所を有する人が対象です。

［佐賀県］

今年度で１００歳になる人に祝品を贈ります。

［鹿島市］

今年度で８８歳になる人と１００歳以上の人に祝金を贈

ります。

保険健康課長寿社会係

緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

敬 老 行 事 の 場 所 と 日 程

区ごとに開催鹿 島：

区ごとに開催能古見：

９/１７１０時～祐徳稲荷神社参集殿古 枝：

９/１７１０時～臥竜ヶ岡体育館浜 ：

９/１７１０時～北鹿島体育館北鹿島：

９/１７１０時～七浦海浜スポーツ公園七 浦：
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高齢者福祉サービスの紹介

高齢者福祉に関する相談・問合せ先

保険健康課長寿社会係

緯０９５４（６３）２１２０

地域包括支援センター

緯０９５４（６３）２１６０

※サービスによっては、事前に市から訪問調査を行います。その結果、利用できるかどうかの判定が必要になります。

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

外出支援サービス

車イスや補助具を使用している遠隔

地域の人で、登録した人を市内の通

院や公共施設までの外出を車イス搬

送用の車でお手伝いします。

軽度生活援助

ひとり暮らしの高齢者、または高齢

者のみの世帯で、生活面で援助の必

要な人に、調理・洗濯・掃除などを

お手伝いします。

食生活改善事業（会食）

ひとり暮らしの高齢者が公民館など

に集まり一緒に食事を作って食べ、

食生活を改善します。

グループリビング

近くに身寄りがなく、自立した高齢

者が共同で助け合うことで、自立し

た生きがいのある生活をおくります。

配食サービス

ひとり暮らしの高齢者、または高齢

者のみの世帯で調理のできない人、

健康管理の必要な人に栄養のバラン

スのとれた食事をお届けします。

グループリビングショートステイ

ひとりで家にいるのが不安な人や家

族が不在の時、グループリビングの

空き部屋に短期間の宿泊ができます。

支援が必要な人へ
生活へのお手伝い

生きがいデイサービス

レクリエーション、健康チェック、

入浴、昼食などで楽しい１日を過ご

せます。

陶芸教室

陶芸を通じて仲間づくりを目指します。

シルバー人材センターでの活動

さまざまな経験を生かして働くこと

により生きがいを高めます。

老人クラブ活動

生きがいと健康づくりによる元気な

高齢者づくりに取り組んでいます。元気な人へ
生きがいづくり、
介護予防への支援

紙オムツ支給

在宅で常時失禁状態にある高齢者の

人に対し、所得に応じて紙オムツを

支給しています。

高齢者位置検索システム

徘徊行動がみられる高齢者を介護し

ている家族に、高齢者位置検索シス

テム利用時の初期費用を助成します。

介護が必要な人へ
お手伝い

愛の一声ネットワーク

ひとり暮らしの高齢者の人を中心に

ネットワークをつくり、声掛けなど

による見守りを行います。

緊急通報設置

ひとり暮らしの人に緊急通報装置を

取り付け、近隣の人による見守りを

行います。

その他の
サービス

特集 敬老の日
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決算収支歳出歳入会計区分

４億２,０８４万円１２４億３,５５０万円１２８億５,６３４万円一般会計（地方財政状況調査）

８０万円９億３,１０５万円９億３,１８５万円公共下水道事業
特
別
会
計

１１０万円２４万円１３４万円谷田工場団地造成・分譲事業

１,８５３万円３９億５,９６４万円３９億７,８１７万円国民健康保険

１２８万円３億３,９８２万円３億４,１１０万円後期高齢者医療

平成２３年度の決算状況は、すべての会計で黒字決算となりました。これらの決算は９月市議会に提案し、

市議会決算審査特別委員会での審査を経て、１２月市議会で決算認定（適否）の採決が行われます。

財政課財政係 緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

怯一般会計決算の状況（構成）

市税（税金）
29億2,612万円
（23％）

人件費
（給料、報酬）
20億5,067万円
（17％）

物件費（事務費等）
14億1,497万円
（11％）

扶助費（福祉費）
28億8,125万円
（23％）

124億3,550万円128億5,634万円

補助金負担金等
12億6,304万円
（10％）

建設事業費
11億338万円
（9％）

公債費（返済金）
12億1,629万円
（10％）

繰出金（他会計）
16億7,202万円
（13％）

地方交付税（国交付金）
43億6,102万円
（34％）地方譲与税等

4億7,255万円
（4％）

国県支出金
29億40万円
（23％）

負担金、使用料等
5億4,069万円
（4％）

繰入繰越金
7億2,886万円
（6％）

市債（借入金）
5億9,671万円
（4％）

その他
3億2,999万円
（2％）

その他
8億3,388万円
（7％）

怯指標でみる財政事情

２２年度２３年度主な指標と説明

８７.６％８９.９％

市税や普通交付税など毎年入ってくる財源がどのくらい自由に使えるかの
指標で、財政構造の弾力性（余裕）を示し、低いほど余裕があります。
主要財源である普通交付税の減や、経済・雇用対策による物件費の増、保
育所運営費や子ども手当支給による扶助費の増などの影響により２．３ポイ
ントの指標悪化となりました。

経常収支比率

０.４２６０.４１７

市町村の財政力（自前で調達できる財源）を示す指標で、１．０００に近いほど財

政に余裕があります。

鹿島市の税収は堅調で一定水準を確保しているので、さらに自主財源の充

実を目指します。

財 政 力 指 数

８.８％７.５％

市町村の標準的な一般財源の規模を「標準財政規模」といい、これに対す

る公債費の割合で、現在の借金額が妥当か判断する数値。

公債費のピークであった平成１８年度以降は着実に減少しており、今決算で

は１．３ポイントの改善となりました。

起債制限比率

１３.３％１１.１％

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

実質公債費比率

怯決算の概要

平成２３年度 鹿島市の決算状況
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鹿島市一般会計では、行財政改革の成果もあり、平

成１２年度以降、財政調整基金（貯金）の実質的な取り

崩しをすることなく財政運営を行っています。

また、平成１２年度のピーク時には１３８億円あっ

た市債（借入金）残高は、平成２４年度末で、８６億円

に減少する見込みです。返済金の金額を国からの交付

金で賄える「臨時財政対策債」を除けば、実質４６億
まかな

円の市債（借入金）残高になると見込んでいます。

平成２３年度の歳入全体としては、地方交付税の減

や、国の経済対策に伴う各種交付金事業の終了などに

より、前年度比３.１％の減となりました。

主要財源である税収については０.１％の微増と

なったものの、今後も大きな伸びは見込めず、自主財

源の確保は依然として厳しい状況であり、地方交付税

（国の交付金）や国・県の補助金などに依存する形に

なっています。

歳出面では、少子高齢化対策、道路整備、公共下水

道事業などの都市基盤整備、さらに基幹産業である農

林水産業の活性化対策、学校施設の改修などで、今後

も引き続き財政需要の増加が見込まれるなか、事業の

優先度を検証し、更なる財政の健全化を図っていく必

要があります。

怯平成２３年度の主な目的別予算配分（決算額、構成比）

怯財政の現状と今後の展望

学校教育・

生涯学習

１１億３,７０３万円

９％

商工観光・

雇用対策

５億８,９８１万円

５％

土木・建設・

災害復旧

１１億１,９７８万円

９％

農林水産業

の振興

６億５,８０９万円

５％

議会・総務・

消防

２３億９,３７４万円

１９％

福祉・衛生

５３億２,０７６万円

４３％

平成２３年度鹿島市決算状況



Ｈ２４(２０１２).９.１ 広報かしま

全国瞬時警報システムを使用した
防災行政無線の試験放送を行います

お
知
ら
せ

９月１２日（水）１０時から全国瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）と市町村の防災行政無線を使用した全国一斉

の自動放送試験を実施します。

火災情報や防災情報とお間違えのないようにお願いします。

総務課消防交通係 緯０９５４（６３）２１１３詳しくは

情報掲示板ワイド

第１５回 かしま伝承芸能フェスティバル 開催
イ
ベ
ン
ト

と き ９月９日（日）

１２時３０分～１６時３０分

と こ ろ 祐徳稲荷神社

※雨天時祐徳稲荷神社参集殿

主 催 同実行委員会

出演演目

１２時３０分 おとなり保育園むつみ太鼓

三嶽神社獅子舞（中川内区）

栄町面浮立（太良町）

馬渡区鉦浮立

臥龍太鼓（浜町）

大村方獅子

アトラクション（ほとめき会）

１４時３０分頃 石見神楽（島根県大田市）
いわみかぐら

祐徳の舞（祐徳稲荷神社）

納富分一声浮立

土井丸獅子舞

小宮道面浮立

１６時１０分頃 佐原囃子（千葉県香取市）
さわらばやし

同日開催七浦秋祭り奉納面浮立

（神事開始時間）

潤戸口神社（飯田） ８時～

潤鎮守神社（母ヶ浦）８時３０分～

潤天子神社（音成） １０時３０分～

※時間は変更になる場合があります。

※出演演目と出演時間は変更になる場合があります。

鹿島市観光協会 緯０９５４（６２）３９４２

市商工観光課 緯０９５４（６３）３４１２

詳しくは

寓石見神楽 寓栄町面浮立
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情報掲示板ワイド

「救急の日」は、救急業務および救急医療に対して

住民の理解と認識を深めていただくことなどを目的に

昭和５７年に定められました。

以来、毎年９月９日を「救急の日」とし、この日を

含む１週間を「救急医療週間」として、全国各地でさ

まざまな行事が実施されます。

「助けたい」思いは一つ。つなげよう、救命リレー。

心肺停止状態の人を助けるには、迅速な「救命リ

レー」が不可欠です。

「助けたい」思いから、救命リレーによって一命を

取り留めた人は少なくありません。あなたも「いざ」

というときのために、救命講習を受けましょう。

鹿島消防署救急係

緯０９５４（６３）１１１９

詳しくは

９月９日は『救急の日』
－９月９日（日）から１５日（土）までは『救急医療週間』です－

お
知
ら
せ

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

献血が実施されます。皆さん、ぜひご協力ください。

と き ９月１１日（火） ９時～１３時

ところ 鹿島消防署内駐車場

９月１０日は『下水道の日』
お
知
ら
せ

怯下水道の役割

海や川の汚染原因の７０％は家庭から流れる台所、

洗濯、入浴などの生活排水だといわれています。

下水道は、トイレだけでなく、これらの排水も下水

道管を通して集め、浄化センターできれいにして海へ

流しています。

怯下水道はくらしと環境を守ります

毅生活環境が改善されます

覚悪臭やハエなどの発生を防ぎます。溝掃除も楽

になります。

毅水洗トイレが使えます

覚掃除等のお手入れが簡単で、お年寄りや子ども

も安心して使えます。

平成２２年度から、北鹿島・大字高津原に加え、大

字納富分・大字重ノ木の一部区域でも下水道が使える

ようになりました。鹿島市のみらいに豊かな自然を残

すためにも、ぜひ下水道への接続をお願いします。

なお、排水設備の工事については、市の指定工事店

へお問い合わせください。

下水道についてお尋ねになりたいことがありました

ら、気軽にご相談ください。

環境下水道課下水道係

緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

怯下水道の日とは

下水道の全国的な普及を図るため、１９６１年に『全国下水道促進デー』として始まりました。

９月１０日に定められたのは、下水道の大きな役割のひとつである『雨水の排除』を念頭に台風シーズンである

この時期が適当であるとされたことによります。

「鹿島市地場産業振興協議会」主催の朝市を開催します
と き ９月２２日（祝） ８時～１２時

と こ ろ 市役所駐車場

内 容 鹿島の地場企業が多数出店します。

鹿島の特産品や民芸品、お菓子やお惣菜などが並びます。

イベント たまごのつかみどり

農商工連携推進室 緯０９５４（６３）３４１１詳しくは
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情報掲示板ワイド

警察では、警察相談専用電話の「＃９１１０」番に

ちなんで、毎年９月１１日を「警察相談の日」として

います。

市民の皆さんに、警察相談窓口

を広く知っていただき、活用して

もらうことで、皆さんの問題を早

期に解決し、安全で平穏な生活を

送ることができるように努めて

います。

相談は、警察本部警察相談室のほか、鹿島警察署で

も受け付けています。

プライバシーや個人情報の保護などには十分配慮し

ていますので、遠慮なくご相談ください。

佐賀県警察本部警察相談専用電話

緯＃９１１０

鹿島警察署

緯０９５４（６３）１１１１

詳しくは

９月１１日は『警察相談の日』
お
知
ら
せ

外国籍住民に対する日本語支援の入り口となるよう

な“出前”講座を開催します。

まずは関心を持ってもらい、目を向けてもらうのが

目的です。佐賀県内や市にどのくらいの外国から来た

人が住んでいるのか、どういった人たちが暮らしてい

るのか実態を知ることから始まり、その外国籍住民と

交流するためのノウハウから、日本語を日本語で教え

るとはどういうことか、その入り口を紹介します。

外国語ができなくても大丈夫。興味のある人は、ぜ

ひご参加ください。

と き ９月１６日（日）１３時～１６時

と こ ろ エイブル 音楽スタジオ

定 員 ２０人

参 加 費 無料

佐賀県日本語学習支援“カスタネット” 有瀬

緯０８０（５２８９）３６３９

申込・問合せ先

地域からはじめる日本語ボランティア
養成“出前”講座を開催します

お
知
ら
せ

９月２１日（金）から３０日（日）までの１０日間、全

国一斉に「秋の交通安全県民運動」が実施されます。

ドライバーの皆さん、交通事故の多くは交差点で起

きています。交差点を通過する時は、歩行者・自転車

などに十分注意し、安全を確かめましょう。

人優先の「思いやり運転」を心がけ、子どもや高齢

者を交通事故から守りましょう。

自動車だけでなく、自転車運転中も携帯電話の使用は

禁止です！

自転車を運転するときに、通話やメールで携帯電話

を使用したり、携帯電話や携帯ゲーム機などの画像を

見ることは禁止されています。（罰則：５万円以下の罰金）

総務課消防交通係

緯０９５４（６３）２１１３

詳しくは

秋の交通安全県民運動
～ 守ろう交通ルール 高めよう交通マナー ～

お
知
ら
せ
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情報掲示板ワイド

肥前浜宿のまちづくりに関係している団体の代表で

構成している肥前浜宿まちづくり協議会では、肥前浜

宿のまちなみの活用についての委員会（まちなみ活用

委員会）を７月２６日（木）に発足しました。

毎月第４木曜日１９時３０分から肥前浜宿の継場に

おいて開催しています。この委員会は肥前浜宿の地元

住民はもちろん、それ以外の人たちも自由に参加して

いただき、肥前浜宿のまちづくりにさまざまな意見を

取り入れたいと考えています。興味のある人は、ぜひ

ご参加ください。

と き 毎月第４木曜日 １９時３０分～

（今月は２７日（木））

と こ ろ 肥前浜宿「継場」（浜町八宿）

まちなみ建設課まちなみ保存係

緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは

まちなみ活用委員会を開催しています
お
知
ら
せ

お店の看板や道案内板などの屋外広告物は有益な情

報提供の手段ですが、規制されないまま設置されると、

美しい景観を損なうほか、老朽化による倒壊などのお

それがあります。

そこで、佐賀県屋外広告物条例により、広告物を設

置する場合には、許可が必要となっています。

また、平成２２年４月から改正条例が施行されてい

ますが、これ以前に適法に設置されていた屋外広告物

については、平成２５年３月末まで猶予期間があり、

この期間内に許可を受ける必要があります。

許可申請の受付窓口は最寄りの土木事務所となって

います。

佐賀県まちづくり推進課

緯０９５２（２５）７３２６

詳しくは

屋外広告物設置には許可が必要です
－９月１日（土）～１０日（月）は屋外広告物適正化週間です－

お
知
ら
せ

結核健康診結核健康診断断（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
６５歳以上の人を対象に８月から地区公民館や保健

センターで結核健康診断を行っています。

対象となっている人は、ぜひ受診してください。

と き

と こ ろ

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。

鹿島市保健センター

緯０９５４（６３）３３７３

申込・問合せ先

｝広報かしま８月号をご覧ください。
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情報掲示板ワイド

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

お
知
ら
せ

大切な人・身近な人の心の声を聞く４つのポイント。

家族や仲間の変化に気づき、声をかける

不眠・身体の不調・欠勤・酒量の増加など悩みを抱え

ている人が発するサインに気づき、「眠れてますか？」

など、自分にできる声かけをしてみましょう。

まずは相談を！心の悩み・不安の電話相談

佐賀いのちの電話 緯０９５２（３４）４３４３（２４時間 年中無休）

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

佐賀県自殺予防夜間相談 緯０１２０（４００）３３７（毎日１時～７時）

自死遺族相談電話 緯０９０（７９２８）４１８６（水曜日１１時～１６時）

※市では月に１回、臨床心理士による心の健康相談を行っています。（予約制）

福祉事務所社会福祉係 緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

温かく寄り添いながら、じっくりと見守る

話を聞いた→専門家を紹介した→万事解決、というこ

とはまずありません。一見元気になったように見えて

も、悩みは繰り返すものです。寄り添いながら、長期

間見守る必要があります。

本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける

話をじっくり聞き、その気持ちを肯定的に受け止める

と、その人は気持ちが落ち着いて、本来の自分を取り

戻すことができるのです。この「傾聴」は、悩みを聞
けいちょう

くうえで常に心がけたいことです。

早めに専門家に相談するよう促す

悩みや問題はさまざまです。相談を受けた側も、一人

では抱え込まず、プライバシーに配慮した上で、医療

機関・公的機関等の専門家への相談につなげましょう。

施設介護サポーティアモデル事業
サポーティア募集

募

集

佐賀県長寿社会振興財団は、サポーティ

ア制度の効果を検討するため、サポーティ

アモデル事業を実施します。

このため、ご協力いただくサポーティア

を募集します。すでにボランティア活動

をしている人も、これから活動を始めてみ

ようという人も、ぜひご参加ください。

サポーティアとは

佐賀県内のサポーティア受入機関や居

宅などで、ボランティア活動を行う人です。

高齢者が介護支援ボランティア活動を

通じて、社会活動を行うことで、介護予防

を推進することを目的としています。

モデル事業の期間 １０月１日（月）～１１月３０日（金）

モデル事業の実施場所 受入協力介護施設

煙特別養護老人ホーム「好日の園」

煙介護老人保健施設「ケアコートゆうあい」

応募対象 市に居住している６５歳以上で、介護サービスを受けてい

ない人（要介護・要支援認定を受けていない人）

募集人員 １０人程度

申込方法 市役所1階保険健康課窓口にある「登録申請書」に必要

事項を記入し、保険健康課に提出するか、直接財団へ郵

送してください。

募 集 ９月２１日（金）まで（締切後も受付できる場合があります）

（財）佐賀県長寿社会振興財団

緯０９５２（３１）４１６５

詳しくは
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

８月３日、鹿島のまちづくりについて

調査研究されている早稲田大学「入江正

之研究室」の「鹿島分室」がアンジェリッ

ク伊東（新町。旧まつや）に開設されまし

た。

当日は、入江正之 早稲田大学建築学科

教授のほか、早稲田大学理工学術院 山川

院長らが出席され、看板の除幕式や記念

レセプションが開催されました。

分室の開設に伴い、調査研究の拠点として、より長期かつ効果的な研究が期待

されます。

また、分室には入江正之研究室の紹介、中心商店街、酒蔵通りの模型などが展

示されています。

鹿島に早稲田大学の分室ができました

８月７日、北鹿島小学校の姉妹校であ

る韓国全羅南道
チョルラナムド

高興郡の
コフングン

大西初等學校
テソ

（全児童数４２人）の５・６年生１６人が

３泊４日の行程で市を訪問しました。歓

迎交流会、日本文化体験、北鹿島小児童

宅でのホームステイ、干潟体験などを通

して友好を深めました。

子どもたちは、言葉が十分に通じなく

ても楽しい時間をともにすることで、みるみる仲良くなっていきました。来年は、

北鹿島小の子どもたちが大西初等學校を訪問する予定です。

北鹿島小 韓国の子どもたちをおもてなし

祐徳夏まつり

８月１日

若草保育園児の「和太鼓演

奏」、「かわんなか宝さが

し」、商店街では「願いを叫

ぼう！大声コンテスト」があ

り、子どもや浴衣姿の女性た

ちなど多くの人たちで賑わい

ました。また、肥前夢街道か

ら忍者隊と県内各地のゆる

キャラたちも登場し、会場を

一段と賑わせてくれました。

要望書を提出

８月１７日

鹿島市区長会から鹿島ニュー

ディール構想（まちづくり推進

構想）についての要望書（署名

簿）を提出されました。

これは市が公表した同構想を

市民に浸透させるとともに、

市が着実に事業を推進するこ

とを後押しするために、市内

全世帯を対象として署名活動

を展開されたものです。

新ＡＬＴに「タイラー マンタリン」さん

８月３日、外国語指導助手として新たに

来日された タイラー マンタリン先生が就

任の挨拶に来られました。

先生に自己紹介をしてもらいました。

「はじめまして、皆さん！鹿島市の外国

語指導助手タイラー マンタリンです。ア

メリカのニューヨーク州の出身で、ロード

アイランド州にあるブラウン大学で東アジ

ア研究を専攻し、日本語を勉強しました。

佐賀県は初めてで、九州に来たことがなかったです。鹿島市で皆さんと暮らし

ていくことがすごく嬉しいです。〈鹿島の生徒たちへ〉授業で一緒に英語を学び

ましょう！これからよろしくお願いします！」

寓市長とタイラー マンタリンさん（写真右）
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初代 松本佩山展
はいざん床 の 間

コーナー

初代松本佩山は明治２８年

有田町生まれの佐賀を代表す

る陶芸家です。昭和２０年に

矢野平八氏の招きで鹿島に移

住し、昭和３５年まで制作を

続けました。

今回は矢野家から九州陶磁文化館に寄贈

された作品を展示しています。「孤高の陶

芸家」「反骨の陶芸家」とも称される初代

松本佩山の世界をどうぞご堪能ください。

展 示 １０月８日（祝）まで

かしま市民立楽修大学 緯（６３）２１３８詳しくは

エイブル倶楽部 募集中講座のお知らせ

エイブルからのお知らせなど

に行ってみよう

潤かしま市民立楽修大学入学要項
市内外問わず、老若男女どなたでも

いつでも入学できます！

年 会 費 １,０００円／年

（高校生以下５００円）

入学特典 「えいぶる事業」でチケット

代金の割引、先行予約など

が受けられます。

（入学月から１年間有効）

かしま市民立楽修大学

緯０９５４（６３）２１３８

HP：http://www.kashima-gakushu.com

詳しくは

と き ９月１５日（土）・１６日（日）
ところ エイブルホール
料 金 一 般 １,０００円

楽修大学生
高校生以下
シルバー割引（６５歳以上の人）
一 般 ５００円
楽修大学生 １００円

※年齢を証明できるもの（免許証・
保険証など）をご提示ください。

第６回えいぶる事業
優秀映画鑑賞推進事業

なつかしの映画上映会

第７回えいぶる事業
村井國夫主演・東憲司作

「満月の人よ」（演劇）

と き １０月６日（土）１８時３０分開演
ところ 市民会館 チケット発売中
出 演 村井國夫、岡本麗、池田成志、川﨑初夏
料 金 一 般 ３,０００円（指定席）２,５００円（自由席）

高校生以下 １,５００円（指定席）１,０００円（自由席）
※楽修大学生は一般料金および高校生以下（指定席）料金から５００円引き。
※未就学児の入場はご遠慮ください。 ※無料託児あり。申込締切９月２８日（金）

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

無 料

対象：楽修大学生

エイブル２階

調理実習室

１０月３１日（水）

１０時～１２時

九州電力株式会社

武雄営業所
２０人省エネ＆電気講座

１コ ー ス（全４回）

４,０００円

テキスト代

①・③ １,２６０円

② ２,１００円

受講料等は初日に徴収します

エイブル２階

学習室

１１月６日（火）～１１月９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
各コース

１５人

パソコン教室

①パソコン入門講座

②デジタルカメラ活用講座

③エクセル入門講座

楽大生 ５００円

一 般 １,０００円

材料費 ５００円

エイブル２階

調理実習室

９月３０日（日）・１０月１４日（日）

［いずれか１回限り］１０時～１３時

グエン・アイン

ティ・ランさん
２０人

～世界の料理～

ベトナム料理教室

公
開
講
座

｝ ５００円９時３０分～①細 雪
１５日

（土）
１２時１５分～②野 火

１４時１０分～③東京オリンピック

９時３０分～①東京オリンピック
１６日

（日）
１２時４０分～②おとうと

１４時３０分～③細 雪

市川崑監督作品 チケット発売中
敬老の日直前外シルバー割引あります鎧

年に１度の特別整理期間のため、１０月１５日（月）～１９日（金）
は休館します。皆さんには大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解と
ご協力をお願いします。
期間中は蔵書の点検や書架の整理など、開館中にはできない作業
を行ないます。この期間中の返却本は、本のポスト（正面玄関に向
かって右側）に入れてください。なお、ＣＤ・ＤＶＤ・ビデオ・雑
誌・紙芝居・大型絵本は破損の恐れがありますので、１０月２０日
（土）以降に直接カウンターへお返しください。
ホームページでの本の検索、予約、利用照会、パスワード登録、
変更などは通常通り受け付けていますが、予約確保の連絡は特別整
理期間終了後からとなります。
１０月２０日（土）から通常通り開館しています。皆さんのご利用

をお待ちしています。
鹿島市民図書館 緯（６３）４３４３詳しくは

特別整理期間による休館のお知らせ市 民
図書館
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“takefive”

今月のキーフレーズ

№８１

（スティブン） 少し休憩してね、タイラー。君、

２時間ずっとギターを弾いているよ。

（タイラー） あっ、ありがとう！そうします。

Steven:

Tyler:

Takefive,Tyler.You'vebeenplayingthe
guitarfor2hours.
Ok,thanks!I'lldothat.

この表現は、５分休憩してください、または、少し休憩してください

という意味で使われます。

（ジョージ） 佐賀市でどこかタコスを食べられる

の？

（ア ン） 全然知らないわ。

George:

Ann:

DoyouknowwhereIcaneattacosin
SagaCity?
Noclue.

７月１４日（土）・１５日（日）にか

けて、１泊２日の分校キャンプを行

いました。あいにくの雨模様の天候

でしたが、保護者のご協力により、

ニジマスつかみやムツゴロウ釣りの

疑似体験、潟スキーなどの貴重な体

験活動をすることができました。子

どもたちは、教室では見ることのな

い、とても生き生きした表情で参加

していました。

夕方は、スイカ割りがありました。

その後、グループに分かれてカレー

作り。グループ活動だったので、保

護者や卒業生と一緒に楽しくカレー

を作ることができました。

日が暮れると、キャンプファイ

ヤーがありました。２年生が役割を

分担して、進めていきました。この

日のために練習した、１・２年生の

出し物はとてもよくできたと思いま

す。保護者も熱心に参観してくださ

いました。猛獣狩りやジャンケン列

車のゲームや１年生の出し物の白く

まのジェンカは、約５０人の参加者

で盛り上がりました。その後、花火

をしたりして楽しく過ごしました。

寝る前は、保護者たちにビンゴゲー

ムまで企画していただきました。

分校キャンプを通して、分校の子

どもたちが成長したように思います。

また、保護者の団結力や協力体制の

見事さに感心しました。

子どもたちの心の中にいつまでも

残る、楽しい思い出ができたことを

嬉しく思います。

分校キャンプ

寓ニジマスつかみをする子どもたち

七浦小学校音成分校

校学 だ よ り

No.１８４

タイラー先生

こんなときこのひとこと、学校だより

“noclue”
この表現は、全然分からない、または、全然知らないという意味で使われます。

四FilipinoWords四
（フィリピンの言葉（タガログ語））

Salamatpo!:ありがとうございます！
サラマト ポ

Walanganuman!:どういたしまして！
ワラン アヌマン
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最近、孤独死や孤立死を伝える

悲しいニュースが後を絶ちません。

東京立川市の９５歳の認知症の

母と６３歳の娘の遺体／埼玉県川

口市の９２歳と６４歳の親子の遺

体／横浜市の７７歳の母と障害の

ある４４歳の息子の孤立死と続い

ています。

いずれも、認知症や障害のある

人が、同居する家族の死によって

食事などの生活の支えを失い衰弱

死するという痛ましさです。

孤独死や孤立死については、国

は明確な定義も統計もとっていま

せんが、自宅でなくなる独居高齢

者は、全国で３万人という推計も

あります。

高齢者の孤独死や孤立死の背景

として、「一人住まいのお年寄り

の増加」、「近所付き合いがない」、

「家族や親せきとも付き合わな

い」、「声を上げられない」など家

庭や地域で孤立化している高齢者

が増えていることが考えられます。

孤独死の増加で注目されている

のが民生委員の活動です。全国で

約２２万人が委嘱されていて、孤

独死を未然に防ぐという意味では

大きな役割を果たしています。

市でも一人住まいのお年寄りを

定期的に訪ねて安否確認を行なっ

ています。県内各地では、民生委

員に全てを任せるのではなく、行

政と地域住民が一体となって、見

守りが必要なお年寄りの安全・安

心のため「愛の一声運動」を実施

している自治体が増えています。

９月は、敬老の日があります。

呼んで字のごとくお年寄りを敬

う日です。各地区ごとに祝賀の行

事が計画されていますが、みんな

で盛大に祝ってあげたいです。そ

して、市民一人ひとりが高齢者の

孤独死について関心を持ちたいも

のです。

高齢者と孤独死
ご意見等をお寄せください 同和対策課緯（６３）２１２６

容器包装紙箱類

紙製品に のマークがあるものは「容器包装紙箱類（青色の袋）」で出してください。

汚れや臭いがついているものや、紙製でもマークがないものは「もえるごみ」の袋に入れて出してください。

段ボール

段ボールは地区の資源回収に出してください。ガムテープや金具は外して白い紙ひもで束ねてください。

どうしても地区の資源回収に出せない場合は「もえるごみ」の袋に入れて出してください。

資源回収に出すときは「白い紙ひも」で束ねてください

Ｑ．ビニールひもはダメなの？

Ａ．ビニールひもは紙にリサイクルできないので、ごみになってしまい、回収した後にビニールひもをとる作業

が必要になります。白い紙ひもならそのままリサイクルすることができます。

Ｑ．茶色の紙ひもはダメなの？

Ａ．茶色の紙ひもは古紙の種類によって再生できない場合があります。白い紙ひもならどの種類の古紙でも再生

することができます。

環境下水道課環境係 緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

容器包装紙箱類と段ボールの出し方のおさらい

閣

このごみどの袋 ほか
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短期間施設に入所して
利用できるサービス

介護保険で利用できるサービスには、自宅などの生活の場で利用できる在宅サービス

と、それ以外の在宅でのサービス、施設へ入所して利用する施設サービスなどがありま

す。利用する人の心身の状況などに合ったサービスを選んで有効に活用しましょう。

介 護 保 険

恭介護する家族が体調を崩して一時的に介護が困難

恭介護者が冠婚葬祭や仕事などで一時的に留守となる

恭本人の体調の変化で家での介護が困難

恭利用者本人や介護する家族の気分転換やリフレッシュ などのときに

要介護１～５の人

興自己負担（１割）のめやす（１日）

煙短期入所生活介護

介護老人福祉施設（併設型・多床室）の場合

６８２ 円 ～ ９５９ 円

（要介護１） （要介護５）

煙短期入所療養介護

介護老人保健施設（多床室）の場合

８２６ 円 ～ １,０４３ 円

（要介護１） （要介護５）

煙特定短期入所療養介護（４時間以上６時間未満）

（難病やがん末期の要介護者が利用した場合）

９００ 円

要支援１・２の人

※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。

※サービスを利用した場合は、食費・居住費などが別途必要となります。

※連続した利用が３０日を超えた場合、３１日目は全額自己負担となります。

杵藤地区介護保険事務所 緯０９５４（６９）８２２２

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

ショートステイ（短期入所生活介護・短期入所療養介護）

福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

主なサービス内容 胸食事、入浴、排せつの介助 胸看護師などによる機能訓練

胸理学療法士などによる機能訓練 胸医師による診療（短期入所療養介護の場合） など

興自己負担（１割）のめやす（１日）

煙短期入所生活介護

介護老人福祉施設（併設型・多床室）の場合

４９９ 円 ～ ６１４ 円

（要支援１） （要支援２）

煙短期入所療養介護

介護老人保健施設（多床室）の場合

６１２ 円 ～ ７６６ 円

（要支援１） （要支援２）

利用日数に注意しましょう

ショートステイの連続利用日数は３０日までです。連続３０日を超えない場合でも、利用日数は認定有効期間

のおおむね半数を超えないことが目安です。あまり使いすぎると、そのほかのサービス利用にも影響しますので

注意しましょう。
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オータムジャンボ宝くじは１等前

後賞合わせて３億９,０００万円！

この宝くじの収益金は市町村の明

るいまちづくりや環境対策、高齢化

対策など地域住民の福祉向上のため

に使われます。

発 売 ９月２４日（月）～１０月１２日（金）

抽選日 １０月１９日（金）

（公財）佐賀県市町村振興協会

緯０９５２（２５）１９１３

恭各種作業の注文をお受けします。

「農作業各種」「草取り、草刈り」「庭

木の剪定」「網戸、襖の張り替え」「は

がき書き」など、いろいろな作業につ

いて気軽にご相談、ご注文ください。

恭家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

チップ堆肥はいかがですか。

剪定した枝葉をチップ化し、それ

を発酵させて堆肥にしたものを使い

やすい袋詰めやトラック「バラ積み」

で格安にて販売しています。

恭刃物研ぎいたします。

と き ９月２０日（木）８時３０分～

当日都合がつかない人は、前日ま

でにセンターへご持参ください。

恭会員を募集しています。

対 象 ６０歳以上または来年３月

までに６０歳になる人

説 明 会 ９月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０９５４（６３）０９７０

９月２４日（月）発売！
オータムジャンボ宝くじ

詳しくは

畑の準備や作業、お受けします
シルバー人材センター

問合せ・ご注文

解雇や賃金未払いなど、労使間の

トラブルで困っていませんか。

佐賀県労働委員会では、「あっせ

ん」制度により公正・中立な立場で、

トラブル解決のお手伝いをします。

利用は無料、手続きは簡単です。

気軽にご相談ください。（秘密は

厳守します）

佐賀県労働委員会事務局

緯０９５２（２５）７２４２

死roudoui@pref.saga.lg.jp

ご存じですか？労働委員会
～労使間のトラブル まず相談～

詳しくは

鹿島を中心に、有明海について行

われている研究・活動の現状を分か

りやすく紹介するとともに、鹿島に

おけるこれからの有明海とのつきあ

い方を市民の皆さんとともに考える

シンポジウムを開催します。

と き ９月８日（土）１３時～

と こ ろ エイブルホール

定 員 ３００人（申込不要・先着順）

参 加 費 無料

佐賀大学低平地沿岸海域

研究センター 大坪・江口

緯０９５２（２８）８８４６

前海を考えるシンポジウム
～鹿島・有明海の現在と将来～

詳しくは

７日（金） 開会、会期の決定、議案の一括上程（市長提案理由説明）

８日（土）～１２日（水） 休会

１３日（木）～１４日（金） 議案審議

１５日（土）～１７日（祝） 休会

１８日（火） 決算審査特別委員会（水道事業会計：現地調査）

１９日（水） 決算審査特別委員会（水道事業会計：審査）

２０日（木） 常任委員会（議案・請願）

２１日（金） 一般質問

２２日（祝）～２３日（日） 休会

２４日（月）～２５日（火） 一般質問

２６日（水） 調整日（一般質問）

２７日（木） 休会

２８日（金） 委員長報告、議案審議、質疑・討論・採決、閉会

開 議 １０時

議会事務局 緯０９５４（６３）２１０４詳しくは

市議会９月定例会会期日程（案）
～あなたも傍聴してみませんか～

※一般質問などの内容は、鹿島市ＨＰに掲載します。
※ＣＡＴＶでは１１チャンネルで議会中継を放送します。

情報掲示板 愚 お知らせ

平成２４年７月分市長交際費の支出状況を公表します。

企画課秘書係 緯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
「竹八」へお土産（鹿島錦印鑑入れ）１０,０００円７月１８日接 遇
６月２５日 上海市青浦区議会議員夕食会６,０００円７月６日会 費
フォーラム鹿島総会・懇親会４,０００円７月２５日会 費

２０,０００円合 計

平成２４年７月
市長交際費支出状況表
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９・１０月で６５歳になられる人

を対象に、制度説明会を開催します。

多くの皆さんのご出席をお待ちし

ています。

なお、対象以外の人も気軽にご出

席ください。

と き ９月２０日（木）１４時～

と こ ろ 市民会館１階第４会議室

介護保険事務所

緯０９５４（６９）８２２２

平成２４年１０月１日現在で、就

業構造基本調査を実施します。

この調査は、ふだん仕事をしてい

るかどうかや就業に関する希望など

について調査するもので、５年に一

度全国一斉に実施され、本年はその

実施年に当たります。調査対象と

なった地域では、８月下旬から担当

調査員が準備調査のために各世帯を

訪問していますので、ご協力をお願

いします。

調査対象地域

貝瀬区全域

下記行政区の一部

高津原・西牟田・横田・納富分・

執行分・末光・馬渡・小舟津・

山浦・西三河内・下古枝・久保山・

湯ノ峰・浜新町・乙丸・森・

土井丸・常広・古城・西塩屋・

母ヶ浦

企画課情報統計係

緯０９５４（６３）２１０１

市民の皆さんを対象に、認知症へ

の対応の方法など、分かりやすく説

明します。皆さんも、認知症の人や

その家族を温かく見守る応援者（サ

ポーター）になりませんか？

と き ９月９日（日）１０時３０分～１２時

ところ エイブル２階和室

参加費 無料

保険健康課包括支援センター

緯０９５４（６３）２１２０

介護保険制度説明会を
開催します

詳しくは

就業構造基本調査
のお知らせ

詳しくは

認知症サポーター
養成講座

詳しくは

自宅でできるリンパ浮腫セルフケ

アの実技を学ぼう。

と き ９月３０日（日）１０時３０分～１５時

ところ エスプラッツホール（佐賀市）

参加費 ５００円

申 込 ９月２７日（木）までに往復

ハガキで申し込む（必着）

武雄市武雄町大字富岡１０１６４－３

リンパ浮腫を学ぶ会事務局

緯０９５４（２３）５６８０

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。

日程・テーマ

胸９月２１日（金）高齢者と人権

胸１０月５日（金）障がい者と人権

胸１０月１９日（金）同和問題と人権衛

時 間 １３時３０分～１５時

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（どなたでも参加できます）

同和対策課

緯０９５４（６３）２１２６

「農薬や化学肥料を使用せずに安

定した栽培ができるのだろうか？」

本講座では、基調講演および事例

報告、質疑応答などが行われ、さま

ざまな視点で有機農業を学ぶ場と

なっています。

皆さん、ぜひご来場ください。

と き ９月２８日（金）１３時～

ところ エイブルホール

入場料 鹿島市民は無料

内 容

基調講演

京都大学フィールド科学教育センター講師

西村和雄さん

農林水産課農政係

緯０９５４（６３）３４１３

リンパ浮腫を学ぶ会

申 込 先

人権学習会を
開催します

申 込 先

有機農業実践講座
～かんきつ栽培～

詳しくは

恭硬式野球体験教室

と き ９月２２日～１１月１７日

毎週土曜日 １６時～１８時

ところ 鹿島市民球場・サブグラウンド

対 象 中学３年生（定員２０人）

参加費 スポーツライフ・鹿島会員 無料

一般参加者（１人）１,０００円

※別途、保険料８００円

締 切 ９月１９日（水）

恭子供体操教室

と き ９月２６日～１１月１４日

毎週水曜日 １７時３０分～１８時３０分

ところ 鹿島小学校体育館

対 象 小学１年生～３年生（定員２０人）

参加費 スポーツライフ・鹿島会員 無料

一般参加者（１人）１,０００円

※別途、保険料８００円

締 切 ９月２３日（日）

スポーツライフ・鹿島事務局

（鹿島市体育協会内）

緯０９５４（６２）３３７９

「趣味で、職場で、自治会などで

活かしてみたい」という人、ぜひ受

講してみませんか。

と き 火曜コース ９月１８日～

金曜コース ９月１４日～

土曜コース ９月８日～

①１０時～１２時

②１３時３０分～１５時３０分

※曜日、時間帯をお選びく

ださい。（３カ月間、全１２回）

※土曜コースは午後のみ

ところ 情報交流センターあすとプラザ

（旧東亜工機事務所（横田））

対象者 基本的な文字入力ができる人

内 容 ワード、エクセル基礎など

定 員 各時間帯８人

参加費 ４,０００円／月（教材費５００円）

その他 パソコンはご用意していま

す。（持込みも可）

ＮＰＯ法人フロンティア

緯０９５４（６３）４５７１

スポーツライフ・鹿島
各種教室参加者募集

詳しくは

初心者パソコン教室

申込・問合せ先

情報掲示板 愚 お知らせ・教室
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恒例の市民チャリティーゴルフ大

会を開催します。ゴルフ愛好家の皆

さん、ぜひご参加ください。

と き １０月１４日（日）

ところ 武雄嬉野カントリークラブ

参加資格 鹿島市民および市内に勤務

する人

定 員 １６０人（定員になり次第締切）

申込締切 ９月２４日（月）

参加費 ３,０００円

その他 同伴者の指定可能

４人１組の応募可能

同大会事務局

（佐賀西信用組合本店内） 富永・井上

緯０９５４（６３）２４１１

スポーツライフ・鹿島では、市民

の交流と健康増進のためのグラウン

ド・ゴルフ大会を開催します。

と き １０月６日（土） 少雨決行

※荒天時は８日（祝）に延期

８時３０分～受付

９時～競技開始

場 所 蟻尾山公園グラウンド・ゴルフ場

内 容 団体戦(５～７人１組）

参加費 スポーツライフ・鹿島会員 ２００円

一般参加者（１人） ５００円

申 込 ９月３０日（日）までに参加料

を添えて申し込む

定 員 ３６チーム（先着順）

スポーツライフ・鹿島事務局

（鹿島市体育協会内）

緯０９５４（６２）３３７９

夜店(金魚すくい、たこ焼き、串焼

き他）など楽しい催しものがたくさ

んあります。気軽にお越しください。

と き ９月８日（土）１８時～２０時３０分

ところ 鹿島療育園 集会室

鹿島療育園

緯０９５４（６２）２７８０

市民チャリティーゴルフ大会
参加者募集

申込・問合せ先

グラウンド・ゴルフ大会を
開催します！

申 込 先

鹿島療育園 秋まつり

詳しくは

わんぱく大冒険、レクリエーショ

ン、クラフト活動（どんぐりトトロ

作り）を行います。

と き ９月２９日（土）～９月３０日（日）

ところ 黒髪少年自然の家

対象者 小学１年生～２年生

定 員 ６０人程度

参加費 ２,５５０円

申 込 ９月１２日（水）まで

※１期に参加できない人は、２期（１０月２７日

～２８日）に参加することができます。

黒髪少年自然の家 井手

緯０９５４（４５）２１７０

ピアノデュオ「ロイーヴ」（住江

一郎＆愛野由美子）をゲストに迎え、

女声コーラス２団体で、コンサート

を開催します。

金子みすゞの詩の世界、九州民謡

などを歌います。秋のひと時をゆっ

くり過ごしてみませんか。

と き ９月３０日（日）１４時開演

ところ エイブルホール

入場料 一般５００円

小学生～高校生２００円

向井

緯０９５４（６２）６４３５

愛野

緯０９５４（６３）１２０１

入居予備者は、抽選により選考し

ます。詳細はお問い合わせください。

対象団地 鹿島・武雄・大町地区７団地

申 込 書 ９月１日（土）から配布（土・日を除く）

※１日（土）は配布します

受付期間 ９月５日（水）～１２日（水）

９時～１９時（土・日を除く）

抽 選 日 ９月２０日（木）

指定管理者

川原建設（株）武雄管理室

緯０９５４（２６）０５２２

～くろかみ自然体験事業～
わんぱく自然塾１期

申 込 先

フロッグコーラス５０周年
女声コーラスさくら１０周年

詳しくは

県営住宅入居予備者を
募集します

詳しくは

出願手続等の詳細はお問い合わせ

ください。

入試区分 ①一般入試

②社会人入試

募集人員 一般・社会人合わせて４０人

受験資格 ①中学校卒業（見込み）以

上の者

②高等学校を平成2３年

3月以前に卒業の者

出願期間 １０月３０日（火）～１１月１２日（月）

入 試 日 １１月１５日（木）

合格発表 １１月１９日（月）

試験科目 ①国語、数学、

集団面接・討議

②一般常識問題、作文、

集団面接・討議

鹿島看護学校

緯０９５４（６３）３９６９

http://www.kf-med.or.jp/

滑携帯電話から簡単アクセス

今年のテーマは「感じよう、文化

の美しさ。広げよう、地域の絆」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４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１５日（月）１７時まで

※病院受付までお持ちください。

展示期間 １０月２８日（日）～１１月４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０９５４（６３）１２３６

鹿島看護学校
平成２５年度生徒募集

詳しくは

第７回志田病院文化祭
展示作品募集

詳しくは

情報掲示板 愚 イベント・募集

記念コンサート
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国際協力機構「ＪＩＣＡ」では、秋

の募集として青年海外協力隊などの

海外ボランティアを募集します。

詳細はお問い合わせください。

募集期間 １０月１日（月）～１１月５日（月）

潤青年海外協力隊

応募資格 満２０歳から満３９歳までの

日本国籍を持つ人

派遣期間 １年間または２年間

潤シニア海外ボランティア

応募資格 満４０歳から満６９歳までの

日本国籍を持つ人

派遣期間 １年間または２年間

潤体験談＆説明会

と き ９月２３日（日）１４時～

と こ ろ 佐賀市 アバンセ

ＪＩＣＡ九州市民参加協力課

緯０９３（６７１）８３４９

主な活動は、イベント会場内で障

がいがある人への会場案内や移動の

手助けを行っていただきます。

障がいの有無にかかわらず、誰も

が大会を楽しむことができるよう、

ご協力をお願いします。

※事前にスタッフ研修会を行います

ので、参加をお願いします。

と き １１月２３日（祝）～２５日（日）

ところ 佐賀市文化会館、佐賀県総合体育館

佐賀県障害福祉課

緯０９５２（２５）７０６４

「ひとり暮らしの今後が不安だ。」

「遺産分割協議をしたいけれど、相続

人の１人が認知症でできない。」など、

成年後見に関する無料相談会を開催

します。（予約不要・相談料無料）

と き ９月１５日（土）１０時～１５時

と こ ろ アバンセ４階第１研修室

（公社）成年後見センター・

リーガルサポート佐賀支部

（佐賀県司法書士会）

緯０９５２（２９）０６２６

ＪＩＣＡ 「青年海外協力隊」
「シニア海外ボランティア」募集

詳しくは

全国障害者芸術・文化祭さが大会
ボランティアスタッフ募集！

詳しくは

成年後見に関する
無料相談会

詳しくは

（社）佐賀県宅地建物取引業協会で

は、土地取引や相続、建物の賃貸な

ど不動産に関するさまざまな疑問や

悩みについて、専門員による無料相

談所を開設します。

不動産に関わる問題なら、どんな

ことでも気軽にご相談ください。

と き 毎月第４火曜日

１３時３０分～１６時３０分

（今月は２５日（火）です。）

ところ 市民会館１階サロン

相談内容

不動産賃貸契約に関することや

土地・建物の相続に関すること等

（社）佐賀県宅地建物取引業協会

緯０９５２（３２）７１２０

本人や家族からの人権にかかわる

悩みごと、心配ごとなどの電話相談

に法務局職員、人権擁護委員が応じ

ます。

と き ９月１０日（月）～１４日（金）

８時３０分～１９時

９月１５日（土）～１６日（日）

１０時～１７時

相談電話 緯０５７０（００３）１１０

佐賀地方法務局人権擁護課

緯０９５２（２６）２１９５

平日に法務局へ相談に行くことが

できない人のために、休日の相談所

を開設します。（予約不要・相談料無料）

と き ９月２３日（日）１０時～１６時

と こ ろ 佐賀地方法務局武雄支局

相談内容

胸土地・建物の登記相談

胸戸籍に関する相談

胸給与の差押えや家賃支払いなど

の供託に関する相談

胸離婚・遺言・成年後見などに関する相談

胸人権相談

佐賀地方法務局武雄支局

緯０９５４（２２）２４３５

土地・建物に関する
無料相談所を開設します

詳しくは

全国一斉 高齢者・障害者の
人権あんしん相談

詳しくは

全国一斉！
法務局休日相談所

詳しくは

杵藤保健福祉事務所では、神経難

病と診断された人や転びやすくなっ

た、声が出にくい等でお悩みの人な

どの医療に関する相談を受けていま

す。（要予約）

と き ９月２６日（水）１３時３０分～１５時

ところ 杵藤保健福祉事務所

相談医 白石共立病院 神経内科医

水田 治男さん

申 込 ９月１９日（水）まで

杵藤保健福祉事務所 難病担当

緯０９５４（２２）２１０５

鹿島調停協会では、弁護士や調停

委員による無料相談会を実施します。

と き １０月３日（水）１０時～１５時

と こ ろ 嬉野市文化センター２階

相談内容

金銭貸借、土地建物、交通事故、

公害、夫婦・親子関係、後見制度、

戸籍等の問題ほか

鹿島調停協会

（鹿島簡易裁判所内）

緯０９５４（６２）２８７０

「公証週間」（１０月１日～７日）

に合わせて、佐賀県公証人会では無

料相談会を実施します。

と き １０月４日（木）１０時～１５時

と こ ろ 武雄市役所１階 会議室

相談内容

遺言の作成、金銭・土地建物の貸借、

老後の財産管理、養育費ほか

唐津公証役場

緯０９５５（７２）１０８３

難病医療相談

申込・問合せ先

無料調停相談会

詳しくは

公証人による
遺言等無料相談会

詳しくは

情報掲示板 愚 募集・相談

潤市税集合徴収分

潤介護保険料

第４期の口座振替日は

９月２８日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）



Ｈ２４(２０１２).９.１ 広報かしま

ご自身のため、ご家族のためにも、年に１回はがん

検診を受けましょう。

次の４種類のがん検診を同日で実施します。

５～６月に実施したがん検診申込書により申し込ん

だ人に受診票を郵送します。

新たに希望する人はご連絡ください。

市民税非課税世帯・生活保護世帯の人、後期高齢者

医療制度被保険者の自己負担金は無料です。

受 付 ８時３０分～１０時３０分

と こ ろ 保健センター（エイブル１階）

潤都合が悪い場合は、都合のよい日に受診できます。（申込不要）

潤１０月２１日、１１月９日・１２日・１６日を希望する人は、保

健センターまでお申し込みください。

保健センター緯（６３）３３７３申 込 先

対 象 区月 日

筒口・大殿分・川内・山浦・白鳥尾・貝瀬・土穴・本城・中木庭・山浦開拓・番在開拓・本町・乙丸・

中村・土井丸
９月１９日（水）

森・井手・三部・新籠・常広・古城・組方・江福・飯田・龍宿浦・中川内・早ノ瀬・大野・広平９月２０日（木）

中町・八宿・浜新町・伏原・下浅浦・中浅浦・上浅浦・大木庭・東三河内・西三河内・南川９月２１日（金）

高津原９月２４日（月）

城内・東町・西牟田・新町９月２５日（火）

嘉瀬浦・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１６日（火）

上古枝・下古枝・久保山・七開・庄金・南舟津・野畠・北舟津１０月１７日（水）

若殿分・納富分・行成１０月１８日（木）

★対象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２１日（日）

中牟田・横田・小舟津・世間・重ノ木・大手１０月２２日（月）

執行分・井手分・馬渡・奥山・竹ノ木庭・平仁田開拓１０月２３日（火）

末光・犬王袋・大村方・鮒越・中尾１０月２４日（水）

★胃がん検診のみ実施

胃がん検診のみを申し込みしている人はこの日がおすすめです。希望する人は保健センターまでお申し込みください。
１１月９日（金）

★肺がん検診のみ実施

肺がん検診のみを申し込みしている人はこの日がおすすめです。希望する人は保健センターまでお申し込みください。
１１月１２日（月）

★大腸がん検診のみ実施

大腸がん検診のみを申し込みしている人はこの日がおすすめです。希望する人は保健センターまでお申し込みください。
１１月１６日（金）

怯がんセット検診日程

がんセット検診を実施しまがんセット検診を実施しますす

胃がん検診
【対 象】４０歳以上

【内 容】

バリウムを飲み

レントゲン撮影

【自己負担金】

１,０００円

肺がん検診
【対 象】４０歳以上

【内 容】

①胸部レントゲン撮影

②痰検査（問診で必要な人のみ）

【自己負担金】

①３００円②７００円

大腸がん検診
【対 象】４０歳以上

【内 容】

便の潜血検査

※受診当日に容器を配布

【自己負担金】

６００円

前立腺がん検診
【対 象】５０～７１歳の

男性

【内 容】

血液検査

【自己負担金】

７００円

怯朝ごはんをきちんと食べましょう

朝ごはんは一日の栄養のバランスの基本となり、

健康の源であり、忙しい家族をつなぐ絆でもあり

ます。毎朝朝ごはんを食べましょう。

怯野菜をたくさん食べましょう

野菜には、がん、脳卒中などの生活習慣病の予防

はもちろん、便秘、骨粗鬆症、貧血を防ぐなど、

健康を維持するための働きがたくさんあります。

９９月は食生活改善普及運動月間で９月は食生活改善普及運動月間ですす

１に運動 ２に食事 しっかり禁煙 最後に薬

～ 健康寿命を伸ばしましょう ～

自身の健康を見直すために、ぜひ検診も受けましょう。

９月は健康増進普及月間で９月は健康増進普及月間ですす

※１１月９日（金）・１２日（月）・１６日（金）の各がん検診の受付時間は９時～１０時です。
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後期高齢者医療制度加入者の健康診後期高齢者医療制度加入者の健康診断断

健康診断の受診券・受診票などを９月末頃に配付し
ますので、朝食を抜いて受診してください。
対象者 後期高齢者医療制度に加入している人で、

生活習慣病の治療中でない人
健診場所 県内の委託医療機関

（受診票と同封の一覧表をご覧ください。）
健診時期 １０月～１２月
自己負担額 無 料
お願い 『受診券』『受診票』『後期高齢者医療被保

険者証』を持って希望する医療機関に行って
ください。
受診される際は受診票などを鉛筆で記入して
受診してください。

対 象 者 生後３カ月～7歳6カ月未満の子ども
接種場所 県内の実施医療機関での個別接種

（医療機関に直接お申し込みください。）
費 用 無料（追加接種以外）

※追加接種については、現在国で検証中の
ため、決定次第お知らせします。

接種回数
生ポリオワクチンを未接種の場合
不活化ポリオワクチンを４回接種（初回３回・追
加１回）します。
※初回接種を２０日以上の間隔をおいて３回、その
後、6カ月以上の間隔をおいて１回の追加接種
（４回目）をします。

生ポリオワクチンを１回接種している場合
不活化ポリオワクチンを３回接種（初回２回・追
加１回）します。
※初回接種を２０日以上の間隔をおいて２回、その
後、６カ月以上の間隔をおいて１回の追加接種
（３回目）をします。

生ポリオワクチンを２回接種している場合
２回完了しているため、接種は不要です。

９月からは不活化ポリオワクチンでの個別接種になります
ポリオは「小児まひ」とも呼ばれ、ポリオウイルスによって手足にまひをおこす病気です。
これまでのポリオ予防接種は、春と秋に生ポリオワクチン（口から飲む）による集団接種を実施してきましたが、

全国的に不活化ポリオワクチン（注射）に変更になりました。
そのため、９月からは県内の実施医療機関での個別接種になります。

ポリオ予防接種が変わりましポリオ予防接種が変わりましたた

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
研修会を開催します。
研修コース ①基礎研修コース（３日間）

１０月２１日（日）
１１月１１日（日）・１８日（日）

②指導力向上研修コース（各１日間）
Ａコース １２月２日（日）
Ｂコース １２月９日（日）

定 員 各コース５０人
対 象 医師、保健師、管理栄養士、

看護師（保健指導経験者）
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
申込期間 ①９月１日（土）～９月２８日（金）

②１０月１５日（月）～１１月１６日（金）
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

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

潤生後３ヵ月から６ヵ月未満までの赤ちゃんは
BCG予防接種を受けましょう

抵抗力の弱い赤ちゃんは、結核に感染すると重症
になりやすく危険です。
予防のために接種期間内に接種しましょう。

９月２４日から３０日までは結核予防週間です

健康のページへのお問い合わせは

鹿島市保健センター

緯０９５４（６３）３３７３
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怯予防接種

怯乳幼児の健康診査 エイブル１階保健センターで実施（受付時間１３時１０分～１３時３０分）

乳幼児の健康診査や予防接種等の問合せ先

保健センター予防係緯（６３）３３７３９月の子育て

３歳６ヵ月健診
対 象 平成２１年２月生まれ
持参品 母子健康手帳、問診票、尿

内 容 身体測定、育児相談、尿検査

小児科医の診察、歯・目・耳の検査

１３日（木）１歳６ヵ月健診
対 象 平成２３年２月生まれ
持参品 母子健康手帳、問診票

内 容 身体測定、育児相談、歯科診察、

小児科医の診察、フッ化物塗布（希望者のみ）

２７日（木）４ヵ月健診
対 象 平成２４年５月生まれ
持参品 母子健康手帳

内 容 身体測定、育児相談、

小児科医の診察

２６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。

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。

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）

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）

怯２回目フッ化物塗布 エイブル１階保健センターで実施（受付時間１３時４５分～１４時）

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。

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

２７日（木）
対 象 平成２２年９月生まれ（希望者） 内 容 歯科診察、フッ化物塗布

持参品 母子健康手帳 ※必ず歯磨きをしてお越しください。

ポリオ
対象者 生後3ヵ月から７歳６ヵ月未満の子ども

（詳しくは２１ページ参照）
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

子宮頸がん予防ワクチン

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
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健康

怯子育て支援

母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））
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

１１日（火１１日（火））

子育てサークル 会場受付９時４５分～１０時 子育てひろば 会場受付１１時～１５時

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

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

２８日（金）楠 風 館『ママカフェ♪』

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

１４日（金）楠 風 館『ママカフェ♪』

合同サークル 『梨狩り体験（大自然のなかで）』
３日（月）市役所発着 １０時１５分～１３時４５分

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

建おくすりノートを持っていきましょう

診療時間 １９時～２１時

診療場所 （１）月・木・金・土・日および１月１日～１月３日

南部地区小児時間外診療センター（武雄地区休日急患センター）

武雄市武雄町大字昭和３００ 緯０９５４（２２）５５９９

（２）火曜日の小児救急在宅医（９月）

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

在宅医へ電話で確認してください。

杵藤地区消防本部救急医療情報案内 緯０９５４（２２）４２０７

（３）水曜日 ※１月１日～３日を除く

鹿島時間外こどもクリニック（高津原・鹿島市休日こどもクリニック内） 緯０９５４（６３）１８３８

電 話 番 号所 在 地在 宅 医日 付

０９５４（６３）３３０９鹿島市 中牟田稗田産婦人科４日（火）

０９５４（６７）００１６太良町町立太良病院１１日（火）

０９５４（４３）２１１１嬉野市 嬉野町田中医院１８日（火）

０９５４（６３）１１５８鹿島市 西牟田村山小児科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０９５４（６３）１８３８

怯休日昼間の小児救急医療

ママタニティスクマタニティスクーールル

受付１３：１５～１３：３０
内容 赤ちゃんのお風呂他
対象 妊婦

６６日（木日（木））
赤ちゃん相赤ちゃん相談談

受付１３：３０～１４：３０
内容 身体計測・健康相談
対象 赤ちゃんと保護者
※来月は１０月３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 平成２４年７月生まれ

１１２２日（水日（水））

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

使どこのひろばにも参加できます

ところ子育てひろば名と き

北鹿島農村婦人の家北鹿島４日（火）

七 浦 公 民 館七 浦１１日（火）

鹿島小わんぱくクラブ鹿島赤ちゃん１８日（火）

古 枝 公 民 館古 枝２５日（火）

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
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３日（月） 市内小中学校始業式

９日（日） 第１５回かしま伝承芸能フェスティバル・・［６ページ参照］

祐徳稲荷神社 １２時３０分～

９日（日） 七浦秋祭り（戸口神社、鎮守神社、天子神社）

１５（土）・１６（日） なつかしの映画上映会・・・・・・［１２ページ参照］

エイブルホール ９時３０分～

１６日（日） 西部中学校体育大会

２３日（日） 救世神社秋祭り 救世神社ほか

２３日（日） 市内小学校運動会（北鹿島・古枝・七浦）

２５日（火） 中木庭たぬき踊り 中木庭天満宮

３０日（日） 市内小学校運動会（鹿島・明倫・浜）

９月

長月
ながつき

広報かしま 編集・発行
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広報かしま原稿締切日

１１月号１０月号
１０月３日８月３１日

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

愚人権相談 市民会館２階和室

６日（木）１０時～１５時

愚成人健康相談 保健センター

５日（水） ９時３０分～１０時３０分

愚快互（かいご）のつどい エイブル２階和室

２１日（金）１３時３０分～１５時

愚住宅工事設計無料相談 旧池田家（南舟津）

８日（土）１０時～１２時

問合せ先 まちなみ建設課 緯（６３）３４１５

愚不動産無料相談 市民会館１階サロン

２５日（火）１３時３０分～１６時３０分

愚消費生活相談 市民会館１階サロン

３・１０・２４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

愚こころの健康相談（臨床心理士 対応）

１２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 要予約

市民課 緯（６３）２１１７

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
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
ミズ北鹿島店志田病院 緯（６３）１２３６２日（日）
ミズスカイロード店織田病院 緯（６３）３２７５９日（日）
溝上薬局西牟田店別府整形外科 緯（６３）３０６３１６日（日）
アルナ浜店薬師寺医院 緯（６３）５２８１１７日（祝）
前山薬局西岡内科クリニック 緯（６３）４０９０２２日（祝）
オダ薬局吉田病院 緯（６２）３２０３２３日（日）
祐信堂薬局中村医院 緯（６３）９２３４３０日（日）

（９月分）
１・８・１５・２２・２９日（土）、
２・９・１６・２３・３０日（日）、
１７日（祝）

市役所
保健センター

３・１０・２４日（月）、１８日（火）、
２７日（木）

市民図書館

３・１０・２４日（月）、１８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
鹿島設備 緯（６３）３２２８
大隈設備 緯（６２）１３０２
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

１日（土）
２日（日）
８日（土）
９日（日）
１５日（土）
１６日（日）
１７日（祝）
２２日（祝）
２３日（日）
２９日（土）
３０日（日）


