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地元の特産品をもっと多くの人に知ってもらおうと市地場

産業振興協議会主催の『鹿島ん朝市』が９月２２日（祝）に、

初めて開催されました。当日は１,５００人の人出でにぎわい

ました。『たまごのつかみどり』などの来場者プレゼントには、

長い列ができ、あっという間に終了しました。

地元の特産品を求める人でにぎわう

平成２４年９月３０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１９－世帯１０,６８０人３１,４１６

世帯１＋人４－世帯５,２８５人１４,４０２鹿 島

世帯３－人１０－世帯１,１５６人３,７８８能 古 見

世帯２＋人７＋世帯９９６人３,１８６古 枝

世帯１－人１１－世帯１,０５２人３,１６６浜

世帯３－人１＋世帯１,２２３人３,７２３北 鹿 島

世帯１－人２－世帯９６８人３,１５１七 浦

人７－人１４,７５５男

人１２－人１６,６６１女

写真

№１０２７

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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恭入所資格は？

小学校入学前の子どものうち、保護者（同居の親族）

が次のいずれかの事情にある子どもが入所できます。

①昼間自宅外で仕事をしている

②自宅で家事以外の仕事をしている

③産前２ヵ月から産後２ヵ月以内である

④病気やケガをしているか心身に障がいがある

⑤同居などの親族を常時介護している

⑥災害などの復旧にあたっている

⑦その他①～⑥と同様の状態にある

恭申込方法は？

平成２５年４月からの新規入所と継続入所の受け付け

を１１月から始めます。

■持ってくるもの

保育料を口座振替する通帳とその印鑑

【継続入所及びその兄弟姉妹の入所受付】

現在保育所に入所中の園児および兄弟姉妹は、各入

所保育所でお迎えの時間に受け付けを行います。各保

育所での受付日の日程については次ページをご覧くだ

さい。次ページ以外の保育所については、新規入所受

付日に福祉事務所で行います。

※なお、入所日は月の初日ですので、急に入所の必要

が出た人は、早めに福祉事務所までご相談ください。

ただし、保育所によっては定員超過などのため、中

途入所ができないところがあります。

恭入所の決定方法は？

申込理由（保育ができない理由）を総合的に入所資格

に準じて判断し、入所の決定を２月に行います。

また、同一保育所に定員以上の入所希望があった場

合は、次の優先順位に従って決定します。

希望する保育所に入所できなかった場合は、他の保

育所に変更することができます。

【優先順位】

①在園児の継続入所または再入所

②在園児の兄弟姉妹

③母子・父子家庭の世帯

④保育所が所在する地区に住んでいる子ども

⑤送迎に困難な世帯

⑥市内在住の子ども

⑦上記の他に理由があり、承諾せざるを得ない場合

恭保育料はどのようにして決まるの？

毎月の保育料は、扶養義務者（主に父母または家計

の主宰者）の前年分の所得税額（国税）を合計した額で

算定されます。

所得税の課税がない場合は、前年度の住民税（市民

税）で算出されます。子どもの年齢は、４月１日現在

の年齢で算出し、年度の途中で年齢が変わっても保育

料は変わりません。保育料の決定は、４月に行います。

（後日、見直し調査もあります。）

また、兄弟姉妹で同時入所した場合や幼稚園などと

保育所に同時入所した場合は、第２子半額、第３子以

降は無料となります。

なお、保育料に関する個別相談は、福祉事務所での

み受け付けます。

恭保育時間は？

原則として8時から１７時までの

９時間ですが、保護者の仕事の都合

により7時ごろから１９時ごろまで、

すべての保育所で延長保育を実施しています。

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

を代行します。

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

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

【幼稚園は１０月号で紹介しています。】

保育所の制度に関する問合せ先 福祉事務所社会福祉係 緯０９５４（６３）２１１９

【新規入所受付日程】

ところ時 間月 日

市役所１階

福祉事務所窓口
９時～１７時

１２月３日（月）～

平成２５年１月１８日（金）

（第１次締切）

【夜間受付日程】

ところ時 間月 日

市役所１階

福祉事務所窓口
１８時～２０時１２月３日（月）、４日（火）

保育所ってどんなところ？
～平成２５年度保育所受付および保育内容のお知らせ～
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恭保育内容は？

厚生労働省が定めた保育指針を各保育所で作成した

保育方針に従って保育を実施しています。

保育内容は、『健康』『人間関係』『環境』『言葉』『表現』

の５領域に養護・食育を含め、園児の年齢に沿って実

施しています。

恭特別な保育サービス

保育所では、利用者の要望に応えるため、全保育所

で次のサービスを実施しています。保育所によって

そのサービスは異なりますので、事前に福祉事務所ま

でお問い合わせください。

【特別支援保育】

集団保育が可能で、日々通所できる障害児を預かっ

ています。

【一時保育】

日ごろは家庭で保育している小学校入学前の子ども

が対象です。保護者が、病気や短期労働、社会文化活

動への参加など、一時的に保育ができなくなった場合

に保護者に代わって子どもを８時～１７時まで保育所で

保育する事業です。月に１３日（週３回程度）を上限に利

用できます。

一時保育を利用するときは、早めに希望する保育所

に直接連絡をしてください。ただし、保育所の都合に

より預けられない場合があります。利用料は、１回４

時間を超える場合２,０００円、４時間以内１,０００円

です。ただし、１度に３歳児以上の兄弟姉妹が２人以

上利用する場合には２人目から半額となります。

また、保育所によっては別途昼食代などが必要とな

ります。希望する保育所へ直接お申し込みください。

受付日電 話所 在
開所時間

（延長保育時間含む）
定員
（人）

保育所名

１１月１２日（月）（６３）４４５０井 手７時～１９時８０め ぐ み

１１月１３日（火）（６２）０６２７八 宿７時～１９時８０海 童

１１月１４日（水）（６３）０１９５高 津 原７時～１９時１２０旭 ヶ 岡

１１月１５日（木）（６２）０８１０行 成７時～１９時１３０誕 生 院

１１月１６日（金）（６２）２３７９東 町７時～１９時１２０ア ソ カ

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

１１月２０日（火）（６２）２８３４下 古 枝７時～１９時７０若 草

１１月２１日（水）（６３）５０６２野 畠７時３０分～１９時６０共 生

１１月２２日（木）（６２）２５８０中 村７時３０分～１９時８０み ど り※

１１月２６日（月）（６２）３４８４小 舟 津７時３０分～１９時７０鹿 島

１１月２７日（火）（６３）３３１５東三河内７時～１８時３０分４５能 古 見

１１月２７日（火）（６２）８３１３音 成７時～１９時２０おとなり

１１月２８日（水）（６２）８９４９飯 田７時～１９時３０飯 田

１１月２８日（水）（６３）１４０１東 塩 屋７時～１９時４０七 浦

上記日程で、各保育所において在園児および兄弟姉妹の入所受け付けを行います。

福祉事務所に各保育所のパンフレットを備え付けています。

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

※市立みどり園につきましては、平成２５年４月１日から『社会福祉法人ことじ会』が運営予定です。

恐保育所の紹介と受付日（受付１５時３０分～１８時３０分）

地域コミュニティ活動の活性化と宝くじの普及宣伝を目的と

した『宝くじ助成金』を活用して、平成２４年度に井手区の鉦浮立

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

平成２５年４月１日予定
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収入６１２０万円－支出３億１２９０万円＝▲２億５１７０万円の財源不足

水道事業は、『地方公営企業法』の適用を受けて運営を

行っています。この法律の一部改正が行われ、これまで

は、法律で決められた利益の積立を行ってきましたが、

今回の改正により、利益の使い道は条例で定めるか、議

会の議決を経て行うこととなり、平成２３年度の利益に

ついては、議会の議決を経て借入金返済のための積立金

として積立を行いました。

また、９月議会では、『利益の処分（利益の使い道）』

と『水道の決算』を関連あるものとして同一議案とする

方法で提案しましたが、今後は、利益の使い道を条例に

することや、議案の提案方法についても検討する必要が

あると考えています。

水道課 緯０９５４（６２）３７１８詳しくは

水水水水水水水水水水道道道道道道道道道道決決決決決決決決決決水道決算算算算算算算算算算算ににににににににににつつつつつつつつつついいいいいいいいいいについててててててててててて平成２３年度における

利益の使い道を決める手続きが変わりました

決算の概要

その他１９７０万円

人件費

５１２０万円

水道施設の

維持管理経費

７６４０万円

借入金の

利息返済

９３６０万円

収入－支出

減価償却費

１億９８２０万円

市民の皆さんからの水道料金 ５億２１０万円

借入金

５３５０万円

水道施設の

整備に要する経費

６８１０万円

借入金元金の返済

（水道施設建設のための借入資金の返済）

２億３６３０万円

その他７７０万円

人件費８５０万円

減価償却費は、水道施設などの資産価値の目減り分を毎年費用と
して計上したもので、現金の支出を伴わない経費です。資本的収
支の財源（水道施設の建設、借入金の返済など）となります。

【支出】 ３億１２９０万円

【収入】 ６１２０万円

減価償却費などの現金支出を伴わない経費や、借入金
返済のための積立金を取崩して不足額を補いました。

資本的収支
恐

況

挟

狭

恭恭恭恭恭恭恭恭恭

狂狂狂狂狂狂狂狂狂

教
教

橋
橋水道施設をつくるための財源と経費

収益的収支
恐

況

挟

狭

恭恭恭恭恭恭恭恭恭

狂狂狂狂狂狂狂狂狂

教
教

橋
橋水道水をつくり、各世帯や事業所に届けるための財源と経費

【支出】 ４億１９４０万円

【収入】 ５億２１８０万円

水道の収支には、水道水をつくり、ご家庭にお届けするための『収益的収支』

と、水道施設をつくるための『資本的収支』の二つの収支があります。

消費税及び地方消費税の調整額３１０万円
積 立 金

積立金の取崩し

５０４０万円

平成２２年度より６４０万円少なくなりました

（当年度純利益）

１億２４０万円
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前のページのように、『収益的収支の

決算』では、１億２４０万円の純利益が

発生しました。この純利益は９月議会

で議決を経て、全額を借入金返済の財源

となる積立金へ積立を行いました。『資

本的収支の決算』では、２億５１７０万

円の財源不足となりました。不足額分

は当年度分の減価償却費などで充当し

ましたが、なお不足が生じましたので、借入金返済のた

めの財源である積立金の取崩し５０４０万円で不足額を

補いました。この結果、平成２３年度の『実質黒字額』

は、純利益から借入金返済積立金についての取崩し額を

差し引いた ５２００万円となりました。

【借入金について】水道施設建設資金

水道施設の建設資金となる借入金の総額は、平成２３

年度末で ４９億３８１０万円、返済累計額は １５億

３８１０万円となり、返済

残高は ３４億円となりま

した。平成２３年度の水

道料金に対する借入金の

返済比率は４７.１%と水

道料金の半分を占めてお

り、借入金の返済が水道経

営の大きな負担となっていることを示しています。また、

節水志向の高まりなどを反映して、返済の源である水道

料金収入は年々減少しています。

【平成２３年度の借入金返済額の水道料金に対する比率】

【建設資金の借入・返済状況】

【中木庭ダムの使用権について】

現在、水道水は地下水を利用して市民の皆さんにお届

けしていますが、このほか、中木庭ダムの水を利用する

権利（ダム使用権）も対価を負担して取得しています。ダ

ムの使用権についても水道の資産として取扱うように

なっており、ダム使用権について実際には使用していな

い状態であっても、使用中の水道施設と同様に減価償却

を行う必要があります。現状ではダム使用権対価の減価

償却は行っていませんが、早い時期に開始時期を決定し、

既存の水道施設と同様に減

価償却（減価償却費の決算

処理）を行い、ダム使用権

取得に要した対価の回収を

行わなければなりません。

この回収金は、使用権取得

に要した借入金返済の財源

となります。

【むすび】

公営企業の場合、私企

業と異なることは、利益

が企業外部に配分される

ことなく、水道施設の建

設や借入金の返済という

形で最終的にお客様であ

る市民の皆さんへのサー

ビスとして還元されることです。

今後の課題として

（１）建設借入金返済のための財源確保

（２）ダム使用権の減価償却

（３）老朽化施設の更新・耐震化の推進

など、今後とも多額の資金が必要です。現行水道料金の

中で投資の見込みをたて、水道料金を安定的に決定でき

るような事業計画を行っていきたいと考えています。

水道課 緯０９５４（６２）３７１８詳しくは

平成２３年度 水道料金 １００％

５億２１０万円

借入金元金返済４７.１％

２億３６３０万円

利息１８.６％

９３６０万円

平成２３年度末 借入総額 １００％

４９億３８１０万円

返済累計３１.１％

１５億３８１０万円

返済残高６８.９％

３４億円

鹿島おどり振興会では、来年５０周年

を迎える『鹿島おどり』をより良いもの

にするため、皆さんのご意見をお聴きし

たいと思います。

意見の発表の場を設けますので、ぜひ

ご出席ください。

と き １１月１９日（月）１９時～

ところ 鹿島商工会館 ３階 大会議室

内 容 ①日程（今年の土日開催の感想）

②記念行事 ③踊りの内容 など

市観光協会

緯０９５４（６２）３９４２

詳しくは

鹿島おどり
ご意見募集
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今年で今年で第第４４４４回を迎える鹿島市文化祭は回を迎える鹿島市文化祭は、、伝統をいしずえに知識と教養を深め、花と緑を愛して感謝と思い伝統をいしずえに知識と教養を深め、花と緑を愛して感謝と思いやや

りの心を育み、清新な文化と活力あるまちを目指しています。私ども会員１,６００名が文化活動の成果を発表りの心を育み、清新な文化と活力あるまちを目指しています。私ども会員１,６００名が文化活動の成果を発表・・

展示します。皆さまお誘い合わせの上、お越しください展示します。皆さまお誘い合わせの上、お越しください。。

市文化連盟事務市文化連盟事務局局 担当松尾英担当松尾英樹樹 緯緯０９５４０９５４（６３）（６３）２７３６２７３６詳しくは

１１月４日（日）１１月３日（祝）１１月２日（金）と こ ろ

エ
イ
ブ
ル
会
場

胸ハワイアン・フラ・ピカケ＆
HulaAloha １１時～１２時

胸モアナ・ハワイアンズ
１２時～１３時

胸ハワイアン愛好会
１３時～１４時３０分

胸一葉会・東会
１５時～１６時１０分

胸鹿島カラオケ愛好会
１６時２０分～１７時５０分

胸九州萩居会
１８時～１８時３０分

胸長唄碧洲会
１０時～１１時３０分

胸箏曲雛菊会
１１時３０分～１２時

胸大正琴 １３時～１４時
①ブルースカイ②琴野会
③花みずき会

胸詩吟会 １４時～１５時３０分
①佐賀岳翠会 ②錦城会
③佐賀岳誠会
④鹿島吟祐支部

胸音楽会
１５時３０分～１７時３０分

①長唄祥寿会
②エルマーナ
③女声コーラスさくら
④鹿島マンドリンクラブ
⑤フロッグコーラス
⑥鹿島混声合唱団

胸開会式 ９時３０分～

胸アトラクション
日本舞踊
（鹿島日本舞踊協会）
・藤間松娘（藤松会社中）
・藤間穂凰（紅の会社中）
・花柳繁之（花柳会社中）

２階エイブルホール

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

菊 花 展 （盆 栽 菊）・ 短 歌 （展 示）２階ホール前会場

鹿 島 錦 展２階音楽スタジオ

宗偏流（茶道）裏千家（茶道）表千家（茶道）２階和室（茶室）

写 真 展２階交流プラザ

美 術 陶 芸 展３階生活工房

華 道 展３階研修室Ａ、Ｂ

１１月４日（日）１１月３日（祝）１１月２日（金）と こ ろ
市
民
会
館
会
場

胸のむらバレエ公演
１４時～１６時

胸日本舞踊 １１時～１６時
鹿島日本舞踊協会

１階大ホール

絵 手 紙 展１階ホワイエ

皇風煎茶禮式（茶道）２階和室（茶席）

ア マ チ ュ ア 無 線 実 演３階第２会議室

１１月２日（金）～１１月４日（日）短 歌エイブル２階ホール前文
学
会
場 １１月１０日（土）１３時～川 柳福祉会館３階

市民によるバザーも計画していますのでご利用ください。

※文化祭期間中のお問い合わせは市文化連盟仮事務所（市民会館１階サロン）緯０８０（６４１８）４２３６（松尾）

１１月４日（日）１０時～１７時謡 曲吉田能舞台会場（乙丸）

鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島島市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭ののののののののののののののののののののののごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案鹿島市文化祭のご案内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内
１１月２日（金）～４日（日）、１０日（土）

１１月２日（金）～１１月４日（日）書 道 展福祉会館会場１階

※『俳句』は１０月２８日（日）にエイブル３階研修室にて開催されました
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市では、６５歳になられる皆さんが一堂に会し、自己

の生き甲斐を新たな気持ちで見つめ、その門出を祝う

記念行事として、今年で第２１回目となる盛年の集いを

開催します。

と き １２月９日（日）

１３時３０分～

ところ エイブルホール

内 容 式典および

アトラクション

対象者 平成２４年４月２日から平成２５年４月１日まで

に６５歳を迎える人で、下記のいずれかに該当

する人

①市内に住民票を登録している人

（開催の通知を送付します）

②過去に市内に居住していた人

③その他出席を希望される人

生涯学習課社会教育係

緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは

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

恭佐賀県住宅リフォーム緊急助成事業

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

【抽選券の受け取り】

申請を希望する人は、まず抽選券（申請者１人につき

１枚）を受け取ってください。

発行期間 １１月１２日（月）～１６日（金）

９時～１７時

発行場所 市役所２階 まちなみ建設課

【抽選会】

抽選期間 １１月１９日（月）～２２日（木） ８時３０分～１８時

１１月２３日（祝）～２４日（土） ９時～１３時

抽選場所 市役所２階 まちなみ建設課

【申請受付】

抽選によって受付順位を決定し、順位の早い人から

順に申請を受け付けます。受付開始後、予算を上回っ

た場合は、その時点で受付を終了する場合があります

ので、あらかじめご了承ください。

申請開始 １１月２７日（火）から随時受付

【その他】

胸抽選券の受け取りと抽選会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。

胸市の住宅リフォーム助成は、予算枠に達しましたの

で、１０月５日をもって受付を終了しました。

恭申請受付順は抽選で決定 （抽選券受取⇒抽選会⇒申請受付）

『盛年の集い』を開催します
募

集
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危ない！無線ＬＡＮのセキュリティＯＦＦ
～知らないうちに子どもがネットアクセスしていることも～

お
知
ら
せ

もしも、セキュリティＯＦＦのまま無線ＬＡＮ

（ＷｉＦｉなど）を使ったら

胸気付かないうちに個人データを狙われる

胸回線にただ乗りされる

胸迷惑メールの送信元にされる

胸ネットストーカーに狙われる

胸危険なサイトへの子どもたちの入口になる

などの危険性があります。

無線ＬＡＮの通信を『暗号化』し、セキュリティを

ＯＮにすることが重要です。暗号化する方法は、マ

ニュアルを参照するか、機器購入店または専門業者に

ご相談ください。

興子どもたちが家の周りで携帯ゲーム機を操作してい

る姿を見たことはありませんか？

子どもがネットゲームなどで高額の買い物をしたり、

思わぬ犯罪行為をしてしまったりなどの事件が発生し

ています。

自宅にインターネットに接続できる環境がなくても、

近所にセキュリティがＯＦＦの無線ＬＡＮがあれば、

自宅周辺で携帯ゲーム機などを使い、勝手にネットに

接続していることもあります。

子どもたちが、携帯ゲーム機や携帯音楽機器などで

なにをしているのかを確認し、インターネットの危険

性と合わせて話し合ってください。

教育委員会 緯０９５４（６３）２１０３詳しくは

情報掲示板ワイド

恭小学生の部

浜 小２年 小池 真心

浜 小２年 松本 昴己

浜 小４年 倉﨑 椋太郎

鹿島小４年 堀田 京花

明倫小５年 小﨑 和真

鹿島小５年 川原 瑛里

能古見小６年 井上 波音

七浦小６年 中島 優紀

浜 小６年 松本 夕季

浜 小６年 有森 真子

恭中学生の部

東部中２年 中島 みなみ

東部中２年 倉﨑 真衣

東部中３年 倉﨑 葵

東部中３年 熊本 健吾

恭高校生の部

鹿島高校２年 白濱 利紀

平成２４年度明るい選挙啓発ポスターコンクールに多数の応募をいただきありがとうございました。

応募総数４６点のうち、入賞者を発表します。（敬称略）

選挙管理委員会事務局 緯０９５４（６３）３４１８詳しくは

【特選】倉﨑 真衣 【入選】小﨑 和真

これらの作品を県の同コンクールに出品

したところ、２作品が入賞しました。

おめでとうございます。

明るい選挙啓発ポスターコンクール入賞者発表
お
知
ら
せ
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平成２４年の社会保険料（国民年金保険料）
控除証明書が送付されます！

年内に納付した国民年金保険料は、全額が所得税・

市町村民税等の社会保険料控除の対象となります。

年末調整や確定申告で国民年金保険料を社会保険料

控除として申告する場合には、「社会保険料（国民年金

保険料）控除証明書」の添付が必要ですので、申告を

行うまで大切に保管してください。

納め忘れなどがある場合も、年内に納付すれば、今

年分の控除として申告できます。 武雄年金事務所 緯０９５４（２３）０１２３

詳しくは

お
知
ら
せ

《送付時期》

怯平成２４年１月１日～平成２４年９月３０日までの間に

納付実績のある人・・・平成２４年１１月上旬

怯平成２４年１０月以降に今年初めて国民年金保険料を

納付された人・・・・・平成２５年２月上旬

市では、重点施策として取り組んでい

る「子育て支援事業」の一環として、放課

後児童対策（放課後児童クラブ）を市内全

小学校（７校）で運営し、保護者の子育て

支援を行っています。

平成２５年４月からの放課後児童クラ

ブ入部希望者の申込受付を行います。

土曜日（７時３０分～１８時）も全校区

の利用希望児童をわんぱくクラブで預か

ります。

対 象 者 各小学校区の低学年児童（１年生から３年生まで）

入部要件 昼間、保護者（父母・６０歳未満の祖父母）が就労などで不在の家庭

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

負 担 金 ３,０００円／月（別途保険料として８００円／年）※土曜日利用者は別途１,０００円／月

申込方法 福祉事務所に印鑑を持参し、入部申込書に記入してください。

申込期間 １１月１日（木）～１１月３０日（金）

福祉事務所社会福祉係 緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

利用時間定員ところクラブ名

毅おおむね１４時から１８時まで

毅夏休みなどの長期休暇中は、

７時３０分から１８時まで。

【特記事項】

煙七浦小音成分校のみ、夏休み

などの長期休暇中と代休の利

用場所を七浦小本校内に変更。

６０人鹿 島 小 内わんぱくクラブ

３０人明 倫 小 内げ んき クラブ

３０人明 倫 小 内ほがらかクラブ

１５人浜 小 内光の子 クラブ

２５人農村婦人の家かがやきクラブ

１５人のごみふれあい楽習館すぎの子クラブ

３０人古 枝 小 内ひまわりクラブ

１５人七 浦 小 内ゆめっ子クラブ

５人七 浦 保 育 園七浦小音成分校

平成２５年度 放課後児童クラブ入部案内
お
知
ら
せ

市内に住所がある小学生および中学生の医療費助成事業を行っています。『子どもの医療費助成申請書』に必要

事項を記入の上、市役所１階福祉事務所まで提出してください。申請書は、各月１医療機関ごとに１枚が必要です。

福祉事務所窓口または市ホームページからダウンロードしてください。平成２４年４月以降の診療が助成対象で、

日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けることができる場合は助成対象外です。

小・中学生の医療費助成事業を行っています
お
知
ら
せ

助成方法助成内容

医療機関窓口で一部負担金（３割）を支払い、領収

書を添えて福祉事務所へ申請してください

（１人１ヵ月５００円の自己負担のため、その分を差

し引き助成します）

入院・通院の保険診療の一部負担金

（歯科・調剤も含む。ただし、食事療養費は除く）
小学生

入院の保険診療の一部負担金

（食事療養費は除く）
中学生

福祉事務所社会福祉係 緯０９５４（６３）２１１９詳しくは
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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等

に関する法律（いわゆる『障害者虐待防止法』）が１０

月１日に施行されました。それに伴い、障害者虐待の

通報や虐待を受けた障害者からの届け出の受付など、

相談専用窓口を開設しました。

障害者虐待の兆候があれば、まずは右の相談窓口へ

ご連絡ください。

福祉事務所 緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

相談窓口

胸平日８時３０分～１７時１５分

市役所１階 福祉事務所

緯０９５４（６３）２１４０

胃０９５４（６３）２１２８

胸２４時間対応窓口

市障害者虐待防止センター

緯０８０（６４５５）６７０９

障害者虐待の相談窓口を開設しました
～まずはご連絡ください～

お
知
ら
せ

死亡している野鳥を見つけたら
イ
ベ
ン
ト

渡り鳥の季節になりましたが、近年国内においても

『鳥インフルエンザ』の発生が確認されています。も

し死亡した野鳥を見つけた場合は、次の事項を確認し

てください。

死亡した野鳥は『素手』で触らない

胸野鳥は、体内や羽毛に細菌や寄生虫などの病原体が

あることがあります

胸埋める場所があれば、スコップなどで穴を掘って

埋めてください

数羽の野鳥が一度に死んでいる！
毎日のように野鳥が死んでいる！

このような場合は連絡を

農林水産課 農政係
緯０９５４（６３）３４１３

恭野鳥はさまざまな原因で死亡します

野鳥は、餌が採れず衰弱したり、環境変化で死ぬこ

ともあります。野鳥が死んでいても『鳥インフルエン

ザ』を直ちに疑う必要はありません。

恭人への感染は？

鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密

な接触などの特殊な場合を除いて、通常では人に感染

しないと考えられています。日常生活において過度に

心配する必要はありません。

西部家畜保健衛生所

緯０９５４（２２）３１８５

詳しくは

個人住民税の特別徴収の適正化に取り組みます
～通知文書を１１月６日に県内一斉発送～

お
知
ら
せ

個人住民税の特別徴収とは

事業主（給与支払者）が、所得税の源泉徴収と同じく、

毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きして

市に納める制度です。

通知文書の一斉発送

個人住民税の特別徴収義務があるにもかかわらず、

特別徴収を実施していない事業所に対して、１１月６

日（火）に『特別徴収の適正化通知文書』を県内市町が

共同で一斉に発送します。

ご協力をお願いします

胸給与を従業員（パート・アルバイトを含む）に支払っ

ている事業者は、特別徴収義務者として個人住民税

を特別徴収する必要があります。

胸個人住民税の特別徴収は従業員にとって、『納めに

行く手間が省ける』『納め忘れがない』『１２分割す

るので１回あたりの納付額が少なくて済む』などの

利点があります。

税務課課税係 緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

情報掲示板ワイド
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なんでもご相談ください

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

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

医療や生活に関することなど、なんでもご相談ください。

杵藤地区介護保険事務所 緯０９５４（６９）８２２２

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

市保険健康課長寿社会係 緯０９５４（６３）２１２０

市地域包括支援センター 緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは

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

を行います。これらの専門職が互いに連携して、総合的に皆さんを支援します。

自立した生活を支援します

恭要支援・要介護になるおそれのある人へ介護予防サービスを提供します

恭要支援１・２と認定された人の介護予防ケアプランを作成します

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

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

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

高齢者の権利を守ります

恭虐待を防止します

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

高齢者の権利を守ります

恭悪質な訪問販売などによる被害を防止します

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

あたります

恭認知症などにより判断能力の低下している人を支援します

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

Ｑ．成年後見制度とは？

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

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

さまざまな相談に対応します

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

師・社会福祉士などの専門職が対応します

Ｑ．介護以外の相談でも受け付けていますか？

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

行うなど、さまざまな相談に適切な対応を行っています。

適切なサービスを提供できるように支援します

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

ように支援します

介 護 保 険
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千葉県香取市には、かつて鹿島鍋島家の

領地があり、初代藩主鍋島忠茂の墓所も

残っています。このことより、昭和５０年

代より民間団体を含めた本市との交流がな

されてきました。

本年は、日本で初めて正確な日本地図を

作製した伊能忠敬が、測量のために鹿島を

訪れてから２００年の記念の年にあたりま

す。伊能忠敬の旧宅は香取市にあります。

このような縁から、１０月２０日（土）に

香取市長が来鹿され、『ふるさとの自然、

歴史、文化を活かしたまちづくり連携に関する協定』の締結式を行いました。両

市は、重要伝統的建造物群保存地区があるなど、共通したところが多く、今後は

まちづくりや産業の交流など連携して推進していきます。

千葉県香取市と『まちづくり連携に関する協定』を締結

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

さわやかな汗を流しました

市老人クラブ連合会の秋の恒例行事、

すこやか長寿祭『スポーツ大会』が秋晴

れの１０月１０日（水）、中川公園グラウ

ンドで開催されました。

今回で３９回目を迎えた大会には、各

地区の会員約６００人が参加し、ビン倒

し競争や輪投げ競争、女性部によるマス

ゲームなど１６競技が行われました。

また、鹿島保育園の園児による演技や

『孫との玉入れ競争』も行われ、園児た

ちのかわいらしい姿に会場にいた皆さんの顔もほころんでいました。

寓協定書に調印した香取市長と鹿島市長

まちなかを花で飾ろう

１０月２０日（土）に鹿島実業高等学

校の『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、生徒・保護

者・先生約１５０人と商店街関係者約

２０人の参加者は、鹿島駅前から商店街

一帯の除草・清掃活動に加え、公園やお

店の前のプランターに花を植えました。

色鮮やかでかわいらしいパンジーが、

だんだん寒くなるこれからの季節を楽し

ませてくれそうです。

市長訪問

９月２９日 か ら１０月９日

にかけて行われる岐阜国体に

参加する市選手団（ゴルフ・レ

スリング・銃剣道・なぎなたの

４種目８人）の壮行会が９月

２０日に開催されました。

活動紹介

１０月６日に開催された『マー

チングフェスティバル九州大

会』において、鹿島小学校ファ

ンタジーブラスバンドが銀賞

を受賞しました。

市長訪問

酒井大門くん（七浦小６年

生）が１０月１１日に市長を訪

問し、福岡ソフトバンクホー

クスジュニアチーム（１８人）

に選抜されたことを報告しま

した。１２月下旬に札幌ドーム

で開催される１２球団ジュニ

アトーナメントに向けて練習

に励んでいるとのことです。
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男女共同参画社会基本法(平成

１１年施行)に基づいて、毎年国

会に提出されるものに『男女共同

参画白書』があります。６月に公

表された平成２４年版白書では、

昨年３月１１日の東日本大震災で

の被災者の状況やその後の対応・

取組において、男女共同参画の視

点からもさまざまな問題が明らか

になったことが報告されています。

その一つが避難所運営の責任者

についてです。女性が加わってい

なかったことから、女性の要望や

意見が重視されない傾向にあった

こと、女性用の物資が不足してい

ても女性が要望することをためら

う傾向があったということでした。

授乳や着替えをする場所がな

かったり、「女性だから」という

ことで当然のように避難所の食事

準備を割り振られたり、家事、子

育て等の家庭的責任が女性に集中

したり、さまざまなストレスによ

り女性に対する暴力が発生したり

していることが報告されています。

一方で、日ごろから地域社会との

関わりが少なくなりがちな男性の

孤立化が目立ったことも報告され

ています。

仮設住宅の運営でも多くが男性

だけで取り仕切られ、女性の参画

が少ないことなど、男女共同参画

の視点が不十分な現状があげられ

ていました。

白書では、これからの防災対策

において、女性や生活者の視点を

取り入れることや女性の参画等を

促すことが重要であると記されて

います。

男女共同参画の実現は、災害時

においても安全に安心して暮らせ

る社会づくりの一つでもあるとい

えるのではないでしょうか。

安全に安心して暮らせる
社会づくりをめざして

～平成２４年版男女共同参画白書から～

噛ご意見等をお寄せください

同和対策課 緯（６３）２１２６

ウォームビズ
だんだんと寒くなってきました。そこで本格的に寒くなる前に、

環境省が推奨する『ウォームビズ』をご紹介します。

「ウォームビズ」とは

“寒いときには着る、過度に暖房機器に頼らない”という原点に

立ち返り、暖房時の室温が２０℃でも快適な生活を実現するという

スタイルです。過剰な暖房を抑制し知恵と工夫でエコに取り組みましょう。

○首、手首、足首の三つの首をあたためよう。

・マフラーやストールを上手に使ってオシャレにウォームビズ！

○お風呂上がりには１枚多く羽織り、寝る時も首にタオルで温かく。

○鍋をつついて楽しみながら体も室内もあたためよう。

・根菜やしょうがなど体が内側からあたたまる食材を選ぼう。

・鍋からの湯気による加湿効果で、体感温度がさらに上昇。

○朝食をしっかり摂って寒さに強い体をつくろう。

○窓やドア付近に注目してあたためられた空気を逃がさない工夫をしよう。

○体感温度を上げ、暖房効率を良くするために適度な湿度を保とう。

○室内の温度は２０℃以下を保とう。

環境下水道課環境係 緯０９５４（６３）３４１６詳しくは
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伊能忠敬展
～古地図に見る鹿島の昔～

床 の 間
コーナー

伊能忠敬が本格的な地図

を作るまで、日本の地図は

『絵図』と呼ばれる略地図し

かありませんでした。

今回は、江戸時代から明治

時代にかけての様々な『絵図』の歴史と、

伊能忠敬に始まる近代的な『地図』を年代

を追って展示します。また、近代以降の貴

重な測量機器も展示します。

場所 ２階 床の間コーナー・交流プラザ

１階 エントランスロビー

期間 １１月６日（火）～２９日（木）

エイブル倶楽部 募集中講座のお知らせ

に行ってみよう

潤かしま市民立楽修大学入学要項
市内外問わず、老若男女どなたでも

いつでも入学できます！

年 会 費 １,０００円／年

（高校生以下５００円）

入学特典 「えいぶる事業」でチケット

代金の割引、先行予約など

が受けられます。

（入学月から１年間有効）

かしま市民立楽修大学

緯（６３）２１３８

詳しくは

定員になり次第締め切りますので、早めにお申し込みください。

かしま市民立楽修大学 緯（６３）２１３８詳しくは

受講料ところ開講期間講 師定員講 座 名

楽大生 無 料

一 般 ５００円

現地

（市内）

１２月１日（土）

９時～１２時

生涯学習課

文化係
２０人

鹿島ふるさと

探訪②

公

開

講

座

楽大生 ５００円

一 般１,０００円

材料費２,５００円

エイブル３階

生活工房Ｂ

１２月９日（日）

１３時３０分～１６時３０分
幸尾 恵子さん１５人

純銀アクセサリー

教室

楽大生 ５００円

一 般１,０００円

材料費１,０００円

エイブル３階

研修室

１２月２７日（木）

１０時～１２時
霜村 久子さん２０人

お正月飾りづくり

教室

▲行其図

エイブルからのお知らせなど

アーティスト（有料）

カールじいさんの空飛ぶ家（無料）

と き １１月１８日（日）

①９時：カールじいさん ②１１時：アーティスト

③１３時：カールじいさん ④１５時：アーティスト

ところ エイブルホール

アーティスト 有料 チケット発売中

一般 １,０００円 楽修大学生・高校生以下 ５００円

カールじいさんの空飛ぶ家（吹き替え版） 無料

エイブル２階楽修大学事務局で配布している整理券が必要です

三井住友海上文化財団派遣コンサート

和谷泰扶ハーモニカ・トリオ

親子で楽しむ
ことば遊びと巻き巻き絵本づくり

市 民
図書館

遊びを通して言葉のおもしろさを楽しみ

ませんか。巻き巻き絵本づくりや絵本の

読み語りもあります。

と き １１月１１日（日）１４時～１６時

と こ ろ エイブル１階 いきいきルーム

講 師 久納圭子さん

（えほんを楽しむ会主宰）

対 象 ３歳～就学前の幼児と保護者２０組程度

大人のみの参加も可能（要相談）

持 参 品 クレヨン、色鉛筆、クーピー、スティックのり

参 加 費 無料ですが、事前の申し込みが必要です

市民図書館 緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

えいぶるえいが
２０１２

と き １２月１６日（日） 開場１３時 開演１４時

※１３時３０分からエイブル１階エントランスにて

ハーモニカロビーコンサートを行います

ところ エイブルホール （チケット発売中、全席自由）

出 演 和谷泰扶（ハーモニカ）、
わたに やすお

菊池知也（チェロ）、
きくち ともや

荒尾岳児（ピアノ）
あらお がくじ

料 金 一般１,５００円 高校生以下５００円

※（公財）三井住友海上文化財団の助成で低料金に設定されています

※楽修大学生の割引はありません

※未就学児の入場不可（無料託児の申し込みは１２月７日（金）まで）

えいぶる事業
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能古見小学校では、例年秋に、各

学年の学習成果を発表する機会とし

て『のごみっ子発表会』を行ってい

ます。１～６年までの各学年や、や

まびこ学級、浅浦分校の子どもたち

が、歌や演奏、お話、劇、プレゼン

による説明など、いろいろと趣向を

凝らして発表します。当日は、日曜

参観日になっており、多くの保護者

が参加しますし、地域の皆さんや能

古見保育園の子ども達も来ますので、

会場はほぼ満員です。

今年度の開催は、１２月９日（日）

ですが、能古見小の体育館が大規模

改修工事中なので、のごみふれあい

楽習館の体育館をお借りして行いま

す。大勢の人の前でも緊張したり恥

ずかしがったりせずに発表し、子ど

もたち一人ひとりが自分のよさを精

一杯発揮できることを期待していま

す。

＜昨年度の保護者の感想より＞

胸のごみっ子発表会は、子どもの成

長が手に取るように分かり、とて

も素晴らしいものでした。

胸子どもたちの発表にも感激しまし

たが、先生方の指導にも感謝です。

いつものことながら、これだけの

指導をするのは大変だろうなぁ～。

お母さんは、たった２人の子ども

でも大変なのに～！！

ＰＴＡの『ふれあいバザー』も発

表会終了後に開催します。多くの皆

さんのご参加をお待ちしています。

“ Killtwobirdswithonestone”

今月のキーフレーズ

№８３

四文字熟語の中には、この『一石二鳥』のように英語に由来する

（直訳した）ものがあります。

意味もそのままで、一つの行為で二つの利益を得ることです。

タイラー先生

こんなときこのひとこと、学校だより

～のごみっ子発表会～

能古見小学校

校学 だ よ り

No.１８６

寓昨年度の発表会の様子

（ゲービオ） 仕事は決まった？

（タイラー） 仕事は決まったし、面接のときに

会長と仲良くなれたんだ。一石二鳥

だったよ。

Gabieo:
Tyler:

Didyougetthejob?
IgotthejobandImadefriendswith
thebossduringtheinterview.Ikilled
twobirdswithonestone.

（マリソール） 自転車で学校へ行っているの？

（ケーティ） ええ、そうよ。ガソリンを節約しなが

ら同時に運動にもなるの。一石二鳥

よね。

四FilipinoWords四
（フィリピンの言葉（タガログ語））

Mabuhay!:ようこそ！
マブハイ

Oo.／Hindi:はい。／ いいえ。
オッオッ ヒンデッ

Areyougoingtoschoolbybike?
Yes,Iam.Isavegasandexerciseatthe
sametime.Ikilltwobirdswithone
stone.

Marisol:
Katie:
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１１月は下水道接続推進月間として

平成２４年３月末までに下水道工事が

終わった地域で、まだ下水道に接続

されていない世帯を市職員が訪問し

ますので、ご協力をお願いします。

期 間 １１月５日（月）～１２月７日（金）

（土・日・祝日を除く）

時 間 ９時～２０時

対 象 大字高津原・大字納富分の

一部・北鹿島地区の一部

環境下水道課下水道係

緯０９５４（６３）３４１６

『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。

対 象 奇数月に水道料請求世帯

※偶数月の水道料請求世帯は１０月中

に終了しました。

水道課管理係

緯０９５４（６２）３７１８

下水道への接続を
お願いします

詳しくは

水道メーターを
取り替えます

詳しくは

杵藤クリーンセンター（ごみ焼却

場）施設の総点検のため、１１月１５日

（木）・１６日（金）の２日間は、『もえる

ごみ』の収集ができません。この期

間は『もえるごみ』を絶対にごみス

テーションに出さないで各家庭で保

管をお願いします。

なお、『もえるごみ以外のごみ』の

収集は通常どおり行います。皆さん

のご理解とご協力をお願いします。

環境下水道課環境係

緯０９５４（６３）３４１６

１１月・１２月で６５歳になる人を対象

に、制度説明会を開催します。対象

以外の人でも出席可能です。

と き １１月１５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

沖縄県糸満市の平和記念公園内に

沖縄戦で亡くなられた人々の氏名を

刻んだ記念碑『平和の礎』がありま
いしじ

す。次の該当者の中でまだ刻銘され

ていない人は、追加刻銘ができます。

該当者 昭和１９年３月２２日から昭和

２１年９月７日までの間、沖

縄県と南西諸島周辺におい

て、沖縄戦が原因で亡くな

った人

その他 平成２５年の刻銘の期限は、

１２月１４日（金）です

福祉事務所社会福祉係

緯０９５４（６３）２１１９

１1月１５日（木）・１６日（金）は
『もえるごみ』の収集ができません

詳しくは

介護保険制度説明会

詳しくは

沖縄戦で亡くなられた人の
ご遺族の皆さんへ

詳しくは

暮らしやビジネスに役立ち、郷土

の情報満載の『さが県民手帳』を販売

します。平成２５年版のカバーの色は

『バニラ』です。

価 格 大型６５０円（１４．２×９．０ｃｍ）

小型５００円（１０．８×７．５ｃｍ）

販売所 胸市役所３階企画課

胸鹿島書房（新町）

胸積文館書店（西牟田）

企画課情報統計係

緯０９５４（６３）２１０１

１０月１日を基準日

に実施しました就業

構造基本調査へのご

協力、ありがとうご

ざいました。調査結

果は非正規雇用問題対応、若年層の

人材育成、育児と介護の両立支援な

どの政策に役立てられます。

企画課情報統計係

緯０９５４（６３）２１０１

平成２４年１０月２１日から、佐賀県の

最低賃金は、時間額『６５３円』と

なりました。

特定（産業別）最低賃金は、改定審

議中ですが、その中の陶磁器・同関

連製品製造業（時間額６４７円）は、

地域別を下回っていますので、当分

の間、時間額６５３円が適用されま

す。

佐賀労働局賃金室

緯０９５２（３２）７１７９

１冊いかがですか
『さが県民手帳』

詳しくは

就業構造基本調査への
ご協力のお礼

詳しくは

佐賀県（地域別）最低賃金
６５３円／時間

詳しくは

情報掲示板 愚 お知らせ

平成２４年９月分市長交際費の支出状況を公表します。

企画課秘書係 緯０９５４（６３）２１００詳しくは

平成２４年９月 市長交際費支出状況

支出の相手方、行事名等支出金額支出日区 分
第６７回国民体育大会（壮行会）選手団８人４０,０００円９月２０日餞 別
名刺印刷代３００枚９,４５０円９月２４日その他
（４月からの累計１５９,６０５円）４９,４５０円合 計

潤市税集合徴収分

潤介護保険料の

第６期の口座振替日

１１月３０日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）
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剪定した枝葉や木を『発酵チップ』

や『まき』にして販売しています。

園芸やストーブなどに使ってみては

いかがでしょうか。

また次のような各種作業の注文を

受けています。どんな小さな作業で

もお気軽にご相談ください。

喰農作業喰庭木の剪定喰家事喰

ふすまの張り替え喰はがき書き

喰火災警報器の取り付け など

シルバー人材センター

緯０９５４（６３）０９７０

最近、声が出にくくなった、歩き

にくくなった、転びやすくなったな

どで悩んでいる人や神経難病（パー

キンソン病や脊髄小脳変性症など）

と診断された人の相談会を実施しま

す。

と き １１月２１日（水）

１４時～１５時３０分

ところ エイブル３階 研修室Ａ

相談医 長崎川棚医療センター

神経内科医

申込み １１月１４日（水）までに電話で

申し込んでください

相談料 無料

杵藤保健福祉事務所

緯０９５４（２２）２１０５

剪定枝葉のチップや『まき』
いかがですか

詳しくは

難病医療相談

詳しくは

女性をめぐるさまざまな人権問題

についての相談を受け付けます。

と き １１月１２日（月）～１８日（日）

月～金 ８時３０分～１９時

土・日 １０時～１７時

電話番号 ０５７０（０７０）８１０

相談担当 人権擁護委員、法務局職員

佐賀地方法務局人権擁護課

緯０９５２（２６）２１９５

介護をしている家族のことで悩ん

でいる人へ。時には日頃の思いや悩

みを話してみませんか。

と き １１月９日（金）、１２月１４日（金）

１３時３０分～１５時

ところ エイブル２階 和室

参加費 無料（申込み不要）

市包括支援センター

緯０９５４（６３）２１６０

鍋帽子を使った料理や家計の発表

を行います。ぜひご参加ください。

と き １１月２２日（木）１０時～１２時

ところ のごみふれあい楽習館

資料代 ３００円（託児券２００円）

鹿島友の会（下村）

緯０９５４（６２）５９３０

全国一斉『女性の人権
ホットライン』強化週間

詳しくは

快互（かいご）のつどい

詳しくは

家事家計講習会

詳しくは

佐賀大学病院の言語聴覚士、小野

先生を講師に、地域の介護・医療・

福祉の従事者を対象とした、疾患

（障害）の特性や支援のありかたにつ

いて考える研修会を開催します。

と き １１月２０日（火）

１８時３０分～２０時２０分

ところ エイブル３階 研修室

参加費 無料

福祉事務所

緯０９５４（６３）２１１９

『今年こそは、パソコンを使って

年賀状を』という人は、受講してみ

ませんか。希望のコースを選び、事前

申し込みが必要です。

日 程

木曜日コース

１１月１５日（木）～１２月６日（木）全４回

①１０時～１２時②１３時３０分～１５時３０分

土曜日コース

１１月１７日（土）～１２月８日（土）全４回

③１０時～１２時

ところ あすとプラザ（横田）

（旧東亜工機本社ビル）

定 員 各コース８人

受講料 ４,０００円（教材費５００円）

その他 パソコン持ち込み可

ＮＰＯ法人フロンティア

緯０９５４（６３）４５７１

県の情報化団体づくり支援事業の

助成を受けて、ワードの基礎講座を

行います。趣味や仕事、自治会の書

類をパソコンで作れたらいいなと

思っている人は、ぜひ受講してくだ

さい。事前申し込みが必要です。

と き １１月１８日（日）９時３０分～１２時

ところ コミュニティセンターかんらん

（高津原）

定 員 １０人

受講料 １,０００円（テキスト代含む）

その他 パソコン持ち込み可能

パソコンクラブ「リライフ」

緯０９０（８６２５）２２６２

高次脳機能障害研修会

詳しくは

年賀状作成講座

詳しくは

初心者のパソコン講座

詳しくは

情報掲示板 愚 お知らせ・相談・講習会

県内で発生した『振り込め詐欺』や『利殖勧誘詐欺』の約２５％が、鹿島

警察署管内で発生しています。突然の電話や訪問があったら、自分一人で

判断せず、あわてず、あせらず、落ち着いて家族や警察に相談しましょう。

犯人のだまし言葉の例

胸代わりの者にお金を渡して

胸銀行のカードを預かります

胸先に保証金を払ってください

胸ＡＴＭを使ってお金を返します

胸必ずもうかる

胸過去の被害金を取り返します

鹿島警察署 緯０９５４（６３）１１１１詳しくは

振り込め詐欺に注意！
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木の住まいの温かさと安らぎを

実感してみませんか。※参加費無料

と き １２月１６日（日）１３時～１７時

内 容 佐賀市周辺の木造住宅見学

集 合 アバンセ（佐賀市）北側駐車場

定 員 先着５０人

締 切 １２月５日（月）

県武雄農林事務所林務課

緯０９５４（２３）５１１３

わんぱく大冒険や早朝登山、クリ

スマストトロ作りにチャレンジして

みませんか。

と き １２月８日（土）～９日（日）

対象者 小学５・６年生・中学生

定 員 ６０人程度

参加費 ２,７００円

締 切 １１月２２日（木）

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

どなたでも参加できる囲碁大会で

す。賞品もあります。

と き １１月２３日（祝）

８時３０分受付 ９時開始

ところ 鹿島ふれあい囲碁センター

旧東亜工機本社２階（横田）

参加料 ２,０００円（弁当付）

申込み １１月２１日（水）までに事務局

へ電話で申し込む

同大会事務局 藤永

緯０９５４（６２）６３１３

県産木造住宅見学会

詳しくは

チャレンジ
ウィンタースクール

詳しくは

『碁聖』寛蓮
鹿島囲碁大会

詳しくは

能古見地区振興会では『食と農の

体験へチャレンジ』と題してイベン

トを開催します。

と き １１月１０日（土）９時集合

集 合 やまびこ広場（中木庭）

対象者 小学３年生以上の親子２０組

参加費 １人７００円

持参品 エプロン・三角巾

締 切 先着順で定員になり次第

お食事処のみの郷

緯０９５４（６４）２００５

秋風吹く七浦の里をのんびり健康

ウォーク、おいしい空気と甘いミカ

ンを満喫してください。

と き １１月４日（日）受付９時～

※雨天時は１１日（日）に延期

ところ 道の駅鹿島 発着

約１２㎞のコースです

内 容 みかん狩り、芋掘り体験、

お楽しみ抽選会など

持参品 弁当、健康保険証（コピー可）

参加費 一 般 ５００円（保険料含）

中学生以下２００円（保険料含）

その他 参加者全員に記念品あり

同実行委員会（七浦公民館内）

緯０９５４（６２）８３２５

地区内外の交流を深めようと七浦

産農水産物のＰＲを兼ねて、恒例の

大収穫祭を開催します。道の駅の

サービス企画もあります。

と き １１月２３日（祝）１０時～１４時

ところ 道の駅鹿島

内 容

喰もちつき喰農水産物販売喰わら

じ制作実演喰手すきのり体験喰

味わう会（食券５００円）喰お楽しみ

抽選会喰園児出し物など

同時開催 七浦趣味の会発表会

七浦公民館

緯０９５４（６２）８３２５

はがまでご飯
つんきだご汁

詳しくは

オレンジロード
のんびりウォーク

詳しくは

七浦の里 大収穫祭

詳しくは

池田小学校殺傷事件の遺族による

講演会や『社会全体で被害者を支え

る街づくり』と題したシンポジウム

を開催します。※入場無料

と き １１月１６日（金）１３時３０分～１７時

ところ アバンセホール（佐賀市）

ＮＰＯ法人 被害者支援

ネットワーク佐賀ＶＯＩＳＳ
ボイス

緯０９５２（３３）２１３０

ハンディがあるなしにかかわらず、

共に考え協力し交流を深め、共に生

きる社会への共感の輪が広がること

を願うぬくもりにあふれたコンサー

トをぜひご覧ください。

と き １１月１１日（日）

１３時開場１３時３０分開演

ところ 市民会館 大ホール

内 容

胸地元障がい児者による元気と笑

顔いっぱいのステージ

胸視覚障がいの双子のピアニスト

木村りえさん・木村りささん

入場料 一 般 ５００円

高校生以下 無料

ＮＰＯ法人 鹿陽会

緯０９５４（６３）１０１５

ＤＶ（ドメスティック・バイオレ

ンス）とは、配偶者間や内縁関係に

おける身体的・精神的・性的な暴力

を伴う支配関係のことです。ＤＶは

子どもにも影響を与えてしまいます。

入場料は無料です。一時保育（無

料）を希望する人は、１１月１６日（金）ま

でに申し込みが必要です。

と き １１月２５日（日）１３時～１５時３０分

ところ エイブルホール

内 容 胸絵本読み聞かせ１３時～

胸講演会１３時３０分～

講 師 春原由紀さん
すのはら ゆ き

（武蔵野大学教授）

定 員 ２００人

県ＤＶ総合対策センター

緯０９５２（２８）１４９２

犯罪被害者支援
フォーラム

詳しくは

はあとふる
ひだまりコンサート

詳しくは

女性に対する
暴力防止講演会

詳しくは

情報掲示板 愚 募集・イベント
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皆さん、子どもたちのさわやかな

歌声や演奏をぜひお楽しみください。

入場は無料です。

と き １１月８日（木）

１３時５０分開会１４時開演

ところ 市民会館 大ホール

出演順

①全員斉唱②鹿島小ファンタジー

ブラスバンド部③北鹿島小４年生

④明倫小２年生⑤能古見小４年生

⑥七浦小３・４年生⑦古枝小３年

生⑧浜小４年生⑨鹿島小４年生

⑩全員斉唱

教育委員会

緯０９５４（６３）２１０３

古典園芸の最高峰で、素朴で気品

ある寒蘭の展示会を開催します。

市民の皆さんの出品とご来場をお

待ちしています。※入場無料

と き

【一次展】１１月１０日（土）、１１日（日）

【二次展】１１月２４日（土）、２５日（日）

時 間 土曜日 １１時～１７時

日曜日 ９時～１５時

ところ 祐徳稲荷神社参集殿

その他 初心者向けの肥培管理の

相談をお受けします

肥前寒蘭会（古賀）

緯０９５４（６２）０５４５

市内小学校音楽会

詳しくは

肥前寒蘭展示会

詳しくは

精神保健福祉や精神障害者に関し

て、理解と認識を深めてもらうため

に、精神保健福祉大会を開催します。

障害者の作品展示や販売のほか、

ブイリターン総合心理研究所長の

長谷川泰三さんによる標題の講演会

を開催します。

と き １１月２３日（祝）１０時～１２時

ところ 佐賀市文化会館 中ホール

入場料 無料

県障害福祉課

緯０９５２（２５）７０６４

いのち輝くとき
～助けては愛してるのサイン～

詳しくは

県内の美術展覧会の最高峰として、

第６２回目を迎える『県展』を次の

日程で開催します。ぜひご覧くださ

い。

会場と会期と観覧料

胸県立美術館・博物館

１１月１７日（土）～２５日（日）

９時３０分～１８時（最終日１６時）

大人３００円、大学生等２００円

胸唐津市近代図書館

１２月１日（土）～９日（日）

１０時～１８時（最終日１６時３０分）

※１２月３日（月）は休館

大人２００円、大学生等１００円

同実行委員会事務局

緯０９５２（２６）０８１５

新規就農推進強化月間の一環とし

て開催します。皆さんぜひお越しく

ださい。新規就農相談会も行ってい

ます。

と き １１月１０日（土）９時３０分～１５時

ところ 県農業試験研究センター

（佐賀市川副町）

県農業大学校

緯０９５２（４５）２１４４

佐賀県美術展覧会

詳しくは

食と農の
ふれあいまつり

詳しくは

情報掲示板 愚 イベント

火の用心フェアを開催します

今年も消防車両の展示や消防の仕

事を体験できるコーナーなど、さま

ざまな催し物を予定しています。ぜ

ひご家族でお気軽にお越しください。

と き １１月３日（祝）９時～１２時

※雨天時中止

ところ 市民会館前広場

鹿島消防署

緯０９５４（６３）１１１９

詳しくは

住宅用火災警報器の取り付けは

もうお済ですか？

平成２３年６月１日から、全ての

住宅に、住宅用火災警報器の設置が

義務化されました。

設置場所の例

胸寝室の天井や壁

胸階段の踊り場の天井や壁

胸台所の天井や壁

秋季全国火災予防運動 １１月９日（金）～１５日（木）
『消すまでは 出ない行かない 離れない』

新規出店者・中小企業者を支援します
市内に新たに出店をお考えの人や市内中小企業者を支援する助成制度

などをご紹介します。

胸中心商店街の空き店舗に新規出店を計画している人には、店舗改装

費用の一部を助成する補助事業があります。

胸市内における新規出店、独立・創業や新事業展開をお考えの人に

は、融資に対する利子や保証料等について助成制度があります。

胸市内事業者が設備・運転資金のための融資をご希望される場合に

は、融資制度があります。

※上記事業には採択要件がありますので詳しくは下記までお問い合わせ

ください。

鹿島商工会議所 緯０９５４（６３）３２３１詳しくは

刈

侃

瓦

冠
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６６５５歳以上の人のインフ歳以上の人のインフルルエンザ予防接種についエンザ予防接種についてて

１１月８日～１４日は８０２０運動推進週間

『８０２０（ハチ・マル・二イ・マル）運動』は、「８０歳

になっても自分の歯を２０本以上保とう」という運動で、

生涯にわたり自分の歯でものを噛むことを意味します。

近年『８０２０』を達成している高齢者は増加しています

が、高齢者全体が増えていますので達成していない高齢

者も増加傾向にあります。

この機会に歯の健康について見直してみましょう！

８０２０運動を知っていますか８０２０運動を知っていますか？？

がん予防推進養成講座の参加者募がん予防推進養成講座の参加者募集集

１１ 月は食育月間で１１ 月は食育月間ですす

実りの秋、おいしい食材が増える季節、旬の野菜

を食べていますか？１日に必要な野菜の摂取量は

３５０ｇ以上と言われています。

旬の野菜や果物を食べてビタミン・ミネラル・食

物繊維をとり、病気に負けない元気な体を作りま

しょう。
鹿島市保健センター

緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

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 １２月３１日まで

※医療機関によって異なる場合があります

接種回数 １回

自己負担金 １,３００円（医療機関の窓口支払い）

※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のため）

毅健康手帳またはおくすりノート

（済証を貼ります）

糖糖尿病予防のための講習会の参加者募糖尿病予防のための講習会の参加者募集集

市食生活改善推進協議会では、メタボ予防対策として

糖尿病予防のための講習会を下記の日程で開催します。

皆さんのご参加をお待ちしています。

と き １２月５日（水）９時３０分～受付開始

ところ エイブル２階調理室

対象者 ４０歳～７０歳代の男女（３０人程度）

参加費 ３００円

締 切 １１月２６日（月）

内 容 １０時～ 糖尿病とメタボリックシンドロームに

ついての話、調理実習

１２時～ 会食、あと片付け、アンケート

１４時～ 閉講式

持参品 筆記用具、エプロン、三角巾

保健センター 緯０９５４（６３）３３７３申込先

県では、地域や職域で、がん検診の受診勧奨やがん予

防に関する情報提供をボランティアで行う『がん予防推

進員』の養成講座を開催します。

と き １１月１７日（土）受付１２時３０分～ 講座１３時～１７時

ところ こすもす館１階（みやき町）

定 員 ５０人（参加費無料）

締 切 １１月１５日（木）

ＮＰＯ法人クレブスサポート 鶴田

緯０９５４（２３）８２３１

申込先
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子宮頸子宮頸がん・乳がん検診を受けましょがん・乳がん検診を受けましょうう
しきゅうけい

５～６月に実施したがん検診申込書により申し込ん

だ人に受診票を郵送しています。

新たに希望する人はご連絡ください。

市民税非課税世帯・生活保護世帯の人、後期高齢者医

療制度被保険者の自己負担金は無料です。

ところ 保健センター（エイブル１階）

潤受診希望者は、保健センターまで申し込んでください。

潤１１月２７日（火）は、９月・１０月のがんセット検診で受診

できなかった人向けです。申し込みが必要です。

保健センター 緯０９５４（６３）３３７３申込先

怯がんセット検診日程（申込み必要）

がん検診を受けましょがん検診を受けましょうう

胃がん検診
【対 象】４０歳以上

【内 容】

バリウムを飲み

レントゲン撮影

【自己負担金】

１,０００円

肺がん検診
【対 象】４０歳以上

【内 容】

①胸部レントゲン撮影

②痰検査（問診で必要な人のみ）

【自己負担金】

①３００円②７００円

大腸がん検診
【対 象】４０歳以上

【内 容】

便の潜血検査

※受診当日に容器を配布

【自己負担金】

６００円

前立腺がん検診
【対 象】５０～７１歳の

男性

【内 容】

血液検査

【自己負担金】

７００円

検 診 内 容月 日検 診 内 容月 日

★大腸がん検診のみ実施

受付９時～１０時

１１月１６日

（金）

★胃がん検診のみ実施

受付９時～１０時

１１月９日

（金）

★胃がん・肺がん・大腸がん・前立腺がん検診実施

受付８時３０分～１０時３０分

１１月２７日

（火）

★肺がん検診のみ実施

受付９時～１０時

１１月１２日

（月）

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 子宮頸がん検診：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 子宮頸がん検診：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頸がん・乳がん検診日程

対象区月 日対象区月 日

高津原
１１月２６日
（月）

納富分・行成・上浅浦・奥山・竹ノ木庭
１１月５日
（月）

三部・新籠・常広・組方・野畠・北舟津
１１月３０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）

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）

執行分・高津原
１１月１３日
（火）

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）

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）

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）

横田・井手分・末光・中浅浦
１１月１９日
（月）
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怯予防接種

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

乳幼児の健康診査や予防接種等の問合せ先

保健センター予防係緯（６３）３３７３１１月の子育て

３歳６ヵ月健診
対 象 平成２１年４月生まれ
持参品 母子健康手帳、問診票、尿

内 容 身体測定、育児相談、尿検査

小児科医の診察、歯・目・耳の検査

８日（木）１歳６ヵ月健診
対 象 平成２３年４月生まれ
持参品 母子健康手帳、問診票

内 容 身体測定、育児相談、歯科診察、

小児科医の診察、フッ化物塗布（希望者のみ）

２２日（木）４ヵ月健診
対 象 平成２４年７月生まれ
持参品 母子健康手帳

内 容 身体測定、育児相談、

小児科医の診察

２８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

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）

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

る人は、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

持 参 品 母子健康手帳・健康保険証（住所確認用）

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接種した場合は、

接種後に申請することで、助成額を受け取るこ

とができます。

申請場所 保健センター（エイブル１階）

持 参 品 ①領収書②印鑑③通帳④接種済証

か母子健康手帳のいずれか

申請期限 平成２５年３月３１日

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

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。（母子健康手帳で確認）

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

四種混合［ポリオ＋三種混合］
１１月から、ポリオと三種混合（ジフテリア・百日

咳・破傷風）を合わせた四種混合の接種が始まります。

対象者 生後３ヵ月から７歳６ヵ月未満で、ポリオと

三種混合のどちらも未接種の子ども

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

※予診票は保健センターや実施医療機関（予約時に確

認してください）にあります。
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手帳

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

７７・・１１４４・・２２１１・２・２８８日（水日（水））

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

ところ子育てひろば名と き

北鹿島農村婦人の家北鹿島６日（火）

七 浦 公 民 館七 浦１３日（火）

鹿島小わんぱくクラブ鹿島赤ちゃん２０日（火）

古 枝 公 民 館古 枝２７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

育児相談、子育てサークル、子育てひろばの問合せ先 子育て支援センター（エイブル１階） 緯（６３）０８７４

場所・問合せ先 エイブル１階 保健センター 緯（６３）３３７３
子育てメルマガ配信中！kosodate@city.saga-kashima.lg.jpへ空メール送信で登録

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

２日（金）蟻尾山公園『高い空の下で元気一杯』

１６日（金）楠 風 館『ママカフェ♪』
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

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

建おくすりノートを持っていきましょう

診療時間 １９時～２１時

診療場所 （１）月・木・金・土・日および１月１日～１月３日

南部地区小児時間外診療センター（武雄地区休日急患センター）

武雄市武雄町大字昭和３００ 緯０９５４（２２）５５９９

（２）火曜日の小児救急在宅医（１１月）

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

在宅医へ電話で確認してください。

杵藤地区消防本部救急医療情報案内 緯０９５４（２２）４２０７

（３）水曜日 ※１月１日～３日を除く

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

電 話 番 号所 在 地在 宅 医日 付

０９５４（４２）１２１１嬉野市 嬉野町うれしのふくだクリニック６日（火）

０９５４（６３）９２３４鹿島市 久保山中村医院１３日（火）

０９５４（４３）０７２５嬉野市 嬉野町森医院２０日（火）

０９５４（６３）４０８０鹿島市 若殿分田中医院２７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

赤ちゃん相赤ちゃん相談談

受付１３：３０～１４：３０
内容 身体計測・健康相談
対象 赤ちゃんと保護者
※来月は１２月５日（水）です。

７７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９月生まれ

２２１１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

２２００日（火日（火））
幼幼児食教幼児食教室室

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

保護者

１１５５日（木日（木））

よちよちサークル １０時～１２時
対 象５ヵ月～１歳６ヵ月児と保護者

７日（水）蟻尾山公園『秋の風を感じて』

２１日（水）楠 風 館『ママカフェ♪』

※２日・７日の雨天時はエイブルで開催。
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１月号１２月号
１１月３０日１１月２日

２（金）～３（祝） 琴路神社秋祭り 琴路神社～新宮神社

２（金）～４（日）・１０（土）鹿島市文化祭・・・・・・・・・・・・・［６ページ参照］

３日（祝） 火の用心フェア・・・・・・・・・・・・［１９ページ参照］

４日（日） のんびりウォーク・・・・・・・・・・［１８ページ参照］

４日（日） 志田病院文化祭 志田病院 １０時～

８日（木） 市内小学校音楽会・・・・・・・・・・［１９ページ参照］

１０（土）～１１（日） 肥前寒蘭展示会・・・・・・・・・・・・［１９ページ参照］

１１日（日） ひだまりコンサート・・・・・・・・［１８ページ参照］

１１日（日） 消防車庫点検 各消防車庫 ８時３０分～

１８日（日） えいぶるえいが２０１２・・・・・・・・［１４ページ参照］

２２日（木） まちなみ活用委員会 継場（八宿）１９時３０分～

２２日（木） 親子アニメ映画館 ふれあい楽習館１９時～

２３日（祝） 七浦の里大収穫祭・・・・・・・・・・［１８ページ参照］

２４（土）～２５（日） 肥前寒蘭展示会・・・・・・・・・・・・［１９ページ参照］

愚無料法律相談（市民優先） 市民会館１階

８日（木）受付１３時～１４時 （先着１０人）１３時３０分開始

２２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

８日（木）１０時～１５時

愚成人健康相談 保健センター

７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

９日（金）１３時３０分～１５時

愚土地建物に関する無料相談 市民会館１階サロン

２７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

※２日（金）は市役所５階第７会議室

５・１２・１９・２６日（月）、２・９・１６・３０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

１１日（日）１０時～１５時

愚こころの健康相談（臨床心理士 対応）

２１日（水） ９時３０分～１２時 福祉会館１階相談室

要予約 福祉事務所緯（６３）２１１９

愚難病医療相談 エイブル３階 研修室Ａ

２１日（水）１４時～１５時３０分

愚発達障害児（者）専門相談 市役所５階第７会議室

２７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

６・２０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

７日・２１日（水）１０時～１２時、１３時～１５時

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

（１１月分）
１０・１７・２４日（土）、
４・１１・１８・２５日（日）、
３・２３日（祝）

市役所
保健センター

５・１２・１９・２６日（月）、
２９日（木）

市民図書館

５・１２・１９・２６日（月）
生涯学習センター
（エイブル）

６・１３・２０・２７日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

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（６５）２１２６
山中鉄工 緯（６３）３３４１
鹿島設備 緯（６３）３２２８

３日（祝）
４日（日）
１０日（土）
１１日（日）
１７日（土）
１８日（日）
２３日（祝）
２４日（土）
２５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
前山薬局西岡内科クリニック 緯（６３）４０９０３日（祝）
西牟田薬局中村医院 緯（６３）９２３４４日（日）
アルナ浜店薬師寺医院 緯（６３）５２８１１１日（日）
オダ薬局吉田病院 緯（６２）３２０３１８日（日）
溝上薬局西牟田店別府整形外科 緯（６３）３０６３２３日（祝）
アルナ鹿島店納富病院 緯（６３）１１１７２５日（日）
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