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　４月２３日（火）から５月２日（木）まで、市内６地区で

『市長と語る会』を開催しました。

　これから市が取り組む施策についてご説明をし、まちづ

くりに対するご意見やご提言をいただきました。

（写真は古枝公民館）

写真
市長と語る会

平成２５年４月３０日現在

市の市の花花 さくさくららきんもくせきんもくせいい市の市の木木

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）

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯２６＋人１３＋世帯１０,７３０人３１,２４４

世帯１１＋人１１＋世帯　５,３３３人１４,４０３鹿　　島

世帯２ー人１６－世帯　１,１６１人  ３,７４９能　古　見

世帯２０＋人４０＋世帯　１,０１０人  ３,１７８古　　枝

世帯０人４－世帯　１,０４５人  ３,１１５浜

世帯５－人１９－世帯　１,２１９人  ３,６８０北　鹿　島

世帯２＋人１＋世帯　　　９６２人  ３,１１９七　　浦

人１６＋人１４,７０１男

人３－人１６,５４３女

№１０３４
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災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災災 害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害害 ににににににににににににににににににににに 備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備備 えええええええええええええええええええええ災 害 に 備 え てててててててててててててててててててててて

　１時間に１５ミリ以上または連続して１００ミリ以上の大雨が降れば、土砂災害、水災害への注意が必要です。

　特に、梅雨の終わりごろになると、地面に水がしみ込みにくくなっています。日ごろから、強い雨や弱くとも

１時間以上の長雨の際には土砂災害に対する意識が必要です。

胸雨の降り方に注意しましょう。

　雨の強さと感じ方

　土砂災害の前兆現象

＜がけ崩れ＞ ＜土石流＞ ＜地すべり＞

　災害時には、以下のように情報を伝達します。

　被害を最小にとどめるには、正確でかつ新しい情報の入手が必要になります。

胸市では市民の皆さんへ速やかに情報を提供します。

防　災　特　集
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胸『防災ネットあんあん』を活用しましょう。

　佐賀県『防災ネットあんあん』を使って、鹿島市内の防災・防犯・緊急情報を配信していますので、ぜひご登録

ください。

　※佐賀県『防災ネットあんあん』とは、携帯電話・パソコンなどのメール機能を使った各種防災情報などを配信

　　する佐賀県の防災・安全・安心情報配信システムで、利用するには登録が必要です。

胸緊急避難所を確認しておきましょう。

　喰避難準備情報が発表されたら・・・いつでも避難できるように準備してください。

　喰避難勧告が発令されたら・・・・・避難所への避難が必要な状況です。自宅付近の状況や必要性に応じて、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　自身の安全を確保しながら避難してください。

　喰避難指示が発令されたら・・・・・自身の安全を確保しながら速やかに避難所へ避難してください。

＜鹿島市避難所および一時避難場所一覧表＞

　五ノ宮神社北

鹿

島

地

区

　のごみふれあい楽習館能
古
見
地
区

　市民武道館

鹿

島

地

区

　鏡智院　能古見小学校　田澤記念館

　北鹿島体育館　ＪＡさが能古見支所　六洲荘

　無量院　古枝小学校
古

枝

地

区

　鹿島高等学校

　北鹿島公民館　林業センター（古枝公民館）　鹿島実業高等学校

　北鹿島小学校　林業体育館　鹿島市民球場

　円徳寺

七

浦

地

区

　祐徳稲荷神社参集殿　鹿島商工会議所

　漁村センター（七浦公民館）　臥竜ヶ岡体育館

浜

地

区

　鹿島小学校

　七浦小学校　光厳寺　市民体育館

　ＪＡさが七浦支所　東部中学校　西部中学校

　七浦海浜スポーツ公園体育館　浜小学校　市民会館

　七浦小学校音成分校　　老人福祉センター

　※そのほかに各部落公民館を避難施設とします

　鹿島市生涯学習センター

　ＪＡさが鹿島支所

　明倫小学校

防　災　特　集

 　総務課防災係　緯０９５４（６３）２１１３詳しくは

潤登録方法

　①佐賀県『防災ネットあんあん』に登録済の人

　　覚登録情報の変更手続きを行い、『市町情報地域の選択』で

　　　『鹿島市』を選んでください。

　②新規登録

　　覚携帯電話またはパソコンからhttp://esam.jpへアクセス

　　　し登録してください。

　　　左のＱＲコードからもアクセスできます。

　　　画面に従って、必要な情報を選択し、『市町情報地域の選

　　　択』で『鹿島市』を選んで登録してください。

　※携帯電話の迷惑メール対策を設定されている人は、『esam.jp』

　　からのメールを受信できるよう設定してください。

潤配信する主な情報

　①大雨や台風時に市役所に設置する災害対

　　策本部の設置・解散情報

　②大雨や台風時の道路（林道等は除く）冠水

　　などによる通行止めなどの情報

　③継続的に発生している盗難などの情報

　※気象情報（注意報・警報）、不審者情報、

　　火災情報などは、県や警察署から配信
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かかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかかららららららららららららららららららららららののののののののののののののののののののののおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知知ららららららららららららららららららららららせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせ

前年比合　　　計浄化槽汚泥し　　　尿市　町　名

　△１．１９％２４,８０３．２４６,１９５．５９１８,６０７．６５鹿　島　市

　△７．７４％２０,９１６．０６　８,１６７．０２１２,７４９．０４嬉　野　市

　　２．９０％７,４７２．４１２,５４７．１４４,９２５．２７太　良　町

　△３．３４％５３,１９１．７１１６,９０９．７５３６,２８１．９６合　　　計

３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月基準値測定項目

６．４７．１７．２７．２６．６７．２７．６７．２６．８６．９６．７６．９５．８～８．３Ｐ　Ｈ

０．６ＮＤ０．６０．７０．６ＮＤ０．９０．７１．１ＮＤＮＤＮＤ２０㎎/l以下ＢＯＤ

０．７９．１１．７１．４１．１２．９２．５３．９３．５２．１１．７１．５６０㎎/l以下全窒素

０．１５０．３８０．５６０．７９０．３５０．３４１．１０．２８０．７５０．５１０．６８１．１　８㎎/l以下全リン

０００００７１８０１０１２３０００個以下大腸菌群

（単位：ｋｌ）平成２４年度　搬入量

平成２４年度　放流水検査結果（第１処理場・・・鹿島市・嬉野市）

３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月基準値測定項目

７．０７．１７．１６．７７．１６．８７．１６．９６．９６．７７．０６．５５．８～８．３Ｐ　Ｈ

２．９２．３２．８２．１２．２１．９２．１２．９２．３２．２２．６２．６２０㎎/l以下ＢＯＤ

２．３２．４５．０６．３７．３１８２．３２．５６．８３．０２．４３．９６０㎎/l以下全窒素

１．３０．９５１．５０．３５１．８２．１１．３１．６１．８１．２０．８３１．０　８㎎/l以下全リン

５３３０６９２９２１２２３８３４４５２３３０００個以下大腸菌群

平成２４年度　放流水検査結果（第２処理場・・・太良町）

※ＢＯＤとは、河川水などの汚染度を示すもので、数値が大きくなればより水質が汚濁していることになります。

　ＢＯＤ測定で０．５未満はＮＤ表示

　鹿島・藤津地区衛生施設組合では、鹿島市・嬉野市・太良町の約７万人のし尿および浄化槽汚泥を処理しています鹿島・藤津地区衛生施設組合では、鹿島市・嬉野市・太良町の約７万人のし尿および浄化槽汚泥を処理しています。。

下記のとおり平成２４年度の放流水検査数値を報告します下記のとおり平成２４年度の放流水検査数値を報告します。。

組合長 樋組合長　樋口口 久俊　久俊（鹿島市長（鹿島市長））

 　鹿島・藤津地区衛生施設組合

　　　　　緯０９５４（６２）２６５４　姉０９５４（６３）９１４５

詳しくは
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児童手当の現況届

中学卒業前までのお子さんを養育している人は

児童手当の現況届が必要です

手 続 き

 　福祉事務所社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

手当を引き続き受給できるか、所得制限にかかっていないかを確認する『現況届』は受給中

の人すべてが提出する必要があります。

詳しくは、６月定期払いの支払通知に同封してお知らせします。

持参品　①印鑑（認印可）　　②受給者名義の預金通帳　　③受給者の健康保険証

　　　　④子どもの住民票が市外にある場合は、子どもの住民票全部事項証明書

　　　　　（本籍・続柄の記載が必要）

　　　　⑤平成２５年１月２日以降に転入してきた人は、前住所地からの平成２５年度児童

　　　　　手当用所得証明書（平成２４年中収入にかかる分）

※受給者とは、現在手当が振り込まれている口座の名義人のことです。

※５月中に認定請求書を提出し、６月分からの支給として認定された人は、今年度の現況届の

　提出は不要です。

と　こ　ろ時　間期　日

市役所３階　第３会議室

（１７時以降は福祉事務所）
９時～２０時

６月２０日（木）

６月２１日（金）

市役所１階　福祉事務所９時～１６時
６月２２日（土）

６月２３日（日）

※この日程で都合がつかない人は、６月中に福祉事務所で手続きをしてください。

支給対象者

手当の月額

支 給 時 期

支 給 要 件

０歳～３歳未満　　　１５,０００円（一律）

３歳～小学校修了前　１０,０００円（第１子・第２子）

　　　　　　　　　　１５,０００円（第３子以降）

中学生　　　　　　　１０,０００円（一律）

※所得制限に該当する世帯については、中学生以下１人につき一律５,０００円が支給されます。

※第１子などの数え方は、１８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間にある子ども

　の中で数えます。

平成２５年６月・１０月・平成２６年２月の１０日に、それぞれの支払月の前月までの分が

支給されます。

①国内に居住している子どもを養育している人。

②子どもと同居し、養育している父または母に手当を支給します。（単身赴任の場合を除く）

③児童福祉施設などに入所している子どもについては、施設の設置者や里親などに手当を

　支給します。

④未成年後見人や父母の指定する者（父母が国外に居住している場合に祖父母など父母が

　指定した者）に対して父母と同様の要件（監護・生計同一）で手当を支給します。

０歳から中学校修了前までの子ども（平成１０年４月２日以降に生まれた子ども）を養育して

いる人。
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講　座　名番号講　座　名番号講　座　名番号

道路のはなし２５国民健康保険について１３鹿島市の『まちづくり』について１

上水道のはなし２６生活習慣病予防(特定健診・保健指導)について１４異文化との出会い～国際交流について～２

選挙に行こう！２７後期高齢者医療制度について１５市議会のしくみ３

ここが要点！鹿島の教育２８リサイクルのすすめ～分別収集と資源化～１６情報公開について４

開かれた学校づくり２９地球温暖化対策に向けて～わたしたちにできること～１７防火教室５

学校と家庭の連携３０下水道のはなし１８救急教室６

子どもを活かすために～さまざまな教育活動～３１『海の森事業』と『山の日』について１９個人情報の保護について７

図書館の魅力３２農地の転用について２０市民課窓口講座８

身の回りの人権３３鹿島市のみどころ探索ガイド２１国民年金のはなし９

ふるさとの歴史と文化財３４気をつけよう！～悪質商法～２２市税について１０

くらしの移り変わり（民俗資料館）３５鹿島市の都市計画について２３介護保険について１１

生涯スポーツの楽しみ方３６伝統的町並保存について２４高齢者の健康・元気づくり〈栄養・お口の健康・運動〉１２

愚申し込みができるのは？

　市内に在住・勤務・在学している１０人以上で構成

　された団体・グループです。

　ただし、特定の政治・宗教・営利を目的とした催し

　については、講師（職員）を派遣できない場合があり

　ます。　

愚出前講座の内容は？

　出前講座メニューの中から選んでください。

　メニューにないものは相談してください。

愚開催時間と場所は？

　平日（月～金曜）の９時から２１時までの間で２時間

　以内です。場所は市内に限ります。

愚会場の手配は？

　会場の手配や準備、会員への連絡などは申込団体で

　お願いします。

愚講師料は？

　講師料は無料です。ただし、講座に必要な材料など

　を申込団体で準備していただく場合があります。

愚申込方法は？

　開催しようとする日の１カ月前までに、市生涯学習

　課へ申込書を提出してください。

　なお、申し込み後、申込団体と講師（職員）の調整を

　させていただく場合があります。

愚質問などはできるの？

　出前講座は学習の場ですので、講師（職員）の説明に

　関する質問や意見交換はできますが、苦情や要望を

　述べることはご遠慮ください。

 　生涯学習課社会教育係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは

生生涯涯学学習習ままちちづづくくりり出出前前講講座座メメニニュューー

まちづくまちづくりり
出　　出前前講座講座

◇生
涯学
習◇

この出前講座は、市が行っている仕事で、皆

さんが日ごろわからないことや知りたいこと、

聞きたいことを、メニューの中から選んでい

ただき、皆さんのもとに職員が出向いて、お

話しをするものです。

どんどんご利用ください。
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中学・高校・一般男女１５００ｍ

「さ「さぁぁ　みんなで干潟に飛び込もう」みんなで干潟に飛び込もう」　

とと　きき　６月９６月９日日（日）（日）
　　　　開開 会　会　式 １０時式　１０時～～

競技開始 １１時　　　　競技開始　１１時～～
とこところろ　道の駅鹿道の駅鹿島島（七浦海浜スポーツ公園（七浦海浜スポーツ公園））

　昭昭和和６６００年年の開催以来、今年の開催以来、今年でで２９２９回を迎え、今では回を迎え、今では、、

初夏の風物詩として、市内はもとより、市外、県外の皆初夏の風物詩として、市内はもとより、市外、県外の皆ささ

んからも注目されるイベントに成長しましたんからも注目されるイベントに成長しました。。

今年のガタリンピックでは、３年ぶりに人気競技『　今年のガタリンピックでは、３年ぶりに人気競技『ガガ

ターザン』が復活するのにあわせ、前日の６月８ターザン』が復活するのにあわせ、前日の６月８日日（土）（土）

１２時か１２時からら予選会を行うなど、新たな試みも行ってい予選会を行うなど、新たな試みも行っていまま

すす。。

市民の皆さ　市民の皆さんん、、当日はぜひ会場に足を運んでくださ当日はぜひ会場に足を運んでくださいい。。

そして、私たちと一緒に大会を盛り上げてください　そして、私たちと一緒に大会を盛り上げてください。。

恭恭大会ボランティアスタッフ募集大会ボランティアスタッフ募集中中

私達と一緒に大会を盛り上げていただけ　私達と一緒に大会を盛り上げていただけるる

ボランティアスタッフを随時募集しています　ボランティアスタッフを随時募集しています。。

 　〒８４９－１３１〒８４９－１３１１１

鹿島市大字高津原４２９６－４　　　　　鹿島市大字高津原４２９６－４１１

（鹿島商工会議所１階　　　　　（鹿島商工会議所１階））

　　　　　第２９回鹿島ガタリンピック実行委員会事務第２９回鹿島ガタリンピック実行委員会事務局局

　　　　　緯緯０９５４（６９）７１００９５４（６９）７１０００　姉姉０９５４（６２）２８２０９５４（６２）２８２８８

http://www2.saganet.ne.jp/gatal　　　　　http://www2.saganet.ne.jp/gatalymym//

　　　　　死死gatalym@vip.saganet.ne.jgatalym@vip.saganet.ne.jpp

詳しくは

第２９回大会プログラム
オープニング

開会セレモニー
１０：００

①オープニングレース教育長杯小学校対抗戦

～教育長杯　小学校対抗戦～
１１：１５

②ガタチャリ（大人・子ども）

♪干潟の上で　自転車こいだら　落ちちゃう　当たり前体操♪
１１：２５

③つなひき

つなぐ友情　引け　ど根性
１１：５５

④人間むつごろう

Let's　ガタスキー　ムツゴロウより速く
１２：１０

⑤ガタリンお見合い竃大作戦

いつ出会いますか？…今でしょう！
１２：３５

⑥子供宝探し

みんなで探せ　ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　干潟王にオレはなる！！
１２：５５

⑦ガターザン決勝

チャンピオン目指して干潟に飛び込もう！
１３：００

⑧Ｔｈｅ　Ｇａｔａｌｙｍｐｉｃ

フラッグを目指せ　フライングゲット！！
１３：１５

⑨ガタ複合リレー

干潟がボクらを一つにする　潟上“絆”リレー
１３：５０

⑩ＨＡＫＫＥＹＯＩ

The　女相撲
１４：１０

⑪NTT杯NTTフレッツ光ネクスト隼 ２５ｍ自由ガタ

ハヤブサのように速く干潟を駆け抜けろ！
１４：３０

第２９回鹿島ガタリ第２９回鹿島ガタリンンピッピックク

　こんにちは、第２９回鹿島ガタリンピック実行委員長の大隈です。

　今年は、『さあ　みんなで干潟(ガタ)に飛び込もう』を、テーマに、来ていた

だいた皆さんに有明海の干潟の素晴らしさや楽しさを身体いっぱい感じてほし

いと思っています。

　この自然の中で繰り広げるガタリンピックを、思いきり楽しんで笑顔で帰って

いただきたいと思います。

　皆さまの、ご参加、ご来場をスタッフ一同お待ちしています。

第２９回実行委員長　大隈昌子
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介護保険料は大切な財源です

納付にご理解をお願いします！
　介護保険の財源は、介護保険料と公費で半分ずつ負担しており、社会全体で制度を支えるしくみになっています。

　介護が必要になったとき、安心して介護保険のサービスを受けられるように、保険料は必ず納めましょう。

　６５歳以上の人の平成２５年度介護保険料は、住民税の課税状況や本人の前年分所得に応じて決まります。

　平成２５年度介護保険料の額は、郵送される納入通知書でご確認ください。

　※平成２５年６月以降に６５歳の誕生日を迎える人には、誕生月の翌月中旬に納入通知書を郵送します。

　介護保険料は必ず納期限内に納めましょう。

口座振替の引落し日納付書払いの納期限納期（納付月）

平成２５年　６月２８日（金）平成２５年　７月　１日（月）１期（６月）

平成２５年　７月３１日（水）平成２５年　７月３１日（水）２期（７月）

平成２５年　８月３０日（金）平成２５年　９月　２日（月）３期（８月）

平成２５年　９月３０日（月）平成２５年　９月３０日（月）４期（９月）

平成２５年１０月３１日（木）平成２５年１０月３１日（木）５期（１０月）

平成２５年１１月２９日（金）平成２５年１２月　２日（月）６期（１１月）

平成２５年１２月２６日（木）平成２５年１２月２６日（木）７期（１２月）

平成２６年　１月３１日（金）平成２６年　１月３１日（金）８期（１月）

平成２６年　２月２８日（金）平成２６年　２月２８日（金）９期（２月）

平成２６年　３月３１日（月）平成２６年　３月３１日（月）10期（３月）

潤普通徴収（納付書払い）は６月中旬、特別徴収（年金天引き）は８月上旬に納入通知書を郵送します

潤介護保険料（普通徴収）の納期および納期限と口座振替日のお知らせ

恭年金が年額１８万円以上の人　⇒　特別徴収（年金天引き）となります。

　年金の定期払い（年６回）の際に、介護保険料があらかじめ差し引かれます。

　※老齢（退職）年金、遺族年金、障害年金なども含めて特別徴収の対象となります。

恭年金が年額１８万円未満の人　⇒　普通徴収（納付書払い）となります。

　送付される納付書の裏面に記載された金融機関やコンビニエンスストアで介護保険料を納めます。

　

　普通徴収の人は、保険料の納め忘れがないように、簡単で便利な口座振替をお勧めします。

　一度手続きをすると、翌年度以降も（特別徴収への変更がない限り）自動的に振り替えが継続されます。

　口座振替を希望される人は金融機関の窓口でお申し込みください。

保険料の納付は口座振替が便利です
筋

芹

緊

菌

錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦

禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁
欣 欽
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居住費・食費には負担限度額があります
潤所得の低い人には、居住費（滞在費）・食費の負担限度額が設けられます

　介護保険施設に入所した場合や短期入所サービスを利用した場合は、居住費（滞在費）・食費・日常生活費が全額

利用者負担となります。ただし所得の低い人は、利用困難にならないように居住費（滞在費）・食費について、所得

に応じた負担限度額（表２）までを自己負担し、基準費用額（表１）との差額は介護保険から給付されます。

潤負担限度額を適用するには、申請が必要です

　該当すると思われる人は、市役所保険健康課で申請してください。該当すれば『認定証』が交付されますので、

利用のときに認定証を提示してください。

　すでに『認定証』の交付を受けている人は、有効期限が６月３０日までとなっていますので、更新が必要です。

市役所保険健康課で申請してください。

食費

居住費（滞在費）

多床室

（相部屋）

従来型

個室

ユニット型

準個室

ユニット型

個室

１,３８０円　３２０円　
１,６４０円　

（１,１５０円）
１,６４０円　１,９７０円　

食費

居住費（滞在費）

利用者負担段階 多床室

（相部屋）

従来型

個室

ユニット型

準個室

ユニット型

個室

３００円　　０円　
４９０円　

（３２０円）
４９０円　８２０円　

生活保護の受給者、または、

老齢年金受給者で本人およ

び世帯全員が住民税非課税

第１段階

３９０円　３２０円　
４９０円　

（４２０円）
４９０円　８２０円　

本人も世帯員も住民税非課

税で、本人の合計所得金額と

課税年金収入額の合計額が

８０万円以下の人

第２段階

６５０円　３２０円　
１,３１０円　

（８２０円）
１,３１０円　１,３１０円　

本人も世帯員も住民税非課

税で、第２段階以外の人
第３段階

【表１】基準費用額（１日当たりの目安）

【表２】利用者負担限度額（１日当たり）

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合、従来型個室の負担限度額は（　）内の金額となります。

 　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

※介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合、従来型個室の居住費は（　）内の金額となります。
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情報掲示板ワイド

ご存知ですか？パーキングパーミット制度
お
知
ら
せ

　パーキングパーミット制度とは、身障者用駐車場の利用にあたり、県内共通の利用証を発行することで、身障者用

駐車場を利用できる人を明らかにし、本当に必要な人のために駐車スペースを確保するもので、協定を結んだ施設

の専用駐車場で利用することができます。

　佐賀県が、全国に先駆けてスタートした制度で、現在では２９府県で相互利用ができるようになっています。

対　象　者　　（１）身体に障がいのある人で歩行が困難な人

　　　　　　（２）一時的に歩行が困難な人（けが・病気をしている人、妊産婦）

　　　　　　（３）高齢者（要介護１以上の人）で歩行が困難な人

　　　　　　（４）難病などにより歩行が困難な人

　　　　　　（５）知的障がいのある人（療育手帳Ａをお持ちの人）で歩行が困難な人

必要書類　　・窓口に来られる人の身分証明書（保険証、運転免許証など）

　　　　　　・歩行困難を示す書類（障がい者手帳、母子手帳、介護保険証、診断書など）

申請場所　　市役所１階　福祉事務所

 　福祉事務所障がい福祉係　緯０９５４（６３）２１１９

　　　　　さがユニバーサルデザインラボ　http://www.saga-ud.jp/

詳しくは

　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い

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

未 納 発 生

▼▼

　貴重な税金を、福祉や教育などの財源として有効に

活用するためにも、納期内納付にご協力ください。

　 　税務課納税係

　　　　　　緯０９５４（６３）２１１８

詳しくは
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農業委員会からのお知らせ

恭農業者年金の現況届をお忘れなく！！

　６月は、農業者年金受給者の現況届を提出する月に

なっています。現況届が各家庭に届いたら、6月末ま

でに農業委員会へ提出してください。

恭相続により農地を取得した場合、農業委員会に届け

出が必要です。

　平成２１年１２月の農地法の改正により、相続により

農地を取得した場合、農業委員会に届け出が必要です。

　持参品　相続登記が確認できる書類、申請者の認印

恭農地を売ったり、貸したり、転用したりするときは、

「農地法」に基づく許可が必要です。

　農業委員会で申請手続きを行ってください。

恭鹿島市内農地の賃借料情報

　農地法の改正により、従来の標準小作料制度が廃止

され、変わるものとして地域ごとの実勢賃借料情報を

提供しています。市ホームページをご覧ください。

※事業者の方へ喰産業振興喰農業喰農地（農業委員会）

 　農業委員会事務局

　　　　　緯０９５４（６３）３４１７

詳しくは

お
知
ら
せ

情報掲示板ワイド

　廃プラスチック（衣装ケース、バケツなど）は、

これまで毎月第3木曜日に市民会館裏の駐車場

にて回収しておりましたが、この資源回収を中

止します。

　これからは回収しませんので、『燃えるごみ』

または『粗大ごみ』として出してください。

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

廃プラスチックの資源回収を中止します
お
知
ら
せ

廃プラスチックの例

第５０回　鹿島おどり
今年は　８月９日（金）・１０日（土）です！

　昭和３８年に始まった『鹿島おどり』も今年で５０回目を迎

えます。これも市民の皆さんのおかげと心より感謝します。

　半世紀を迎えるにあたり、これからも市民の皆さんに愛され

続ける鹿島おどりになるよう努力していきたいと思います。

恭と　き　　８月９日（金）１０日（土）

恭企画イベント　

　①こどもおどりの募集

　　　おどり隊（団体）を募集します。

　　　と　き　　８月１０日（土）　１７時３０分～

　　　対　象　　小学生以下

　②鹿島フェスタ『一夜限りの復活土曜夜市』の出店者募集

　　　と　き　　８月１０日（土）　１７時～２１時

　　　募集内容　　歩行者天国の一部で開催する『土曜夜市』で

　　　　　　　　の出店・企画を希望する人

　③鹿島おどり５０周年記念Ｔシャツの販売

　　　デザイン（数種類を予定）を鋭意考案中！

　　　完全受注販売！！（当日は販売しません）

※おどり隊の参加受付については広報かしま７月号に掲載予定です。

お
知
ら
せ

■昭和４０年ごろ

■昭和６０年ごろ

 　第５０回鹿島おどり実行委員会（鹿島青年会議所内仮事務局）

　　　　　　　緯０９５４（６２）５６５６

申込・問合せ先
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　市では各種基幹統計調査に従事していただける統計

調査員を募集しています。

※従事していただいた対価として報酬をお支払います。

恭統計調査員の仕事の概要

　①調査員事務説明会に出席する。

　②担当する調査区の範囲と調査対象を確認する。

　③調査対象に調査票を配布し、記入の依頼をする。

　④調査対象を再度訪問し、記入された調査票を回収する。

　⑤回収した調査票を検査・整理する。

　⑥調査票など調査関係書類一式を市へ提出する。

※調査によって仕事内容は若干異なります。

恭統計調査員の仕事

　調査時期　調査により異なりますが、約２カ月間

　応募期間　登録制で随時受け付けています

　応募要件　２０歳以上の人で以下の要件を満たす人

　　　・責任を持って、調査事務を遂行できる人

　　　・秘密の保護に関し信頼のおける人

　　　・税務、警察および選挙に直接関係のない人

　　　・暴力団員または暴力団密接関係者でない人

　　　・その他、調査活動に支障のない人

 　企画財政課秘書広報係

　　　　　　　緯０９５４（６３）２１１４

申込・問合せ先

統計調査員を募集します
募
　
集

情報掲示板ワイド

　身体障害者福祉法および知的障害者福祉法に基づく身体・知的障がい者相談員をご存じですか？相談員は

　　・手帳を持っているけど、どういうサービスが受けられるの？

　　・手帳を取得するにはどうしたらいいの？

　　・困っているけど誰に相談していいか分からない・・・など

　相談を受け、必要なときには適切な機関への案内などを行います。

　市では、この相談員を次の８人に委嘱していますので紹介します。（敬称略）

身体障がい者相談・知的障がい者相談
お
知
ら
せ

恭身体障がい者相談員 恭知的障がい者相談員

 詳福祉事務所障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

電　話　番　号氏　　名

０９５４（６２）５４０７小野原和男

０９５４（６３）３５１５江口　正俊

０９５４（６２）９３８５馬場　順男

０９５４（６２）２９１１　林　　國子

０９５４（６２）７８１８鈴山　千尋

０９５４（６２）７０２５中島フジ子

電　話　番　号氏　　名

０９５４（６２）０１４０北村　哲也

０９５４（６３）５３２１中島　　来　

　市のスポーツの普及・発展に貢献のあった個人が功労賞を、県大会、九州大会・全国大会で優秀な成績を修めた個

人と団体が優秀選手賞を受賞されましたのでお知らせします。（敬称略）

鹿島市体育協会からのお知らせ

皐特別功労賞（１人）
　峰松　　登　（市ゲートボール協会）

皐体育功労賞（２人）
　　林　　幸代（市レクリエーション部）

　峰松　洋二（市軟式野球連盟）

皐優秀選手賞【団体の部】（１団体）
　県民体育大会ソフトテニスチーム（一般男子）

皐優秀選手賞【個人の部】（９人）
　杉原　　潔　（ソフトテニス）　全国大会２位

　田島　治雄（ソフトテニス）　西日本大会３位

　山口征四郎（ソフトテニス）　西日本大会３位

　江頭　武典（ソフトテニス）　九州大会２位

　宮﨑　久子（ソフトテニス）　九州大会優勝

　坂口　敦子（ソフトテニス）　九州大会優勝

　井上　聖子（ソフトテニス）　九州大会優勝

　田代　拓海（鳥栖工高レスリング）全国大会優勝

　嶋江　翔也（鳥栖工高レスリング）全国大会２位

※５月１９日に予定されていた市民体育大会（体育祭の部）は雨のために中止になりました。

 　鹿島市体育協会　緯０９５４（６２）３３７９詳しくは
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４月２２日

３月末まで４年間、行政相談

委員として業務にあたられて

きた田島治雄さんに、総務大

臣感謝状の贈呈がありました。

長い間、お疲れさまでした。

受賞者紹介

５月１日

肥前通運株式会社様から同社

の創立７０周年を記念してご

寄附をいただき、感謝状の贈

呈を行いました。市では、今

回のご寄附を鹿島市民図書館

の図書購入にあてさせていた

だきます。

善行紹介

市営　奥平谷キャンプ場山開き式

　５月１日、キャンプ場のオープンに先

立ち、関係者が期間中の安全を祈願する

キャンプ場山開き式がありました。

　奥平谷キャンプ場は、県内最高峰の

経ヶ岳登山道の入り口にあり、主に県

内・隣県からの利用が多く、昨年度は約

２,０００人の利用がありました。

　野外バーベキューや経ヶ岳登山、そう

めん流しなど自然あふれるキャンプ場を

家族や友人などと一緒にぜひご利用ください。

 　商工観光課観光振興係　緯０９５４（６３）３４１２予　約　先

肥前浜宿スケッチ大会が開催されました

　５月１８日、鹿島美術人協会と肥前浜

宿水とまちなみの会の主催で、肥前浜宿

酒蔵通りを中心にスケッチ大会が開催さ

れました。集まった園児から大人までの

約７６０人は、国の『重要伝統的建造物群

保存地区』に選定された白壁の酒蔵やかや

ぶき民家が立ち並ぶ町並みを、思い思い

の場所で、スケッチしていました。

　集まった作品は、６月２日（日）１２時ま

で、酒蔵通りの呉竹酒造ホールなどで展示されています。

 詳鹿島美術人協会　愛野　緯０９０（３６０９）２０６０詳しくは

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

『潟開き』が開催されました

　４月２６日、有明海の干潟体験シーズ

ン到来を告げる『潟開き』が七浦海浜ス

ポーツ公園で行われました。海の安全と

豊漁を祈願する神事の後、滋賀県から修

学旅行で訪れた中学生たちが泥んこにな

りながら干潟体験を楽しんでいました。

　昨年、約１万４千人が利用した干潟体

験は、今年もこれから１０月末まで楽し

むことができます。平日は予約のみ、土

日・祝日と夏休みは当日受付も可能です。（潮により体験できない時間があります

ので、事前にお問い合わせください。）

 　道の駅鹿島干潟体験事業部　緯０９５４（６３）１７６８予約・問合せ先
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エイブルからのお知らせ

鈴田　照次　展
～日常生活における美のかたち～

床　の　間
コーナー

　大正５年生まれの染色家。

人間国宝　鈴田滋人さんの父。

　鍋島更紗の復元とその技

法を生かした新たな紋様の

展開に力を注ぎ、市の文化

の発展にも大きく貢献され

ました。

　今回の展示では、照次さんの人柄とデザイ

ナーとしての側面をご紹介します。

※６月８日（土）１０時に鈴田滋人さんによる　

　ギャラリートーク開催

展示期間　６月２日（日）～８月４日（日）

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

　　　　　姉０９５４（６３）３４２４

HP　http://www.kashima-gakushu.com

詳しくは

に行ってみよう

定員になり次第締め切りますので、早めに左記へお

申し込みください。エイブル倶楽部　募集中講座のお知らせ

雑誌の無料配布を行います！市　民
図書館

　平成２３年に購入した雑誌を無料で配布します。一人当たりの

配布冊数は、当日お知らせします。

　と　き　６月１５日（土）・１６日（日）　９時３０分～１６時３０分

　　　　　６月１８日（火）・１９日（水）　９時３０分～１８時

　ところ　図書館内

　対　象　市内在住の人

※雑誌の一部は、保存のため配布し

　ません。（『saga+people』『現代の図

　書館』など）

 　市民図書館

　　　　　緯０９５４（６３）４３４３

詳しくは

 沖 
おき

 仁 コンサートスタイル
じん

フラメンコギター ２０１３

第２回

えいぶる事業

　テレビ『情熱大陸』などでも紹介された、沖仁のデュオコンサート。

と　　き　６月２２日（土）　１８時３０分開場　１９時開演

と　こ　ろ　エイブルホール【全席自由】

料　　金　前売り　一般　２,０００円、高校生以下　１,０００円　チケット発売中

　　　　　※当日は各５００円増し（楽大生は各500円引き）

受 講 料と こ ろ開 講 期 間講　師定員講　座　名

楽大生　　５００円

一　般　１，０００円

エイブル３階

研修室

７月５日、８月２日、９月６日

［月１回・第１金曜日］　１０時～１１時３０分
市丸　俊文さん２０人

傾聴講座

～聴く力を学ぼう、つけよう～公

開

講

座

楽大生　　５００円

一　般　１，０００円

材料代　約５００円

エイブル２階

音楽スタジオ

７月２８日（日）

１０時～１２時
向井　幸子さん１５人ビーズアクセサリー教室

楽大生　　５００円

一　般　１，０００円

材料代　１，０００円

エイブル２階

調理実習室

７月２０日（土）

１０時～１３時
福田　雅子さん２０人

季節の

おもてなし料理教室

岩崎宏美　with　宗次郎
～心のふるさとを求めて～

宝くじ

まちの音楽会

と　　き　８月４日（日）

　　　　　１８時開場　１８時３０分開演

と　こ　ろ　市民会館【全席指定】

料　　金　前売り　２,０００円

　　　　　当　日　２,５００円

　　　　　※宝くじ助成による特別料金です。

６月１６日（日）一般発売開始！

（１人２枚まで。前売券完売の場合、当日券はありません。）

※楽修大学生は6月１４日（金）・１５日（土）９時からエイブルのみで先行販売。

　（要学生証。学生証１枚につきチケット１枚購入可。）
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“All ears” 

今月のキーフレーズ

№９０

一心に耳を傾ける。 ジョリン先生

こんなときこのひとこと、学校だより

（サ　ム）やぁジョディ、君と話し合いたいこ

　　　　　とがあるんだ。

（ジョディ）いいよ、ちゃんと聞くよ。

Sam:

Jodie:

Hey, Jodie. I have something I would like 
to discus with you.
Ok, I'm all ears.

音成分校入学式

七浦小学校音成分校

校学 だ よ り

No.１９３

寓音成分校入学式の様子

（ジョディ）サム！ちゃんと聞いてレシピを書き

　　　　　留めてくれる？

（サ　ム）あぁ、準備いいよ。

Jodie:

Sam:

Sam are you all ears to write down the 
recipe?
Yes, I'm ready.

四Hawaiian Words四
（ ハ ワ イ の 言 葉 ）

 Keiki :赤ちゃん、子ども　　　　　
ケイキ

 Kumu :先生
クム

　新しい１年生を迎える、音成分校

の『分校入校式』が、４月１２日（金）

に行われました。今年度は、男子２

人・女子２人の１年生を迎えての入

校式です。

　本校から校長先生も来てくださっ

て、お祝いのお話をしてくださいま

した。また、分校ＰＴＡ会長さんは、

自分の体験談を話してくださいまし

た。

　今年度から分校の上級生になる新

２年生は、この日のために司会進行

やお祝いの言葉などの練習を、昨年

度末から積んできました。本番当日

の２年生の司会進行やお祝いの言葉

は、とても上手にできたと思います。

１年生と仲良くしたいという気持ち

が伝わるようでした。また、分校の

上級生としての自覚が、態度によく

表れているようでした。

　１年生も元気いっぱいに自己紹介

をすることができました。初めのう

ちは、緊張気味の１年生でしたが、

２年生と一緒にゲームで交流しなが

ら、次第に打ち解けて楽しく過ごせ

ていました。

　ゲームの最中も２年生が１年生を

気遣う姿がちらほら見られたことが、

微笑ましく印象的でした。１年生が

入学したことで、下級生を気遣う心

が、２年生の児童に少しずつ芽生え

てきているように感じました。
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　県庁ホームページ『県立高校生

の採用内定状況』（平成２５年3月

末現在）によると、今春卒業の県

立高校生の就職希望者は２,２１８人、

就職内定者は２,１７４人で、内定率

は９８.０%と過去5年間で最も高

い数値でした。

　内定率が高まってきた背景とし

て、厳しい雇用状況の中で、一人

でも多くの新卒者が内定を得るた

めには、地域の関係者が緊密に連

携して就職支援を行う必要がある

ということで、佐賀労働局に設置

されている『佐賀新卒者就職応援

本部』における就職支援について

の企画・調整をはじめ、自治体、

企業、学校などの努力や協力と

いった内定者を増やすためのさま

ざまな施策の実施が考えられます。

　就職は生徒にとって、生活の安

定や生きがいを得るための最も基

本となる大事なものです。しかし、

過去には就職差別のため、希望し

た職場での採用を拒否されてきた

歴史もあります。その一つが『履

歴書』の問題でした。

　『本籍』や『家族に関するこ

と』（職業、地位、学歴、収入な

ど）、『自宅付近の地図』など、

本人には責任のないものまで書く

ようになっていて、それらが採用

の条件にもなっていた時代もあり

ました。

　現在の高校生は全国一律の統一

応募用紙を用いるようになってい

て、本籍や、保護者欄、家族欄な

どもなく、本人が取得した資格や

校内外の諸活動、志望の動機など

本人の努力や希望がきちんと書け

る履歴書になっています。

　就職を希望している生徒の能力

や適性が公正に評価され、より多

くの若者が職場へ踏み出せるよう、

みんなで応援していきたいもので

す。

若者の就職希望をかなえるために
～今年も公正な採用選考を～

噛ご意見などをお寄せください　人権・同和対策課　緯０９５４（６３）２１２６

このゴミどの袋・人権の輪

6月は買い物袋持参運動の強化月間です
買い物袋を持ち歩きましょう！
　皆さんの生活の中では、買い物袋（マイバッグ）持参が定着していますか。

　日常の買い物でマイバッグを持参し、レジ袋を削減することは、ごみを減らすだけで

なく、資源の有効活用や地球温暖化防止にも貢献できます。

　また、右表の店舗は、県の『マイバッグ・ノーレジ袋

推進店』に加盟されレジ袋削減を推進されていますので、

紹介します。推進店への加盟を検討される事業所は、県

のホームページをご覧ください。（県庁ホームページ

⇒くらしと教育⇒環境⇒募集）

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

マイバッグ持参特典
市内加盟店名

（５０音順）

いなりの里

１ポイントサービス
Ａコープ佐賀

ララベル店

３ポイントサービス
スーパーセンター

トライアル鹿島店

１ポイントサービス
スーパーモリナガ

鹿島店

むーらんるーじゅ

鹿島店

No.１０３
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恭夏の作業おまかせください

　『草取り、草刈り』『農作業』『庭木の

　剪定』『網戸、襖の張り替え』のほか

　『家事』『はがき書き』など、いろい

　ろな作業についてお気軽にご相談、

　注文ください。

恭住宅用火災警報器の取り付けをし

ています

　住宅用火災警報器の取り付けを　

　やっています。お手持ちの警報機

　の取り付けのみでも、機器の販売

　だけでもいたします。

恭家庭菜園・果樹園等に剪定枝葉の

チップ（EM入り）はいかがですか

　剪定した枝葉をチップ化し、EM菌を

　混ぜて発酵させました。この堆肥を

　使いやすい『袋詰め』やトラック　

　『バラ積み』で販売しています。

恭刃物研ぎいたします

　包丁、かま、のこ、チェーンソー

　などの刃物研ぎをお受けします。

　と　き　６月２０日（木）８時３０分～

　　　　　当日ご都合がつかない人は、

　　　　　前日までにセンターへ。

恭会員を募集しています

　お友だちお誘い合わせ、ご加入ください。

　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　６月２０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

おお知知ららせせ
夏の準備、承ります

鹿島市シルバー人材センター

問い合わせ・ご注文

 

　労働保険（労災保険・雇用保険）の申

告・納付の手続きは、６月１日（土）か

ら７月１０日（水）までにお願いします。

　この手続きは、電子申請が便利で

す。詳しくは『佐賀労働局』のホー

ムページへアクセスしてください。

鹿島地区申告相談会

　と　　き　７月８日（月）

　　　　　　１０時～１５時

　と　こ　ろ　藤津建設会館

※この他、県内各地区で申告相談会

　を開催していますので、都合の良

　い会場に来てください。

 　

　　武雄労働基準監督署

　　緯０９５４（２２）２１６５

　　佐賀労働局労働保険徴収室

　　緯０９５２（３２）７１６８

労働保険の年度更新を
お忘れなく

詳しくは

 

　日本遺族会では、戦没者の遺児を

対象に旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行

うとともに同地域の住民と友好親善

を目的とする慰霊友好親善事業を実

施しています。本年度は、２０地域が

対象です。

参加費用　９万円

 　佐賀県遺族会

　　　　　緯０９５２（２３）４４９０

戦没者遺児による慰霊友好
親善事業の参加者募集

詳しくは

潤市税集合徴収分
潤介護保険料 の
第１期の口座振替日は

６月２８日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

平成２５年４月市長交際費支出状況表

７日（金）　　　　　　　開会、会期の決定、議案の一括上程（提案理由説明）

８日（土）～１１日（火）　　休会

１２日（水）　　　　　　　議案審議

１３日（木）　　　　　　　調整日

１４日（金）　　　　　　　常任委員会

１５日（土）～１６日（日）　　休会

１７日（月）～１９日（水）　　一般質問

２０日（木）　　　　　　　調整日

２１日（金）　　　　　　　委員長報告、議案審議、質疑、討論、採決、閉会

開　議　１０時～

 詳議会事務局　緯０９５４（６３）２１０４詳しくは

※一般質問の数などにより議事日程

　を変更する場合があります。

※一般質問などの内容は鹿島市ＨＰ

　の『鹿島市議会』に掲載します。

※ケーブルテレビでは１１チャンネル

　で議会中継を放送します。

市議会６月定例会会期日程（案）
～傍聴にきてみませんか～

情報掲示板　愚　お知らせ

　平成２５年４月分市長交際費の支出状況を公表します。

 　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

支出の相手方、行事名支出金額支出日区　分

六蔵セット、のり（市制６０周年記念事業に係る打合せ）４，９４０円
４月２３日接　遇

お菓子詰め合わせ２箱（日本棋院、野球殿堂博物館へ土産）４，２００円

市交通安全指導員会懇親会２，０００円４月１日

会　費 鹿島商工会議所青年部定時総会５，０００円４月１２日

市・町長会議懇談会１，５００円４月１７日

供花１件１０，０００円
４月８日

弔　慰 香典１０，０００円

供花１件１０，０００円４月１６日

４７，６４０円合　計
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　現在使用している防災行政無線を

デジタル無線にするための電波伝搬

調査および音響調査を実施します。

　調査内容としては受信のアンテナ

を設置したり、仮設のスピーカーで

放送したりしますので、ご理解とご

協力をお願いします。

期　　間　６月から１カ月程度

場　　所　地区公民館、小・中学校、部

　　　　　落公民館、消防車庫など災

　　　　　害時の避難場所や活動拠点

 　総務課防災係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１３

 

　北公園内のジャブジャブ池（幼児

用水遊び場）をオープンします。事故

防止のため、必ず保護者と一緒にご

利用ください。たくさんの来園をお

待ちしています。料金は無料です。

と　　き　６月１５日（土）～９月１５日（日）

　　　　　９時～１７時　

 　生涯学習課文化・スポーツ係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

 

　６月２日に県内一斉美化活動が行

われます。あらかじめ地区が選定し

た市内の各海岸、河川、公園、道路

などの清掃をお願いします。環境美

化、快適な環境づくりのため、皆さ

んのご協力をよろしくお願いします。

と　　き　６月２日（日）

と　こ　ろ　各地区選定カ所

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

　　

 

と　　き　平成２６年２月９日（日）

と　こ　ろ　佐賀県教育会館

種　　類　第一、二種衛生管理者・

　　　　　潜水士・二級ボイラー技士

申　請　先　佐賀県労働基準協会

　　　　　緯０９５２（３７）８２７７

 　九州安全衛生技術センター

　　　　　緯０９４２（４３）３３８１

防災行政無線の
調査を実施します

詳しくは

北公園ジャブジャブ池
プール開き!!

詳しくは

県内一斉ふるさと
美化活動へご協力を

詳しくは

労働安全衛生法に基づく
免許試験のご案内

詳しくは

 

　市では『成分献血』にご協力いただ

ける皆さんを募集しています。献血

にはいくつかの条件があります。

と　　き　７月４日（木）９時～１７時

と　こ　ろ　県赤十字血液センター　

　　　　　（佐賀市）　※送迎あり

条　　件　１８歳～６９歳の人で

　　　　　男性は体重４５kg以上の人

　　　　　女性は体重４０kg以上の人

申込期限　６月２４日（月）

 

　　保健センター予防係

　　緯０９５４（６３）３３７３

 

 

　放送大学では、平成２５年度第２学

期（１０月入学）の学生を募集していま

す。放送大学はテレビやインター

ネットを利用して授業を行う通信制

の大学です。

　心理学・福祉・経済・歴史・文

学・自然科学など、幅広い分野を学

べます。

　出願期間は８月３１日までです。

資料を無料で配布してますので、お

気軽に請求してください。『放送大

学』ホームページでも受け付けてい

ます。

 く放送大学佐賀学習センター

　　　　　緯０９５２（２２）３３０８

 

と　　き　７月２６日～８月２３日の

　　　　　期間の毎週金曜日　計５日間

　　　　　９時３０分～１２時

　　　　　※全日程参加できる人

と　こ　ろ　県立盲学校

内　　容　点字の基礎・パソコン点訳

受　講　料　１,０００円程度（テキスト代）

応　　募　６月２４日（月）～２８日（金）

　　　　　９時～１６時（電話のみ）

定　　員　１２人（先着順）

 く県立盲学校地域支援部

　　　　　緯０９５２（２３）４６７２

成分献血に
ご協力ください

申込・問合せ先

講講習習会会・・教教室室
放送大学

１０月生募集

詳しくは

県立盲学校　公開講座
『点字・点訳ボランティア入門』

詳しくは

 

　報告書や案内文を自分で作成でき

るようになりませんか？

日　　程　

　ワード基礎講習　６月４・１１・１８・２５日（火）

　エクセル基礎講習　６月６・１３・２０・２７日（木）

※各講習　計４回

時　　間　・１０時～１２時コース

　　　　　・１３時３０分～１５時３０分コース

※希望の講習と時間をお選びください。

と　こ　ろ　ＮＰＯ法人リライフ（東町）

受　講　料　５,０００円（テキスト代含む）

 　ＮＰＯ法人リライフ

　　　　　緯０９５４（６３）２４２８

 

　市内には、日本語が理解できない

ために生活に困っている人や読み書

きを学びたい人、日本人ともっと交

流がしたい人など、いろいろな国か

ら来られた人が生活しています。

　市民として、よりよい生活を送る

ためには、日本語支援を通じて身近

な国際交流をする場所が必要です。

　そのための日本語教室を作り、と

もに活動する人を募集します。

と　　き　６月１８日～７月２３日の

　　　　期間の毎週火曜日　計６日間

　　　　１９時～２１時

と　こ　ろ　エイブル3階研修室など

内　　容　講座、ワークショップ、実習

定　　　員　２０人

受　講　料　無料

 

　　佐賀県日本語学習支援

　　『カスタネット』　有瀬

　　緯０８０（６４０３）９８７０

 

対　　象　求職者で４０歳未満の人

募集科名　電気制御技術科　１５人

申込期間　６月３日（月）～７月４日（木）

面　接　日　７月１２日（金）

訓練期間　７カ月

　　　　　※企業内実習１カ月含む

申　込　先　ハローワーク鹿島

 くポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

パソコン講習

詳しくは

『鹿島日本語教室』
立ち上げ“後押し”講座

申込・問合せ先

平成２５年８月生
職業訓練受講生募集

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ・講習会・教室
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　春の錬成会を新しい先生を迎えて

行います。当日の受付も可能ですの

で、お気軽に参加してください。

と　　き　６月３０日（日）

　　　　９時３０分～１６時

と　こ　ろ　福祉会館３階大会議室

講　　師　松尾　洋一さん（伊万里市）

内　　容　漢字作品の作り方について

持　参　物　書道用具一式、新聞紙数枚

　　　　　※資料、手本は準備します。

受　講　料　２,０００円（昼食代含む）

 

　く鹿島書の会庶務係　久冨

　　緯０９５４（６２）４７１６

 

と　　き　７月６日（土）～７日（日）

と　こ　ろ　黒髪少年自然の家

内　　容　講義、実習（登山、野外炊飯など）

対　　象　高校生以上

申　　込　６月２１日（金）まで

参　加　費　２,５００円（食費４食分など）

 く黒髪少年自然の家　廣尾

　　　　　緯０９５４（４５）２１７０

 

 

　人権擁護委員は、国民の基本的人

権が侵害されないように絶えず監視

し、もし侵害があった場合には、適切

な処置を講じ、救済を図ります。

　市には次の６人の人権擁護委員が

います。人権相談は無料で秘密は守

られます。日時などは毎月最終ペー

ジ『くらしの情報』をご覧ください。

人権擁護委員

　　関　　正和さん　（納富分）

　正寶　典子さん　（筒　口）

　三原　治子さん　（久保山）

　福田　節子さん　（湯ノ峰）

　森田　　寛　さん　（中　村）

　山田　次郎さん　（西塩屋）

 詳人権・同和対策課

　　　　　緯０９５４（６３）２１２６

鹿島書の会『春の錬成会』

申込・問合せ先

黒髪ボランティア
養成セミナー

詳しくは

相相 談談
６月１日は

人権擁護委員の日

詳しくは

 

　私達の日常生活は、行政と深くつ

ながっており、その関わりは税金、

年金、保険、道路など多岐にわたっ

ています。

　行政の仕事やサービス、仕組みや

手続きに関して、お困りごとはあり

ませんか？

　そんなときには、次の２人の総務

大臣から委嘱された『行政相談委員』

にご相談ください。相談は無料で、

秘密は固く守ります。日時などは毎

月の広報かしま最終ページ『くらし

の情報』に掲載している『行政・人

権・心配ごと相談』をご覧ください。

行政相談委員

　井上　致子さん

　中村　和典さん

 　総務課総務係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１３

 

　杵藤保健福祉事務所では、神経難

病と診断された人や体の不調や症状

で悩んでいる人などの医療に関する

相談を受けています。

と　　き　６月２５日（火）

　　　　１５時～１６時３０分

と　こ　ろ　杵藤保健福祉事務所（武雄市）

相　談　医　白石共立病院神経内科医

　　　　　水田　治男さん

申　　込　６月１９日（水）まで

 

　　　杵藤保健福祉事務所難病担当

　　　緯０９５４（２２）２１０５

 

　看護師とソーシャルワーカーにお

越しいただき、外国人を対象に無料

で日本の医療システムや健康管理に

関する相談を行います。

と　　き　偶数月　第３水曜日

　　　　　※次回は６月１９日（水）

　　　　　１４時～１５時３０分

※通訳が必要な方は予約をしてください。

 く佐賀県国際交流協会

　　　　　緯０９５２（２５）７９２１

行政相談委員の紹介

詳しくは

難病医療相談

申込・問合せ先

外国人のための
無料健康相談

詳しくは

 

 

受験資格　

　①一般職試験（高卒者試験）

　　　平成２５年４月１日において高

　　校または中等教育学校を卒業し

　　て２年を経過していない人およ

　　び平成２６年3月までに上記学校

　　を卒業する見込みの人

　②一般職試験（社会人試験（係員級））

　　　昭和４８年４月２日以降に生ま

　　れた人

　③税務署職員採用試験

　　　平成２５年４月１日において高

　　校または中等教育学校を卒業し

　　て３年を経過していない人およ

　　び平成２６年3月までに上記学校

　　を卒業する見込みの人

受付期間　６月２４日（月）～２８日（金）

　　　　　※インターネット申し込みの

　　　　　　場合は７月３日（水）まで

１次試験　９月８日（日）

 く人事院九州事務局

　　　　　緯０９２（４３１）７７３３

　　　　　人事院ホームページ

　　　　　http://www.jinji.go.jp/

　　　　　採用情報ナビへお進みください。

 

 

　西日本最大級のア

マチュア囲碁大会、

『祐徳本因坊戦』が

開催されます。『囲

碁発祥の地鹿島』を

アピールするため、

一般の部・小学生の

部・中学生の部を開

催します。間近で観戦してみません

か。

と　　き　６月１日（土）・２日（日）

　　　　　両日とも９時～

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社参集殿

 く碁聖寛蓮顕彰会　藤永

　　　　　緯０９０（７３９２）９２６６

試試験験・・採採用用

国家公務員採用試験

詳しくは

イイベベンントト
祐徳本因坊戦を
観戦しませんか

詳しくは

情報掲示板　愚　講習会・相談・採用・イベント
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健康は　食から　歯から　元気から

　　　６月４日から６月１０日までは、歯と口の健康週間です。

　　　この機会に歯や口の健康について見直してみましょう。

　　　　　喰８０歳になっても２０本の歯を保とう（８０２０運動）

　　　　　喰一生自分の歯で食べよう

　食中毒は、一年を通じていつでも発生します

が、高温多湿となるこれからの時期に集中して

発生する傾向があります。これらの食中毒を予

防するため、食中毒の原因菌・ウイルスを

『つけない！・増やさない！・消滅させる！』

の３つのポイントを心がけ発生を防ぎましょう。

実践しましょう！３つのポイント

①つけない！

　食品や手、調理器具はしっかり洗いましょう。

　食品は包んで保存しましょう。

②増やさない！

　室内に放置せずに冷蔵庫に保存しましょう。

　作った料理は早めに食べましょう。

③消滅させる！

　食品内部まで十分に加熱しましょう。

　調理器具は定期的に消毒しましょう。

お知らお知らせせ 　フッ化物塗布は、歯の質を強くし、むし歯に

なりにくくします。市では、２歳時に２回目フッ

化物塗布を行っていますので、歯みがきをして

お越しください。(予約不要)

と　　き　６月２７日（木）

受付時間　１３時４５分～１４時

そ　の　他　７月以降も毎月の１歳６カ月健診時

　　　　　に行っていますので、日程を広報か

　　　　　しまでご確認ください。

食中毒にご注意くださ食中毒にご注意くださいい ２回目フッ化物塗布を実施しま２回目フッ化物塗布を実施しますす

フッ化物塗布は３カ月ごとに継続して行

うと効果的といわれています。　　　　　

　鹿島市保健センター

　　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

食育とは?

・生きる上での基本であって、知育、徳育および体育

　の基礎となるべきもの。

・さまざまな経験を通じて『食』に関する知識と『食』

　を選択する力を習得し、健全な食生活を実践する

　ことができる人間を育てること。

食育月間を機会に食生活の大切さを見直してみま

しょう

・食を通じたコミュニケーション

・バランスの取れた食事

・望ましい生活リズム

・食を大切にする気持ち

・食に関する知識と選択力

６月は食育月間で６月は食育月間ですす

　市食生活改善推進協議会では『食育の日』

１９日に料理教室を実施します。参加を希望す

る人はお申し込みください。

日　　程　６月１９日（水）、７月１９日（金）、

　　　　　９月１９日（木）

　　　　　※１０月以降の日程は１０月の広報かし

　　　　　　までご案内します。

時　　間　１０時～１４時

と　こ　ろ　エイブル調理室

会　　費　３００円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角布

申込期限　開催日の１週間前

申　込　先　保健センター予防係

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

食改さんの料理教食改さんの料理教室室
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恭対　象　者　

恭交付時期　

　『子宮頸がん検診』『乳がん検診』　　　５月下旬に郵送しています。

　『大腸がん検診』　　　　　　　　　　８月

恭有効期間　

　『子宮頸がん検診』『乳がん検診』　　　平成２６年２月２８日まで

　『大腸がん検診』　　　　　　　　　　９月１８日～１２月６日

恭受診方法　

　『子宮頸がん検診』『乳がん検診』　　　指定医療機関での個別検診

　　　　　　　　　　　　　　　　　　または市実施の集団健診

　『大腸がん検診』　　　　　　　　　　市実施の集団検診

　※詳しくは送付する案内をご覧ください。

　４０歳を過ぎたら骨量チェック！

　対象者で希望する人はお申込みください。

対　象　者　平成２５年４月２日～平成２６年４月１日　

　　　　　の間に、４０･４５・５０・５５・６０・　　

　　　　　６５・７０歳になる女性

検診日時　６月２８日（金）１３時３０分～１５時３０分

検診場所　保健センター

料　　金　６００円

　　　　　ただし、市民税非課税世帯・生活保護

　　　　　世帯と後期高齢者医療制度被保険者は

　　　　　無料

内　　容　腕のレントゲン撮影（１０分程度）

注　意　点　妊娠の可能性がある人は受けられません。

定　　員　５０人（先着順）

申込締切　６月１４日（金）

がん検診を受けましょがん検診を受けましょうう

骨粗しょう症検診を受けましょ骨粗しょう症検診を受けましょうう

　５月に配布しました各種検診申込調査の内容をよく読んで

記入の上、６月１７日（月）までに所定の場所（申込書に記載）へ

提出してください。

各種検診の申込各種検診の申込はは６月６月１７１７日まで日まで

対象者検診名

４０歳以上男女胃がん検診

４０歳以上男女肺がん検診

４０歳以上男女大腸がん検診

２０歳以上で昨年度　未受診の女性子宮がん検診

４０歳以上で昨年度　未受診の女性乳がん検診

５０～７２歳男性前立腺がん検診

３０歳以上男女で過去未検査者肝炎ウィルス検査

けんしけんしんん
　がんの早期発見、早期治療を目的に、特定の年齢の人を対象に『子宮頸がん検診』『乳がん検診』

『大腸がん検診』の無料クーポン券と検診手帳を交付します。ぜひご活用ください。

『乳がん検診』『大腸がん検診』『子宮頸がん検診』

昭和４７年４月２日～昭和４８年４月１日平成４年４月２日～平成５年４月１日対
象
者
の
生
年
月
日

昭和４２年４月２日～昭和４３年４月１日昭和６２年４月２日～昭和６３年４月１日

昭和３７年４月２日～昭和３８年４月１日昭和５７年４月２日～昭和５８年４月１日

昭和３２年４月２日～昭和３３年４月１日昭和５２年４月２日～昭和５３年４月１日

昭和２７年４月２日～昭和２８年４月１日昭和４７年４月２日～昭和４８年４月１日
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乳幼児の健康診査や予防接種等の問合せ先

保健センター予防係緯０９５４（６３）３３７３６月の子育て

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）

３歳６カ月健診
対　象　平成２１年１１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・目・耳の検査
　　　　　　　　歯科・耳鼻科・小児科医の診察

１３日（木）１歳６カ月健診
対　象　平成２３年１１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カ月健診　　　
対　象　平成２５年２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。

・予防接種を受ける際には、保護者同伴が原則です。特段の理由で同伴することができない場合で、お

　子さんの健康状態をよく知っている親族（祖父母など）が同伴する場合には『委任状』が必要になります。

・『委任状』は保健センターや市内の実施医療機関にありますので、記入して持っていきましょう。

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１９年４月２日～平成２０年４月１日

　　　　　　　　に生まれた子ども

接種期限　第２期は４月１日から平成２６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カ月から７歳６カ月未満の子ども

　　　　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カ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

　平成２４年９月から口から飲む『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カ月から７歳６カ月未満の子ども

接種回数

胸不活化ワクチンは、初回接種を２０日～５６日の間隔をお

　いて３回、その後、１年～１年６カ月の間に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

　～５６日の間隔をおいて２回、その後１年～１年６カ月

　の間に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歳誕生日の前々日の子ども

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。

Ｂ・Ｃ・Ｇ
　４月１日からこれまで生後６カ月未満であった対

象年齢が拡大されました。

対象者　生後3カ月から１歳未満の子ども

　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４月２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した。

対象者　生後３カ月から７歳６カ月未満で、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カ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。

ヒブワクチン・小児用肺炎球菌ワクチン
子宮頸がん予防ワクチンの予防接種

　４月より、『任意の予防接種』から『法に基づく予

防接種』に変わり、予防接種を継続して行えるように

なりました。

　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カ月～５歳未満

　　　　　　（接種開始年齢で回数が異なります）
子宮頸がん予防ワクチン

　対　象　者　平成９年４月２日～平成１４年４月１日

　　　　　　に生まれた女子（全３回接種）
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母子健康手帳

母

子

怯子育て支援

母子手帳交母子手帳交付付

受付　１０：００～１０：３０
内容　手帳交付・説明会

対象　市内在住の妊婦

５５・・１１２２・１９・２・１９・２６６日日（水）（水）

子育てサークル　会場受付９時４５分～１０時

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０９５４（６３）０８７４

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

　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（６月）

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

　　　　　　　　　在宅医へ電話で確認してください

　　　　　　　　　杵藤地区消防本部救急医療情報案内　緯０９５４（２２）４２０７

　　　　　　（３）水曜日

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

電　話　番　号所　在　地在　宅　医日　付

０９５４（６３）９２３４鹿島市　古枝中村医院４日（火）

０９５４（４３）０７２５嬉野市　昭和通森医院１１日（火）

０９５４（６３）４０８０鹿島市　若殿分田中医院１８日（火）

０９５４（６７）２１２０太良町　油津田代医院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（日曜日および祝日）

場所・問合せ先　エイブル１階　保健センター　緯０９５４（６３）３３７３
子育てメルマガ配信中！kosodate@city.saga-kashima.lg.jpへ空メール送信で登録

使どこのひろばにも参加できます

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カ月児の保護者

１１日（火１１日（火））

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７月１７日（水）です

１１９９日（水日（水））

のびのびサークル　　　　１０時～１２時
　対　象１歳７カ月児～就学前児と保護者

７日（金）　エイブル　『時の記念日ってな～に？』

２１日（金）　楠　風　館　『ママカフェ♪』

よちよちサークル　　　　１０時～１２時
　対　象５カ月～１歳６カ月児と保護者

１４日（金）　エイブル　『カチコチカッチン♪お時計さん♪』

２８日（金）　楠　風　館　『ママカフェ♪』

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 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気軽にご相談くださいい
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

※１０日・１７日雨天時はエイブル１階です

２カ月児相２カ月児相談談

受付　１３：３０～１３：５０
内容　体重測定・個別相談

対象　平成２５年４月生まれ

１８日（火１８日（火））

マタニティマタニティススクールクール

受付　１３：１５～１３：３０
内容　赤ちゃんのお風呂ほか

対象　妊婦

６６日（木日（木））



24 Ｈ２５(２０１３).６.１　広報かしま

１～２日　祐徳本因坊戦・・・・・・・・・・・・・・［１９ページ参照］
　　　　　　　　　　　　　　　　祐徳稲荷神社参集殿
２日（日）　県内一斉ふるさと美化活動・・［１８ページ参照］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　各地区選定カ所
９日（日）　鹿島ガタリンピック・・・・・・・・［７ページ参照］
　　　　　　　　　　　　　　　七浦海浜スポーツ公園
２２日（土）　沖仁コンサートスタイル・・・・［１４ページ参照］
　　　　　　　　　　　　　　エイブルホール　１９時～
２７日（木）　肥前浜宿まちなみ活用委員会
　　　　　　　　　　継場（八宿）ほか　１９時３０分～２１時

　　　　　　　　　　　都市建設課　緯（６３）３４１５

広報かしま原稿締切日

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館２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
　３日（月）　１０時～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　都市建設課　緯（６３）３４１５
愚快互（かいご）のつどい　エイブル２階和室
　１４日（金）　１３時３０分～１５時　包括支援センター　緯（６３）２１６０
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

愚消費生活相談　市民会館２階第５会議室
　３・１０・１７・２４日（月）、７・１４・２１・２８日（金）

　　９時３０分～１２時、１３時～１６時３０分

　※３日のみ市民会館１階第４会議室

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
愚発達障害児（者）専門相談　市役所５階第７会議室
　２５日（火）　１０時～１６時　要予約

　ＮＰＯ法人　それいゆ　緯０９０（６２９６）７５５０
愚ことばの相談　福祉事務所相談室
　２７日（木）　　１３時３０分～１６時　

愚厚生年金・国民年金相談
　市民会館１階第４会議室（要予約：市民課緯（６３）２１１７）
　４・1８日（火）　１０時～１２時、１３時～１５時

愚行政・人権・心配ごと相談　老人福祉センター相談室
　５・１９日（水）　１０時～１２時、１３時～１５時

　社会福祉協議会　緯（６２）２４４７
愚土地・建物に関する無料相談所　市民会館２階第５会議室
　２５日（火）　１３時３０分～１６時３０分　都市建設課　緯（６３）３４１５

６月

 水無月 
みなづき

兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
池田設備左官工務店　緯（６２）１７３２
中村設備　　　　　　緯（６３）４８４６
峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８
岡田電機　　　　　　緯（６３）１１６４
鹿島工設　　　　　　緯（６３）１３２３
佐賀庭苑　　　　　　緯（６２）８８１６
植松建設　　　　　　緯（６２）３５２６
家永設備　　　　　　緯（６２）７１２９
荒木建設　　　　　　緯（６３）１４４５

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

　　　広報かしま　編集・発行

　　　鹿島市役所　総務部　企画財政課　〒８４９－１３１２　佐賀県鹿島市大字納富分２６４３番地１
　　　　緯０９５４（６３）２１１４（直通）　姉０９５４（６３）２１２９　URL　http://www.city.saga-kashima.lg.jp/　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　この広報紙は再生紙を使用しています

８月号７月号
７月３日６月３日

在宅当番医・当番薬局
受付時間　９時～１７時
※受診の際は事前に在宅当番医へ電話で確認してください。
建おくすりノートを持っていきましょう

夜　　間　杵藤地区消防本部救急医療情報案内
　　　　　緯０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は２３ページをご覧ください

当番薬局在宅当番医日

アルバ薬局犬塚病院　緯（６３）２５３８２日（日）

おおぞら薬局田中医院　緯（６３）４０８０９日（日）

溝上薬局西牟田店別府整形外科　緯（６３）３０６３１６日（日）

前山薬局西岡内科クリニック　緯（６３）４０９０２３日（日）

ミズスカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５３０日（日）

（６月分）

１・８・１５・２２・２９日（土）
２・９・１６・２３・３０日（日）

市役所
保健センター

３・１０・１７・２４日（月）
２７日（木）

市民図書館

３・１０・１７・２４日（月）
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




