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表紙の写真は、江戸時代の測量家『伊能忠敬』が、全国

を歩いて測量し、完成させた『大日本沿海輿地全図』の

鹿島市周辺を拡大したものです。多少見にくいかもしれま

せんが、現在の地名の由来が見て取れます。今年は伊能忠

敬が鹿島を測量して２００年目にあたり、それを記念して

関連事業を開催します。（２～３ページ参照）

平成２４年８月３１日現在

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５＋人０世帯１０,６８５人３１,４３５

世帯３＋人１２＋世帯５,２８４人１４,４０６鹿 島

世帯２＋人３＋世帯１,１５９人３,７９８能 古 見

世帯１＋人６－世帯９９４人３,１７９古 枝

世帯４－人４－世帯１,０５３人３,１７７浜

世帯２＋人５＋世帯１,２２６人３,７２２北 鹿 島

世帯１＋人１０－世帯９６９人３,１５３七 浦

人１２＋人１４,７６２男

人１２－人１６,６７３女

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）

伊能忠敬が作成した地図

写真
№１０２６
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いのう ただたか

伊能忠敬は、寛政１２年（１８００年）から文化１３年（１８１６年）まで、

１７年をかけて全国を測量し、初めて正確な日本地図を完成させました。

伊能忠敬が率いる伊能測量隊は、文化９年（１８１２年）１０月に鹿島に

来訪しています。北鹿島や浜、七浦には、伊能測量隊が宿泊や休憩した場

所（記録）があります。

伊能忠敬の旧宅がある千葉県香取市佐原には、鍋島忠茂（初代鹿島藩主）

が将軍から拝領した５０００石の領地があり、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。

今年は、伊能忠敬が鹿島を来訪して２００年という記念の年にあたるこ

とから、記念事業を市内各地で開催します。

伊能忠敬の故郷、千葉県香取市佐原地区

に伝わる伝承芸能『佐原囃子』が、伝承芸

能フェスティバルで披露されました。

江戸の文化に影響を受けた優雅で格調高

い太鼓や笛の音に合わせて踊る『若連』の

踊りに観客は見入っていました。

伝承芸能フェスティバルで佐原囃子隊が熱演
さわらばやし

９月１４・１５日、市内小学生２３人が参加して、伊能ハウスキャンプが開催

されました。

このキャンプでは、伊能測量隊が宿泊した北鹿島の『諸国屋』で、当時の食事

を再現されたものを食べたり、測量隊が測量したコースをスタンプラリーをしな

がら歩いたり（右ページ⑩で体験可能です）しました。また、夜は測量隊と同じ

ように天体観測を行ない、参加した小学生は「楽しかった。」「また参加したい。」

と感想を述べていました。

伊能ハウスキャンプで当時の食事を堪能

寓江戸時代の食事を再現

市では、伊能忠敬にちなんだ記念事業の一環と

して、『古地図』に焦点を当て、市内各地区にあ

る古地図の調査を行ないました。調査の結果、明

治初期の地租改正の際に作製された『明治９年の

地引絵図』が７地区８枚発見されました。これは

全国的にも珍しい絵図で、右ページ⑦企画展示

『明治９年の地引絵図展』で一般公開します。

ぜひ見に来てください。

『明治９年の地引絵図』を発見しました

寓スタンプラリーの様子

寓１枚が畳２～３畳分もあります

水戸

さいたま

東京
千葉

千葉県
香取市



広報かしま Ｈ２４(２０１２).１０.１

塊

快

回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回

回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回

壊
壊
壊
壊２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２００００００００００００００００００００２００００００００００００００００００００００年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年 記記記記記記記記記記記記記記記記記記記記念念念念念念念念念念念念念念念念念念念念事事事事事事事事事事事事事事事事事事事事年 記念事業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業業

①北鹿島ふるさとまつり
と き １０月２１日（日） ９時～

ところ 諸国屋一帯

内 容 胸まちなか音楽会 胸ゆるキャラ大集合

胸小学生の伊能研究発表会 など

②みつけてみよう鹿島の歴史と個店～繋がる２００年～
と き １０月２１日（日） ９時～

ところ 中心商店街

内 容 胸鹿島錦再発見（実演・体験・展示・販売）

胸伊能忠敬ゆかりの香取市物産展

胸まちなかお見合い（賞品多数）

胸ほとめきまつり など

③秋の蔵々まつり
【前日祭】

と き １０月２０日（土） ９時～２１時

ところ 肥前浜宿保存地区

内 容 胸まちなみ音まつり

胸ほろ酔い気分でまち歩き

【秋の蔵々まつり】

と き １０月２１日（日） １０時～１７時

ところ 肥前浜宿保存地区

内 容 胸秋の蔵開き 胸音まつり

胸全国ＳＡＫＥグランプリ飲み比べ

④鹿島鍋島竹あかり
【前夜祭】

と き １０月１９日（金） １９時～

ところ 北鹿島本町・乙丸通り

【鹿島鍋島竹あかり】

と き １０月２０日（土） １７時～

ところ 普明寺一帯、浜酒蔵通り

内 容 胸竹あかり 胸ミニコンサート

⑤伊能忠敬が食した食事再現
と き １０月２１日（日） １０時～

ところ 道の駅鹿島

内 容 胸伊能忠敬が泊った宿新発見

胸伊能忠敬が食した食事の再現・試食

⑥映画上映『伊能忠敬～子午線の夢～』
と き １０月１９日（金） １９時～

ところ エイブルホール

内 容 １２ページ参照

⑦企画展示
【伊能忠敬展～美しき測量機～】

と き １０月１２日（金）～１１月４日（日）

ところ エイブル２階 床の間コーナーほか

【伊能忠敬展～古地図にみる鹿島のむかし～】
と き １１月６日（火）～１１月２９日（木）

ところ エイブル２階 床の間コーナーほか

【明治９年の地引絵図展】
と き １０月２０日（土）～１０月２１日（日）

１０時～１６時

ところ 北鹿島サテライトスタジオ（ＪＡ北鹿島支所前）

⑧伊能忠敬学習・少年の夢発表会
と き １０月２０日（土） ９時３０分～

ところ 市民会館

第１部 伊能忠敬学習発表会 ９時３０分～１１時３０分

第２部 少年の夢発表会 １１時３０分～１２時３０分

⑨ＪＲウォーキング
と き １０月２０日（土） 受付９時～

ところ 肥前浜駅～肥前鹿島駅（約１０ｋｍ）

問合先 肥前鹿島駅 緯０９５４（６２）２３２６

⑩測量隊を偲ぶ実測ウォーキング
しの

と き １０月２１日（日） 受付９時～

集 合 市役所前（９時３０分出発）

ところ 北鹿島～七浦 約１５ｋｍ（一部バス利用）

定 員 先着４０人

参加費 ５００円（昼食あり）

申込先 生涯学習課 緯０９５４（６３）２１２５

総合問合せ窓口

合同実行委員会（市役所企画課内）

緯０９５４（６３）２１０１

１０月２１日（日）は、無料巡回バス運行

つな
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現在、市内の公共交通は、路線バスのほか、市内循環バス、高津原のりあ

いタクシーがあります。これらは、児童の通学や高齢者の通院、買い物など

生活の足として利用されています。これらの公共交通は、鹿島市をはじめ

国や県の補助金等によって運行を維持しています。特に路線バスは利用者が

年々減少しており、運行赤字額が大きくなって維持することが大変困難な状

況になっています。

誰もがいつまでも公共交通を利用できるようにみんなで利用して公共交通

を守っていきましょう。

鹿島バスセンター ⇔ 柿原・尾崎（横田）鹿島バスセンター ⇔ 長野（行成経由）鹿島バスセンター ⇔ 新 籠

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

（７：２５）（７：００）
（７：１０）
広平行

（６：５０）８：２０８：０５

８：４５８：１５９：００８：３５鹿島バスセンター ⇔ 大野（横田経由）

１２：２０１１：５０１３：４０１３：２０大 野 発鹿島バスセンター発

１６：４０１６：１０（１７：００）（１６：３０）（７：３０）（７：０２）

尾 崎 発鹿島バスセンター発鹿島バスセンター ⇔ 奥 山９：００８：３２

（１４：４５）（１４：２０）奥 山 発鹿島バスセンター発１１：４５１１：１５

鹿島バスセンター ⇔ 矢 答（７：２７）
（７：１５）
祐徳神社前発

１２：５０１２：２０

矢 答 発鹿島バスセンター発９：１０
８：５５

祐徳神社前発
１６：００１５：３０

（７：２２）
祐徳神社前まで

（６：５０）
１３：４０

祐徳神社前まで
１３：０９ー（１６：４０）

１４：５０

祐徳神社前まで

１４：２０

祐徳神社前発
１６：３５

祐徳神社前まで
１６：０９鹿島バスセンター ⇔ 広平（行成経由）

（１７：１５）
祐徳神社前まで

（１６：５５）
祐徳神社前発広 平 発鹿島バスセンター発

全便日曜・祝日は運休
（ ： ）は土曜日も運休 ※は土曜日のみ運行

７：４０
（７：１７）

能古見農協前発

※７：１０

（１６：５０）（１６：２０）

怯市内路線バスの時刻表（平成２４年１０月改定）

１０月から市内を走る路線バスの一部で運行時刻が変わります。お間違えのないようお願いします。

※変更路線：奥山線、矢答線、大野線、長野線、広平線

企画課企画係 緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

路線バスの運行時刻が
変わります
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おおおおおおおおおお得得得得得得得得得得なななななななななな回回回回回回回回回回数数数数数数数数数数券券券券券券券券券券ををををををををををごごごごごごごごごご利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用くくくくくくくくくくだだだだだだだだだだささささささささささお得な回数券をご利用くださいいいいいいいいいいい

市内循環バスと高津原のりあいタクシーで、専用の回数券を販売しています。

大変お得になっていますので、ぜひお買い求めください。

市市市市市市市市市市内内内内内内内内内内循循循循循循循循循循環環環環環環環環環環ババババババババババススススススススススとととととととととと高高高高高高高高高高津津津津津津津津津津原原原原原原原原原原ののののののののののりりりりりりりりりりああああああああああいいいいいいいいいいタタタタタタタタタタククククククククククシシシシシシシシシシーーーーーーーーーーのののののののののの利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用状状状状状状状状状状市内循環バスと高津原のりあいタクシーの利用状況況況況況況況況況況況
このグラフは、乗降者数を昨年度と同月で比較したものです。

それぞれ昨年度と比べると少し増加していますが、これからも皆さんのご利用をお願いします。

市内循環バスの乗車数

平成２２年１０月～平成２３年９月

平成２３年１０月～平成２４年８月

高津原のりあいタクシーの乗車数

平成２２年１０月～平成２３年９月

平成２３年１０月～平成２４年８月
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市内循環バス：１０月９日（火）～１０月１３日（土）

高津原のりあいタクシー：１０月９日（火）・１１日（木）・１３日（土）

※通常の時刻、路線で走ります

市内循環バス
購入場所 祐徳バス中川営業所 緯（６２）４５９５

※循環バスの車内でも販売しています。
市役所３階企画課 緯（６３）２１０１

購入金額 １,０００円（１００円券１２枚） ２００円お得
３,０００円（１００円券４０枚）１,０００円お得

高津原のりあいタクシー
購入場所 再耕庵タクシー本社 緯（６２）２１７１

市役所３階企画課 緯（６３）２１０１
高津原公民館（かんらん） 緯（６２）３６１１

購入金額 １,０００円（１００円券１２枚） ２００円お得
３,０００円（１００円券４０枚）１,０００円お得

回数券販売場所

全路線全便で運賃無料！
何回乗っても無料！

期 間 限 定

市内循環バスと高津原のりあいタクシーのことについて 企画課企画係 緯０９５４（６３）２１０１詳しくは
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幼稚園は、学校教育法に基づく『教育施設（学校）』であり、子どもに

適切な環境を与え、心身の発達を助長します。

教育要領にのっとり、充実した幼児教育が受けられます。

保育所は、児童福祉法に基づく『福祉施設』であり、家庭で保育がで

きない子どもを預かり家庭保育の一部を代行します。

幼稚園と保育所は、子どもの集団生活の第一歩として、それぞれに役割

を持って子どもを受け入れています。【保育所は１１月号で紹介します。】

幼稚園の制度に関する問合せ先 教育総務課 緯０９５４（６３）２１０３

恭募集対象は？

平成２５年４月１日現在で、満３歳になる子どもか

ら対象になります。（なお、満３歳未満の子どもでも

子育て支援制度による預かりをそれぞれの園で実施し

ています。）

また、学区がありませんので、どの幼稚園にも申し

込みができます。

恭申し込み方法は？

入園説明会や園内見学を通して、各園の『教育方

針』などを参考に、自分の子どもに合った幼稚園を選

び、直接申し込んでください。

現在、来年度の園児募集を行っています。

恭教育・保育時間は？

幼児期の『健全な心と体の発達』の観点から４時間

が理想的な教育時間であり、子どもが快適に過ごせる

時間といえます。また、子育て支援の見地から、長時

間預かりも実施しています。（実施時間は幼稚園に

よって異なります。）

恭教育内容は？

文部科学省の教育要領や教育課程をそれぞれの幼稚

園の教育方針に従って指導・展開されています。遊び

を中心とした生活を通じて、身の回りの人や物と関わ

りながら、『健康』『人間関係』『環境』『言葉』『表現』の５

領域に情操教育を含め、バランスのとれた教育を実施

しています。

恭費用や補助制度は？

入園料と毎月の保育料などが必要です。金額は、園

によって異なります。

保育料は、保護者の所得（市民税額）に応じ、就園

奨励費補助金が国と市から交付され、保護者負担を軽

減する制度があります。また、小学３年生までの兄・

姉を含めて第2子、第３子となる園児については、補

助金額が増額され、保護者負担が更に軽減されます。

（ただし、所得制限により該当しない場合もあります。）

恭課外教室

英会話や音楽、体育などをもっと学びたい子どもに

は、課外教室を実施しています。

（希望者のみ、別途費用がかかります。）

実施内容は園によって異なります。

恭預かり保育

希望者には、『預かり保育』も実施しています。

また、夏休みや冬休みなどもありますが、この期間

も『預かり保育』を実施しています。

恭園庭開放

子育て支援の一環として、未就園児の親子のふれあ

いの場を提供しています。

詳細は各幼稚園にお問い合わせください。

所 在 中牟田

保育時間

７時～１４時１５分

預かり保育時間

１４時１５分～１８時３０分

入園説明会

１０月１２日（金）

園内見学

いつでもできます

未就園児親子登園日

（毎週水曜日）

明 朗 幼 稚 園

緯（６２）３６４５

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

所 在 執行分

保育時間

８時～１５時

預かり保育時間

１５時～（相談により

個別対応可）

体験入園（説明会）

１０月２４日（水）・２５日（木）

園内見学

いつでもできます

鹿島カトリック幼稚園

緯（６２）３０５２

幼稚園で

学ぼう

市内幼稚園の紹介
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平成１９年度決算から『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』に基づき、『健全化判断比率』と呼ばれる

４つの指標を算定し公表することが義務付けられ、これらの比率は下表のようになりました。

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

再生団体となり『財政再生計画』を策定・公表しなければなりません。

鹿島市の平成２３年度決算では、どの指標も早期健全化基準を下回り、おおむね良好といえます。

市では、これらの指標を監査委員の意見を付けて9月議会に報告しました。

財政課 緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

怯健全化判断比率の公表

指 標 の 説 明財政再生基準早期健全化基準平成２３年度主 な 指 標

普通会計（鹿島市では一般会計のみ）での赤

字額を、標準的な収入である標準財政規模の

額で割ったもの。なお、赤字の場合は正の数、

黒字の場合は負の数で表示されます。

２０.００％１３.９３％（△３.６０％）実 質 赤 字 比 率

普通会計だけでなく国民健康保険などの特

別会計や水道事業などの公営企業会計の実質

的な赤字を標準財政規模の額で割ったもの。

公営企業では赤字の額として資金不足額を

用います。

３０.００％１８.９３％（△１３.３７％）連結実質赤字比率

普通会計の公債費と公営企業会計や一部事

務組合の公債費に対する普通会計の負担金の

合計額を標準財政規模の額で割ったもの。

１８％以上で地方債の発行に際し、県知事の

許可が必要な許可団体となります。

３５.０％２５.０％１１.１％実質公債費比率

普通会計、特別会計、公営企業会計、一部

事務組合、第３セクター等の将来の負担すべ

き実質的な負債の合計額を標準財政規模の額

で割ったもの。起債残高や退職手当、債務負

担などが実質的な将来負担の要素となります。

定められて

いない
３５０.０％３７.７％将 来 負 担 比 率

平成２３年度決算
資金不足比率

会 計 名

（赤字でないため算定されない）水 道 事 業 会 計

（赤字でないため算定されない）公共下水道事業特別会計

（赤字でないため算定されない）
谷田工場団地造成分譲

事 業 特 別 会 計

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

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

【資金不足比率】

公営企業会計の資金不足額を、事業の規模

で割ったもの。資金不足額とは流動資産や土

地の売却見込額などを考慮した赤字額で、事

業の規模とは営業収益を基礎として算出した

もの。赤字の場合は正の数で表示され、赤字

でない場合は算定されません。

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３３年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算でででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででで年度決算でののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの
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情報掲示板ワイド

犬猫の避妊・去勢手術補助金のお知らせ

市では、犬猫の無秩序な繁殖を抑制し、動物愛護意

識を高めるため、犬猫の避妊・去勢手術費用の一部補

助を行います。

対 象 市民が飼育し、獣医師が手術をすることが

適当と認める生後3カ月以上の犬猫。

１世帯につき、犬猫各１頭まで。

犬の場合は登録と狂犬病予防注射済が条件。

補 助 額 避妊手術：犬５,０００円 猫４,０００円

去勢手術：犬３,０００円 猫２,０００円

申請方法 申請書に獣医師発行の領収書の写しと申請

者名義の通帳写しを添えて提出。

そ の 他 先着順で予算がなくなり次第終了します。

環境下水道課環境係

緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

お
知
ら
せ

地方税法では、市税の滞納があれば滞納者の財産を差押えをしなければならないとなっており、随時、

預貯金・生命保険・年金・不動産などの財産調査を行い、財産が見つかれば差押え、滞納金への充当を行っ

ております。今回は特に、給与差押えによる滞納金徴収の取り組みを行います。

恭給与差押えによる市税徴収の流れ

佐賀県滞納整理推進機構と共同で
『給与差押え』による徴収強化に取り組み中です！

お
知
ら
せ

給 与（ 賞 与 ）取 立 て

給 与（ 賞 与 ）差 押 え

勤務先や事業所への給与照会

▼▼

▼▼

▼▼

滞納金への充当

滞納整理には、皆様が納付いただいた税金が使われます。

貴重な税金を福祉や教育など有効に活用するためにも、納期内納付にご協力ください。

税務課納税相談係 緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

未 納 発 生

▼▼
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地域コミュニティ活動の活性化と宝くじの普及宣伝を目的

とした『宝くじ助成金』を活用して、平成２４年度に若殿分

区の鉦浮立道具一式を整備しました。

企画課企画係

緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

１０月１日は『浄化槽の日』です
－ 浄化槽を使用されている皆さんへ －

浄化槽の日とは？

昭和６０年１０月１日に『浄化槽法』が施行されたのを

記念して、昭和６２年に制定されたものです。

浄化槽とは？

浄化槽は、下水道と同じように生活排水をきれいな

水にして河川や水路に流します。処理後の汚れは約

１／１０となりますが、誤った使い方をしたり、維持管

理をきちんと行わないと、水質が悪くなったり、悪臭

を発生させるなど、逆に生活環境を悪くする原因にな

ります。

浄化槽を使用されている皆さんは、次のことを心が

けて正しく使用してください。

潤台所では・・・・・・・・使った油や調理くずを流さない

潤トイレでは・・・・・・①洗浄水は十分に流す

②トイレットペーパー以外の異物

は流さない

潤浄化槽周辺では・・①マンホールの上に物を置かない

②送風機（ブロワー）電源を切らない

保守点検・清掃・法定検査の実施

潤年に１回の法定検査を必ず受けましょう

法定検査の実施機関・・（財）佐賀県環境科学検査協会

潤保守点検および清掃については適切に行いましょう

保守点検は、佐賀県に登録している浄化槽保守点検

業者に委託してください。

清掃は、鹿島市が許可している浄化槽清掃業者に依

頼してください。

汲取式便槽（簡易水洗など）、単独処理浄化槽を設置

されているご家庭で、合併処理浄化槽へ切り替える場

合、補助制度もありますので気軽にご相談ください。

環境下水道課環境係

緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

お
知
ら
せ

情報掲示板ワイド

市では、空き家等の管理の適正化を図ることにより、

市民の安全で安心な暮らしの実現のため、『（仮称）

鹿島市空き家等の適正管理に関する条例』の制定を予

定しています。

そこで、パブリックコメント（意見公募）手続実施要

綱に基づき、市民の皆さんの意見を参考にするため、

意見を募集します。

恭意見をできる人

市民、市内への通勤・通学者、市内に事務所など

を有する法人・団体

恭公表資料及び取得方法

資料：条例案要綱

方法：市のホームページへの掲載、市役所３階総務課

にて配布または閲覧

恭意見の記載・提出方法

住所、氏名を明記し、ＦＡＸ、郵便、電子メール

または持参してください。

恭意見募集期間

１０月１５日（月）～１１月１３日（火）

総務課 緯０９５４（６３）２１１３詳しくは

空き家等の適正管理に関する条例（案）
に関する意見を募集します

お
知
ら
せ
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知っていますか？

ロコモティブシンドローム

骨、関節、筋肉など身体を動かす仕組みを『運動器』といいます。

運動器である足腰の動きが衰えたら、それが『ロコモティブシンドロー

ム（通称：ロコモ）』です。

ロコモは、『認知症』やメタボリックシンドローム等が原因で起こる

『脳卒中』と並び、寝たきりや要介護状態の３大要因の一つになっていま

す。

ロコモティブシンドローム（運動器症候群）って？

今日から始めるロコトレ

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

介 護 保 険

１ 片足立ちで靴下が履けない（動作をしながらのバランス能力）

２ 家の中でつまづいたり滑ったりする

３ 横断歩道を青信号で渡りきれない（歩行速度が遅くなる）

４ 階段を上がるのに手すりが必要である

５ １５分くらい続けて歩けない（１㎞くらいを想定）

６ ２㎏程度の買い物をして持ち帰るのが困難である

７ 家のやや重い仕事が困難である（掃除機の使用、布団の上げ下ろしなど）

あなたは大丈夫？（ロコモチェック）

一つでも当てはまれば、ロコモの可能性があります。

さあ、あなたも今日からロコトレ（ロコモーショントレーニング）を始

めましょう！ただし、無理に試して転んだりしないように注意しましょう。

腰や関節の痛み、筋力の衰えを感じていたり、ふらつきといった症状が

ある場合は、かかりつけ医とよく相談しながら実施してください。

胸開眼片足立ち

胸スクワット

胸ストレッチ

胸関節の曲げ伸ばし

胸ラジオ体操

胸ウォーキング

胸各種スポーツなど
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７月に、人権問題を考える研修

会に参加しました。当日は２つの

講演が準備されていましたが、一

つは、「聴覚障害者（ろうあ者）の

理解のために」というものでした。

研修会というと、講師の方がマ

イクを持ち、話をされるのを聞く

というのが普通の形です。しかし、

当日の講師は佐賀県聴覚障害者協

会の会長で、聴覚障がい者の一人

です。講演は、講師が壇上から自

分の体験や思いを手話で伝えられ

ます。通訳は、客席の前の方に

座って、手話を見ながら、マイク

を通じて私たちに話していただく

というものでした。通訳はわき役

にまわり、障がいを持っている人

が、きちんと自分の思いや願いを

伝えることのできるように工夫さ

れた研修会でした。

こんな事例を話してもらいまし

た。会議の帰り電車に乗ったとき、

出発時刻になっても発車をしない。

周りの人は心配そうにざわざわし

ている。でも自分は聞こえなくて

情報が入らない。幸い近くに学生

がいたので、メモで「聞こえな

い」というと、「強風のため列車

が出発できないでいる」など必要

な情報を伝えてもらい助かったと

いうものでした。

聴覚障がい者として、情報が入

らない時の不安やもどかしさを感

じながらも、「この若い人のよう

にあって欲しい」、と障がいを持

つ人とのコミュニケーションを積

極的にとることの大切さを訴えて

おられました。

市でも、１０月５日（金）１３時

３０分からエイブル研修室で，県

立盲学校の先生をお招きし、視覚

障がい者の立場からの研修会を予

定しています。ご参加ください。

『障がい』のある人の思いが

伝わる社会に

ペットボトルの出し方

環境下水道課環境係 緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

毎年１０月は、買い物袋持参運動の強化月間です！

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

マイバッグを使いましょう

【入れる袋】
ピンク色の『ペットボトル』の袋

【対象となるもの】
『ペットボトルマーク』がついた容器

飲料水・酒・みりん・しょう油・食酢などに使われています。

【対象とならないもの】
塩化ビニールなどで作られた、ペットボトルマークがついていない容器。

ソースや食用油、おつまみ、海苔などの容器に塩化ビニール製が多いです。

【出すときの注意点】
胸食品かすや汚れなどを洗い流して出してください。

※汚れのついた容器が混じっていると他の容器まで汚してしまいます。

胸汚れがひどい場合は、『もえるごみ』で出してください。

胸ラベルは、はがさなくてもかまいません。

胸キャップは外して、『容器包装プラスチック・ビニール類（黄色の袋）』

で出してください。

噛ご意見などをお寄せください。

同和対策課 緯（６３）２１２６

このごみどの袋、人権の輪

寓ペットボトルの袋

寓ペットボトルマーク
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年に１回の特別整理期間のため、１０月１５日から１９日

の５日間は、休館いたします。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

できない作業を行います。この期間中の本の返却は、

『本ポスト（正面玄関に向かって右側）』に入れてください。なお、CD

やDVD、ビデオ、雑誌、紙芝居、大型絵本は、１０月２０日（土）以降に直

接カウンターへお返しください。１０月２０日（土）から通常通り開館しま

す。皆さんのご利用をお待ちしております。

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

１０月１５日（月）～１９日（金）
市 民
図書館

『伊能忠敬展』
～美しき測量機～

床 の 間
コーナー

今年は、伊能忠敬が鹿島を

訪れて２００年という記念

の年に当たり、床の間コー

ナーでも、伊能忠敬に関する

展示を行います。

前期：１０月１２日（金）～１１月４日（日）は

『美しき測量機』、後期：１１月６日（火）～

１１月２９日（木）は『古地図に見る鹿島のむ

かし』と題して展示します。

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

第６回えいぶる事業
村井國夫主演 ・ 東 憲司作

満月の人よ（演劇）

第７回えいぶる事業

受講料ところ開講期間講 師定員講 座 名

５００円/１回

茶菓代：１５０円/１回

エイブル２階

和室

１０月１０日～平成２４年３月２７日

［月２回水曜日］１０時～１２時
吉田 和子

みわこ

さん
１５人茶道教室

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㈱

武雄営業所
２０人省エネ＆電気講座

４,０００円／４回
テキスト代
①③：１,２６０円
②：２,１００円

エイブル２階

学習室

１１月６日（火）～９日（金）
①９時３０分～１２時
②１３時３０分～１６時
③１９時～２１時３０分

㈱ジェピック

１５人①パソコン入門編パソ

コン

教室

１５人②デジタルカメラ活用講座

１５人③エクセル入門編

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

１１月１０日（土）

１０時～１２時
福田 雅子さん２０人

中国茶講座

～香り高き台湾の

お茶を楽しもう～

公
開
講
座

エイブルからのお知らせなど

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、
むらい くにお

岡本麗、
おかもと れい

池田成志、
いけだ なるし

川﨑初夏
かわさき はつか

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。

伊能忠敬 来鹿２００年記念事業

映画『伊能忠敬～子午線の夢～』
と き １０月１９日（金）１９時開演
ところ エイブルホール
出 演 加藤剛・賀来千賀子 ほか
料 金 無料（入場整理券が必要です）
※入場整理券は楽修大学事務局（エイブル２階）と
市役所３階企画課で配布中です。
定員になり次第配布終了となります。

１１月６日（火）～９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。
ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願いします。
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“Sawlogs” いびきをかく

今月のキーフレーズ

№８２

（アンバー） 昨日の夜は疲れていたんだね。君は

いびきをかいていたよ。

（ティナ） 本当？ あなたに聞かれたなんて

とても恥ずかしいわ

Amber:

Tina:

Youmusthavebeentiredlastnight.
Youweresowinglogs!
Really?I'msoembarrassedyouheard
me.

Sawはのこぎりで切る。logは丸太という意味です。まるで

のこぎりで丸太を切っているぐらいにうるさいということで

しょうか。

８月４日（土）に浅浦分校で分校

キャンプを行いました。毎年の恒例

行事で、午後から夜まで、さまざま

な活動をして、親子同士、分校生同

士、卒分生も含めた浅浦・伏原地区

の子ども同士で楽しむものです。

今年度は、まず、親子で手作り

サッカーゴールを作りました。分校

にはサッカーゴールがなく、これま

でサッカー遊びができなかったから

です。パイプを組み立て、ネットを

張り、パイプには油性ペンで絵や模

様を描きました。自分たちのサッ

カーゴールができて、子どもたちも

喜んでいました。それから、その

ゴールを使って運動場でサッカーを

したり、ミニバレーをしたりして遊

びました。夕方には、お母さんたち

が作ったカレーライスとサラダで食

事をしました。分校で作った野菜も

入っていて、とてもおいしかったで

す。夜には、卒分生も入って、みん

なで『浅浦甚八音頭』を踊りました。

みんなちゃんと踊りを覚えていて、

大いに盛り上がりました。その後も

２つのグループに分かれてスイカ割

りゲームをしたり、みんなで火をつ

け合って花火をしたりしました。

普段は少ない人数の分校生ですが、

この日はたくさんの人と楽しい交流

ができ、とてもいい思い出になった

と思います。子どもたち一人ひとり

の笑顔がとても印象的でした。ご協

力いただいた保護者の皆さんに心よ

り感謝します。

～分校キャンプ～

能古見小学校浅浦分校

校学 だ よ り

No.１８５

ジョリン先生

（ティナ） 私、今夜いびきをかくと思うわ。

（アンバー） どうして、そんなことを言うんだ？

（ティナ） 私、１４時間ずっと仕事したからと

ても疲れているの。

Tina:
Amber:

Tina:

I'mgoingtosawlogstonight.
Whydoyousaythat?
Iworked14hoursstraight.I'mvery
tired.

こんなときこのひとこと、学校だより

寓サッカーゴールを作る児童

四HawaiianWords四
（ ハ ワ イ の 言 葉 ）

Wikiwiki:速い
ウィキ ウィキ

Nani:可愛い
ナニ
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伝承芸能フェスティバル

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
活動紹介

9月８日

佐賀西信用組合の皆さんが、

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。全店の

役職員９６名が参加し、８時３０分

から４班に分かれて、市民球

場や陸上競技場周辺の草刈り

とごみ拾いを行いました。

６年前から毎年１回実施さ

れていますが、今後もいろい

ろな形で地域社会への貢献活

動を継続していきたいとのこ

と。本当にありがとうござい

ます。

９月９日に第１５回かしま伝承芸能

フェスティバルが開催されました。当

日まで心配されていた天気も、観客と演

者の皆さんの熱い気持ちに圧倒され、晴

天となりました。

今年は、面浮立や獅子舞など市内の

１０団体による華麗で勇壮な伝承芸能

が披露されました。またゲストとして

太良町から『栄町面浮立』、島根県大田市

からヤマタノオロチ伝説を基にした

『石見神楽』、鹿島市と歴史的なつなが
いわみ かぐら

りの深い千葉県香取市から軽やかな囃子

のリズムの『佐原囃子・手踊り』を披露
さわらばやし

していただきました。

市内では伝承芸能の秋を迎えています。

今回ご披露いただいた団体はもちろん、

各地区で趣の違う伝承芸能を楽しんでみ

てはいかがでしょうか？

８月３０日に中学生による子ども議会

が市議会議場で開催されました。

市内の東部、西部の両中学校の３年生

計１７人が議長や副議長、議員になり、

福祉や環境、教育などの問題について質

問や提言を市長や部長・課長に対して行

いました。模擬市議会を体験することで、

自分たちの住んでいる鹿島の諸問題や未

来について考え、ふるさとの大切さや議

会の仕組みを学んでもらおうと市議会が

主催したものです。

子ども議会が開催されました

９月１２日に市長が市内最高齢者へ

の訪問を行いました。市内最高齢者は、

嘉村セツさん（１０８歳）です。

ケアコートゆうあいで、賞状やお祝

い金を手渡し、長寿をお祝いしました。

【参考】９月１日時点での市内在住の

１００歳以上の方は２２人です。

市内最高齢者を訪問

寓質問に立つ子ども議員

寓入所者の皆さんとの記念写真

活動紹介

９月８日に開催された『第

３６回佐賀県マーチングフェ

スティバル』において、鹿島小

学校ファンタジーブラスバン

ドが金賞を受賞し、九州大会

（１０月６日鹿児島市）に出

場します。「２年連続となる

九州大会では、一生懸命に演

奏してきます。」と田古里
たこり

奈津
なつ

部長が抱負を語ってくれまし

た。

ファンタジーブラスバンド

九州大会へ

寓市長への入賞報告

寓石見神楽

寓土井丸獅子舞
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平成１７年度設置の水道メーターを

検定期間満了のため取り替えます。

『鹿島市指定の水道工事店』が次の

日程で、取り替えに伺いますので、

ご協力をお願いします。

なお、取り替えに伺うお宅には事

前に水道工事店より連絡があります。

※取り替え費用はかかりません。

と き

潤偶数月に水道料請求：１０月中

潤奇数月に水道料請求：１１月中

対 象 上水道給水区域一円

水道課管理係

緯０９５４（６２）３７１８

児童扶養手当の支給要件に、配偶

者からの暴力（ＤＶ）で『裁判所か

らの保護命令』が出された場合が加

わりました。

『父または母が裁判所からの保護

命令を受けた児童』を監護（養育）

している人は、福祉事務所に問い合

わせの上、申請手続きを行ってくだ

さい。手当は、申請をされた月の翌

月分からの支給となります。

福祉事務所社会福祉係

緯０９５４（６３）２１１９

水道メーターを
取り替えます

詳しくは

児童扶養手当の支給要件に
『ＤＶ』が追加されました

詳しくは

恭緑地保全管理講習の受講生募集

庭木の整枝・剪定、病害虫の消毒

・対処などを学ぶ実践的講習です。

と き １１月２・６・７・８・９・１３・

１４・１５日(8日間)

ところ シルバー人材センター

対 象 ５５歳以上でハローワークに

求職届けをした人

定 員 ２５人(受講料無料)

締 切 １０月１９日（金）

恭各種作業の注文をお受けします。

気軽にご相談、ご注文ください。

恭会員を募集しています。（６０歳以上）

説明会 １０月１８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

気軽にご利用ください！
シルバー人材センター

詳しくは

鹿島でソフトテニスが始まって百

年が経過し、記念として『鹿島ソフ

トテニス百年史』を発刊しました。

鹿島や藤津地区のソフトテニスの記

録や活躍などを詳細に記録したもの

となっています。希望者には１冊

５,０００円で販売しています。

同作成委員会 杉原

緯０９５４（６２）６２８５

皆さんのお役にたてるよう、タイ

ムリーな情報発信を心がけますので、

一度アクセスしてください。

鹿島市社会福祉協議会

http://www.kashima-shakyo.com

鹿島ソフトテニス百年史
を発刊しました

詳しくは

鹿島市社会福祉協議会の
ホームページを開設

詳しくは

一定面積以上の土地について売買などの取引をした場合には、国土利用

計画法により、契約締結後２週間以内に、買主が土地の利用目的および取

引価格等を届け出なければなりません。県では、その利用目的が公表され

ている土地利用に関する計画に適合しているかなどを審査し、場合によっ

ては利用目的の変更を勧告することがあります。

届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰則が科せられることがあり

ます。

【届出義務者】買主

【届出の時期】契約締結後2週間以内

【届 出 先】土地の所在する市町村

【罰 則】６ヵ月以下の懲役または

１００万円以下の罰金

県土地対策課 緯０９５２（２５）７０３４

企画課企画係 緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

２,０００㎡以上市街化区域

５,０００㎡以上
市街化区域以外の
都市計画区域

１０,０００㎡以上
都市計画区域以外
の区域

１０月は『土地月間』
一定面積以上の土地の売買には届出が必要です

平成１８年４月２日から平成１９年４月１日までに生まれたお子さんは、

必ず受診してください。

教育総務課学校教育係 緯０９５４（６３）２１０３詳しくは

来年小学校に入学する新入学児童の
健康診断を行います

開 始受 付実 施 日学 校 名

１４時３０分～１４時～１４時３０分１０月４日（木）浜 小 学 校

１４時３０分～１４時～１４時３０分１０月５日（金）北鹿島小学校

１４時３０分～１４時～１４時３０分１０月１５日（月）明倫小学校

１４時３０分～１４時～１４時３０分１０月１６日（火）鹿島小学校

１５時～１４時３０分～１５時１０月１７日（水）古枝小学校

１５時～１４時３０分～１５時１０月１８日（木）七浦小学校

１５時～１４時３０分～１５時１０月２３日（火）能古見小学校

情報掲示板 愚 お知らせ

潤市税集合徴収分

潤介護保険料の

第５期の口座振替日

１０月３１日（水）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）
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情報掲示板 愚 お知らせ・試験・講習会・相談

将来の窯業界を担う人材の育成の

ため、平成２５年度の学生を募集し

ています。詳しくは当校のホーム

ページ（『有田窯業大学校』で検索）

をご覧ください

有田窯業大学校

緯０９５５（４２）３１４４

鹿島史談会では、郷土の歴史につ

いて、毎月、会員や外部講師による

発表や見学などを行っています。

どなたでも参加できます。一緒に

ふるさとの歴史を楽しみましょう。

時 間 １３時３０分～１５時

ところ 田澤記念館（城内）

資料代 ２００円(入場無料)

潤１０月４日（木）

演 題 『歴史史料としての典籍』

講 師 高橋研一さん

（鹿島市民図書館）

潤１２月６日（木）

演 題 『久間城主鍋島助右衛門』

講 師 江口 浩さん（当会員）

潤有田焼の歴史と周辺関連史蹟見学

と き １１月１日（木）８時３０分～１６時

※鹿島市役所前発着

詳 細 １０月４日の定例会で案内

鹿島史談会事務局 松永

緯０９５４（６３）３６６５

有田窯業大学校
学生募集

詳しくは

鹿島史談会
鹿島の歴史講座

詳しくは

新しく農業を始めるために必要な

基礎的な知識や技術を習得するため

の研修が、佐賀県農業大学校で行わ

れます。

対象者 就農希望の６５歳以下の人

内 容 講義・農作業体験・現地研修

受 付 １０月９日（火）～１１月９日（金）

※定員になり次第締切

日 程 １１月２６日（月）～１１月３０日（金）

受講料 無料

その他 受講申込書は、市役所２階

農林水産課でも配布します

佐賀県農業大学校

緯０９５２（４５）２１４５

健康づくりに（特に風邪に弱い人）、

免疫力や自然治癒力を増強する気功

をしてみませんか。

と き １０月２日（火）～３月２６日（火）

毎週火曜日１３時３０分～１５時

ところ 福祉会館３階大会議室

参加費 ３,０００円（６ヵ月分）

宮﨑

緯０９５４（６２）５０５５

ろうあ者への理解と簡単なコミュ

ニケーションの方法の習得を目指し

ます。

と き １０月２５日（木）～１２月１３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）

鹿島市社会福祉協議会

緯０９５４（６２）２４４７

さが新規就農希望者
養成講座受講者募集

詳しくは

気功教室
生徒募集

詳しくは

手話講習会
開催のお知らせ

詳しくは

市民の皆さんにも救急医療の現場

について理解を深めてもらうため、

佐賀大学付属病院救急救命センター

の阪本雄一郎センター長をお迎えし

て、先端医療が切り開く未来『救急

現場へドクターヘリが飛ぶ』と題し

た講演会を開催します。

と き １０月２４日（水）１８時３０分～

ところ エイブルホール

参加費 無料

織田病院連携センター

緯０９５４（６３）３２７５

県教育委員会では『お互いの学び

と気づきを大切に、人権教育・啓発・

まちづくりへの行動を起こしていこ

う』をテーマに開催します。

と き １０月２６日（金）

ところ 小城保健福祉センターほか

参加費 １，５００円

大会ホームページ

http://sajinkyo.p1.bindsite.jp

労使間のトラブル、パワハラ・セ

クハラ、失業保険などに関する相談

会を開催します。佐賀労働局、県社

会保険労務士会、県労働者福祉協議

会の相談員が対応します。お気軽に

ご相談ください。相談料は無料です。

と き １０月２０日（土）１０時～１６時

ところ 市民会館第４会議室

佐賀県雇用労働課

緯０９５２（２５）７１００

住まいの困り事にお答えします。

国土交通大臣から指定を受けた住宅

専門の相談窓口です。

受付時間 １０時～１７時（土日祝日除く）

住まいるダイヤル

緯０５７０（０１６）１００

救急医療講演会
ゆうあい公開セミナー

詳しくは

佐賀県人権・同和教育
研究大会

詳しくは

合同巡回
労働相談会

詳しくは

住まいるダイヤル
緯0570-016-100

詳しくは

平成２４年８月 市長交際費支出状況表

平成２４年８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

銅板ツル１個

（韓国大西初等学校へお土産）
１０，０００円８月２４日接 遇

佐賀県商工会議所連合会議員大会５，０００円８月２２日祝 儀

（４月からの累計１１０,１５５円）１５，０００円合 計
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秋の行政相談週間（１０月１５日～２１

日）に先立ち、合同行政相談所を開

設します。行政に対すること以外で

心配なことやお困りのことなどもお

受けしますので、気軽にご利用くだ

さい。

と き １０月１０日（水）１０時～１５時

ところ 市役所５階大会議室

相談員 胸行政相談委員胸人権擁護

委員胸心配ごと相談員

胸佐賀行政評価事務所職員

佐賀行政評価事務所

緯０９５２（２２）２６５１

佐賀県司法書士会では、『法の日』

にちなんで無料法律相談会を開催し

ます。

と き １０月１日（月）～５日（金）

１０時～１５時

ところ 県内各司法書士事務所

（各司法書士事務所へ要予約）

相談内容

胸登記胸相続胸会社設立胸成年後見

胸クレジット胸サラ金胸簡易裁判所

訴訟代理胸その他司法書士が行う業務

佐賀県司法書士会

緯０９５２（２９）０６２６

家族のふれあいと健康づくりを目

的に、ウォークラリー大会を開催し

ます。 鹿島の自然や景色に触れな

がら楽しく歩きませんか。

と き １１月１７日（土）９時～１２時３０分

集 合 横田公民館駐車場

コース 旭ヶ岡公園と蟻尾山公園

めぐりコース（５ｋｍ）

参 加 １チーム３～５人以内

※小学生以下は保護者同伴

参加費 無料

定 員 ６０人

鹿島市社会福祉協議会

緯０９５４（６２）２４４７

合同行政相談所を開設

詳しくは

法の日
無料法律相談会

詳しくは

家族ふれあいウォーク
ラリー大会inかしま

詳しくは

１０７６ｍの頂上から望む絶景と県内

最高峰を踏破した征服感を味わって

みませんか。ガイド、救護班が同行

しますので初心者も安心して参加で

きます。

と き １１月１０日（土）９時～１６時

※雨天の場合１１月２４日（土）

集 合 自然の館『ひらたに』

定 員 ３０人（小学４年生以上）

参加費 １,０００円（昼食代・保険料等）

持参品 飲み物・タオル・着替え・

軍手・防寒着・雨具など

自然の館『ひらたに』

緯０９５４（６４）２５７９

※毎週火曜日は休館

今回は木炭作りと木工教室です。

樫や雑木が木炭に変わるまでの工程

を体験学習します。昼食はみんなと

野外でカレーライスを食べ、ペン立

て作り教室も開催します。

と き １０月２０日（土）９時～１６時

※雨天の場合１０月２１日（日）

※炭出し日：１１月４日（日）

ところ 自然の館『ひらたに』

講 師 尾﨑辰次さん・坂本征司さん

定 員 ２０人程度（小学４年生以上）

参加費 １,５００円（木炭のお土産付）

持参品 タオル・軍手・飲み物など

自然の館『ひらたに』

緯０９５４（６４）２５７９

※毎週火曜日は休館

第６２回を迎える佐賀県美術展覧

会の作品を募集します。応募には出

品要項が必要です。詳しくは、電話で

実行委員会事務局まで問い合わせる

か、インターネットの検索サイトで

『佐賀県美術展覧会』と入力して当

該サイトで確認してください。

恭出品者の一般搬入日

と き １１月１１日（日）１０時～１６時

ところ 佐賀県立美術館・博物館

同実行委員会事務局

緯０９５２（２６）０８１５

秋の経ヶ岳登山

詳しくは

親子自然体験
のんびり自然塾 秋ver

詳しくは

佐賀県美術展覧会
作品募集

詳しくは

恒例の志田病院文化祭も、今年で

７回目となりました。屋台や楽しい

催しものをそろえて、皆さまのご来

場をお待ちしています。

と き １１月４日（日）１０時～１６時

ところ 志田病院リハビリセンター

内 容

胸東部中吹奏楽部演奏胸日本舞踊

胸講演会胸もちつき胸嬉野高校和太

鼓演奏胸風船とばし胸展示作品ほか

志田病院文化祭実行委員会

緯０９５４（６３）１２３６

うれしの特別支援学校（嬉野市塩

田町）の児童・生徒が日頃の学習の

成果を発表します。

と き １０月２７日（土）９時５０分～

ところ うれしの特別支援学校

内 容 午前：ステージ発表

午後：作業製品販売など

うれしの特別支援学校

緯０９５４（６６）４９１１

今年は『笑点の座布団運び』でお

なじみの落語家『山田隆夫さん』に

よる講演や福祉関係者による『佐賀

にわか』などたくさんの催しを準備

しています。

と き １０月１３日（土）受付１２時～

ところ 市民会館ホール

演 題 笑いは健康・長寿のもと

入場料 無料ですが、入場整理券が

必要です

入場整理券配布場所

胸福祉会館１階（社協）

胸６地区公民館

胸市民図書館

胸エイブル２階楽修大学

など

鹿島市社会福祉協議会

緯０９５４（６２）２４４７

志田病院文化祭

詳しくは

とうせん祭
～学習の成果を発表～

詳しくは

福祉のつどい
山田隆夫講演会

詳しくは

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

間前までに直接医療機関へお申し込みください。

対 象 者 ６５歳以上で希望する人

期 間 １０月１日～１２月３１日

※医療機関によって異なる場合があります

接種回数 １回

自己負担金 １,３００円（医療機関の窓口でお支払ください）

※生活保護世帯の人は無料

持 参 品 毅健康保険証（住所や生年月日の確認をします）

毅健康手帳またはおくすりノート（済証を貼ります）

６６５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

献血にご協力くださ献血にご協力くださいい

病院では大勢の患者さんが輸血を必要としていま

す。愛の献血に温かいご協力をお願いします。

と き １０月１０日（水）９時３０分～１６時

と こ ろ 市民会館ホワイエ

対 象 者 男性：１７歳～６９歳

女性：１８歳～６９歳

※体重５０kg以上で４００ml献血可能な人

６５歳以上の人は６０～６４歳の間に献血経験

のある人。その他条件があります

鹿島市保健センター

緯（６３）３３７３

詳しくは

国の方針で２年に１回の検診となります。

受 付 保健センター（エイブル１階） ９時～１０時

対象者 子宮がん検診：２０歳以上で昨年度未受診の女性

乳がん検診：４０歳以上で昨年度未受診の女性

料 金 子宮がん検診：７００円

乳がん検診：４０歳代１,５００円、５０歳以上１,０００円

その他 毅乳がん検診は毎回先着５５人で締め切ります

毅５～６月に実施したがん検診申込書で申し込

んだ人には受診票を郵送しています

毅区ごとに受診日を定めていますが、都合が悪

いときは別の日に受診できます（連絡不要）

毅新たに希望する人はご連絡ください

毅１１月１８日（日）と１２月１４日（金）夜間を希望す

る人はお申し込みください恭子宮がん・乳がん検診日程

子子宮がん・乳がん検診を受けましょ子宮がん・乳がん検診を受けましょうう

対象区月 日対象区月 日

執行分・高津原
１１月１３日
（火）

江福・飯田・龍宿浦・嘉瀬浦・大村方・鮒越・
上古枝

１０月１日
（月）

日曜日検診希望者は、保健センターに申し込み
が必要です

１１月１８日
（日）

中尾・下古枝・久保山・大宮田尾・小宮道・
東塩屋・西塩屋

１０月３日
（水）

横田・井手分・末光・中浅浦
１１月１９日
（月）

南川・筒口・大殿分・八宿・浜新町
１０月１０日
（水）

高津原
１１月２６日
（月）

城内・大手・新町・中牟田・大野・広平・
世間・重ノ木

１０月１５日
（月）

三部・新籠・常広・組方・野畠・北舟津
１１月３０日
（金）

東町・馬渡・小舟津・山浦開拓・番在開拓・
古城

１０月２９日
（月）

本町・乙丸・中村・森・土井丸・井手・西葉・

母ヶ浦・矢答・伏原・下浅浦

１２月７日
（金）

納富分・行成・上浅浦・奥山・竹ノ木庭
１１月５日
（月）

若殿分・新方・湯ノ峰・庄金・南舟津・中町・
貝瀬・土穴・本城・中木庭・川内・山浦・
白鳥尾・平仁田開拓・七開

１２月１４日
（金）

西牟田・犬王袋・大木庭・東三河内・
西三河内・中川内・早ノ瀬・音成

１１月６日
（火）

夜間：受付時間１８時～１９時
夜間検診希望者は申し込みが必要です

１２月１４日
（金）
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対象区月 日対象区月 日

★胃がん検診のみ実施 受付：９時～１０時

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）

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）

★肺がん検診のみ実施 受付：９時～１０時

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）

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）

★大腸がん検診のみ実施 受付：９時～１０時

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）
若殿分・納富分・行成

１０月１８日

（木）

日曜日検診希望者は、保健センターに申し込み

が必要です。市内全域が対象です。

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）

と き １０月９日（火） ９時～１１時

と こ ろ 保健センター（エイブル１階）

そ の 他 潤料金は無料です。

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。

６５歳以上の人を対象に８月から地区の公民館や保健センターで結核健康診断を行っています。

対象区の日程で健診を受けていない人は、ぜひ受診してください。

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

次の４種類のがん検診を実施しています。

５～６月に実施したがん検診申込書に申し込んだ人

に受診票を郵送しています。新たにこの検診を希望す

る人は連絡ください。

市民税非課税世帯・生活保護世帯の人、後期高齢者

医療制度被保険者の自己負担金は無料です。

受 付 ８時３０分～１０時３０分

と こ ろ 保健センター（エイブル１階）

潤都合が悪い場合は、都合のよい日に受診できます

潤１０月２１日、１１月９日・１２日・１６日を希望する人は

保健センターに申し込みください

保健センター緯０９５４（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付

【自己負担金】

６００円

前立腺がん検診
【対 象】５０～７１歳の

男性

【内 容】

血液検査

【自己負担金】

７００円

国保の特定健診は、１２月２５日（火）までです。受診券・

受診票・負担金（１,０００円）・国保保険証を持って、最

寄りの医療機関で、受診してください。

次の病院に事前予約すれば、日曜日に国保の特定健

診が受診できます。

胸１０月２１日（日） 志田病院 緯（６３）１２３６

胸１１月１８日（日） 吉田病院 緯（６２）３２０３

胸１２月１６日（日） 森田医院 緯（６３）３９５６

日曜日に国保の特定健診が受診できま日曜日に国保の特定健診が受診できますす
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怯乳幼児の健康診査 エイブル１階保健センターで実施（受付時間１３時１０分～１３時３０分）

乳幼児の健康診査や予防接種等の問合せ先

保健センター予防係緯（６３）３３７３１０月の子育て

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

内 容 身体測定、育児相談、尿検査

小児科医の診察、歯・目・耳の検査

１１日（木）１歳６ヵ月健診
対 象 平成２３年３月生まれ
持参品 母子健康手帳、問診票

内 容 身体測定、育児相談、歯科診察、

小児科医の診察、フッ化物塗布（希望者のみ）

２５日（木）４ヵ月健診
対 象 平成２４年６月生まれ
持参品 母子健康手帳

内 容 身体測定、育児相談、

小児科医の診察

２４日（水）

怯予防接種 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

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１～３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）

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）

２５日（木）
対 象 平成２２年１０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
９月からポリオの予防接種は、口から飲む『生ワクチ

ン』から注射する『不活化ワクチン』に変わりました。

対 象 者 生後3ヵ月から７歳６ヵ月未満の子ども

接種費用 無料（追加接種以外）

胸追加接種については、現在国で検証中です。

接種回数

胸不活化ワクチンは、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

加接種を行い、合計４回の接種となります。

胸生ワクチンを１回接種している人は、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回の追加接種を行い、合計３回の不活化ワク

チンの接種が必要です。

胸生ワクチンを２回接種した人は、不活化ワクチンの接

種は不要です。

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。

インフルエンザ予防接種費用
助成のお知らせ

市では次の対象者へ費用助成を行います。希望す

る場合は、直接医療機関に申し込みください。

対 象 者 中学３年生までの子どもで希望する人

助成期間 １０月１日（月）～１２月３１日（月）

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と谷口医院（嬉野市）

※これ以外のかかりつけ医での接種に対

する助成が可能です。詳しくは保健セ

ンターまでお問い合わせください。

持 参 品 母子健康手帳・健康保険証（住所確認用）

Ｂ・Ｃ・Ｇ
対象者 生後3ヵ月から６ヵ月未満の子ども（対象者通知）

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）。

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
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子健康手

子

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

３３・１・１００・・３１３１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

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

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

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

５日（金）エイブル『のびのび大運動会外』

１９日（金）楠 風 館『ママカフェ♪』

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

建おくすりノートを持っていきましょう

診療時間 １９時～２１時

診療場所 （１）月・木・金・土・日および１月１日～１月３日

南部地区小児時間外診療センター（武雄地区休日急患センター）

武雄市武雄町大字昭和３００ 緯０９５４（２２）５５９９

（２）火曜日の小児救急在宅医（１０月）

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

在宅医へ電話で確認してください。

杵藤地区消防本部救急医療情報案内 緯０９５４（２２）４２０７

（３）水曜日 ※１月１日～３日を除く

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

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

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８月生まれ

３３１１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

３３００日（火日（火））

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

１０日（水）エイブル『よちよち大運動会外』

２６日（金）楠 風 館『ママカフェ♪』

電 話 番 号所 在 地在 宅 医日 付

０９５４（４３）１１４８嬉野市 嬉野町太田医院２日（火）

０９５４（６３）３２７５鹿島市 中牟田織田病院９日（火）

０９５４（６６）３５６８嬉野市 塩田町谷口医院１６日（火）

０９５４（４３）１６５２嬉野市 嬉野町樋口医院２３日（火）

０９５４（４３）０５５０嬉野市 嬉野町福田医院３０日（火）

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

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２日（火）

七 浦 公 民 館七 浦９日（火）

鹿島小わんぱくクラブ鹿島赤ちゃん１６日（火）

古 枝 公 民 館古 枝２３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

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１１月７日（水）です。

３３日（水日（水））
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広報かしま原稿締切日

１２月号１１月号
１１月２日１０月３日

５日（金） 地区中体連駅伝大会 市陸上競技場 １０時～

６日（土） 演劇『満月の人よ』・・・・・・・・・・・・・・［１２頁参照］

７日（日） 能古見小学校運動会

１１日（木） 市内小学校陸上競技大会・・陸上競技場１４時～

１３日（土） 福祉のつどい『山田隆夫講演会』・・［１７頁参照］

１９日（金） 映画『伊能忠敬～子午線の夢～』・・［１２頁参照］

１９（金）～２０（土） 鹿島鍋島竹あかり・・・・・・・・・・・・・・［３頁参照］

２０日（土） 伊能忠敬学習・少年の夢発表会・・・［３頁参照］

２０日（土） ＪＲウォーキング・・・・・・・・・・・・・・［３頁参照］

２０（土）～２１（日） 秋の蔵々まつり・・・・・・・・・・・・・・・・［３頁参照］

２０（土）～２８（日） 秋の祐徳植木市 祐徳稲荷神社駐車場

２１日（日） 北鹿島ふるさとまつり・・・・・・・・・・［３頁参照］

２１日（日） みつけてみよう鹿島の歴史と個店～繋がる２００年～［３頁参照］

２１日（日） 伊能忠敬が食した食事再現・・・・・・［３頁参照］

２１日（日） 測量隊を偲ぶ実測ウォーキング・・［３頁参照］

２５日（木） まちなみ活用委員会 継場（八宿）１９時３０分～

愚無料法律相談（市民優先） 市民会館１階

１１日（木）受付１３時～１４時 （先着１０人）１３時３０分開始

２５日（木）受付９時３０分～１０時３０分（先着６人）１０時開始

愚合同行政相談 市役所５階大会議室

１０日（水）１０時～１５時 ［１７ページ参照］

愚成人健康相談 保健センター

３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

１２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）

１３日（土）１０時～１２時

愚土地・建物に関する無料相談 市民会館１階サロン

２３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

１・１５・２２・２９日（月）、５・１２・１９・２６日（金）

９時３０分～１２時、１３時～１６時３０分

愚合同巡回労働相談 市民会館１階第４会議室

２０日（土）１０時～１６時 ［16ページ参照］

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

１４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

２３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）

１７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

愚ことばの相談 福祉事務所相談室

２５日（木）１３時３０分～１６時

愚厚生年金・国民年金相談 市民会館１階サロン

２・１６日（火）１０時～１２時、１３時～１５時 要予約

愚行政・人権・心配ごと相談 老人福祉センター相談室

１０・２４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２１ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日
おおぞら薬局森田医院 緯（６３）３９５６７日（日）
アルバ薬局犬塚病院 緯（６３）２５３８８日（祝）
北鹿島薬局田中医院 緯（６３）４０８０１４日（日）
ミズ北鹿島店志田病院 緯（６３）１２３６２１日（日）
ミズスカイロード店織田病院 緯（６３）３２７５２８日（日）

（１０月分）
６・１３・２０・２７日（土）、
７・１４・２１・２８日（日）、
８日（祝）

市役所
保健センター

１・２２・２９（月）、９日（火）
１５日～１９日（特別整理期間）

市民図書館

１・１５・２２・２９（月）、
９日（火）

生涯学習センター
（エイブル）

２・９・１６・２３・３０日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

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
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

６日（土）
７日（日）
８日（祝）
１３日（土）
１４日（日）
２０日（土）
２１日（日）
２７日（土）
２８日（日）


