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　１０月１０日、１１日の２日間、市内４つの小中学校で『ふ

れあい囲碁』が開催されました。（写真は明倫小学校）

　『ふれあい囲碁』とは、日本棋院所属の安田泰敏九段が、い

じめをなくすため、人と人とのコミュニケーションをとる手

段として、囲碁を取り入れられたものです。

　囲碁を初めて打つ子どもたちは、簡単な説明のあと、友達

や先生、地域の人たちと楽しく打っていました。

碁聖　寛蓮　碁式献上１１００年記念　ふれあい囲碁

平成２５年９月３０日現在

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１５－人３８－世帯１０,７２８人３１,２１８

世帯９－人９－世帯　５,３２４人１４,３８４鹿　　島

世帯０人４－世帯　１,１６２人  ３,７３３能　古　見

世帯１－人４－世帯　１,０１０人  ３,１９０古　　枝

世帯１＋人４－世帯　１,０５５人  ３,１２５浜

世帯２－人５－世帯　１,２２５人  ３,６８８北　鹿　島

世帯４－人１２－世帯　　　９５２人  ３,０９８七　　浦

人２０－人１４,６９３男

人１８－人１６,５２５女

写真

№１０３９

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。

筋

芹

緊

菌

錦錦錦錦錦錦錦錦錦錦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禁禁禁禁禁禁禁禁禁禁

欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣
欣

欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽
欽

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、それが承認された場合

恭保育料はどのようにして決まるの？

　毎月の保育料は、４月１日時点の子どもの年齢およ

び扶養義務者（主に父母または家計の主宰者）の前年分

の所得税額（国税）を合計した額により４月に算定され

ます。所得税非課税の場合は、前年度分の住民税（市民

税）により決定します。（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（幼稚園含む）は、

第２子半額、第３子以降は無料となります。

※保育料に関する個別相談は、福祉事務所で受け付けます。

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。

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、日々通所できる障がい児を預

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。

　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。各保育所が、厚生省の定めた保育指針に従い保育を実施しています。

　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

保育所ってどんなところ？
～平成２６年度保育所受付および保育内容のお知らせ～
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恭申込方法は？

　平成２６年４月からの新規入所と継続入所の受け付け

を始めます。

■持ってくるもの

　保育料を口座振替する通帳とその印鑑

【継続入所およ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、保育所より別途お

知らせがあります。

※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。

【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２日（月）～　　　

平成２６年１月１７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
１７時～２０時１２月２日（月）、３日（火）

電　　話所　在
開所時間

（延長保育時間含む）
定員
（人）

保育所名

（６３）４４５０井　　手７時～１９時　８０め　ぐ　み

（６２）０６２７八　　宿７時～１９時　８０海　　童

（６３）０１９５高　津　原７時～１９時１２０旭　ヶ　岡

（６２）０８１０行　　成７時～１９時１３０誕　生　院

（６２）２３７９東　　町７時～１９時１２０ア　ソ　カ

（６３）１３３５若　殿　分　　７時～１９時３０分１２０こ　と　じ

（６２）２８３４下　古　枝７時～１９時　９０若　　草

（６３）５０６２野　　畠７時３０分～１９時　　　６０共　　生

（６２）２５８０中　　村７時～１９時　８０み　ど　り

（６２）３４８４小　舟　津７時～１９時　７０鹿　　島

（６３）３３１５東三河内　　　７時～１８時３０分　　４５能　古　見

（６２）８３１３　音　　成　　　７時～１９時　　　２０おとなり

（６２）８９４９飯　　田　　７時～１９時　　　３０飯　　田

（６３）１４０１東　塩　屋　　７時～１９時　　　４０七　　浦

・定員、開所時間などは、平成２５年１０月１日現在の実績ですので、変更がある場合もあります。

・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。

恐保育所の紹介

怯道路に張り出した樹木や草木の剪定のお願い
　最近、私有地から樹木や草木が張り出したり、覆いかぶさるなど、通行に支

障が出ているところが見受けられます。

　これにより、道路標識が見づらくなったり、路面が滑りやすくなったりして、

交通事故の原因になる恐れがあります。樹木などが原因で事故が発生すると、

所有者の管理責任が問われる場合があります。

　安全・安心して道路を通行できるように、定期的な刈り込みをお願いします。

 　都市建設課土木管理係　緯０９５４（６３）３４１５詳しくは
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　商業施設ピオの建物の一部（主に３階、４階）を市が取得（区分所有）することについては、アスベストを含む建材

が使用されていたことや不動産鑑定評価の業務委託契約などをめぐって、市議会９月定例会などでさまざまなご意

見をいただいています。計画の現状と課題について掲載しますので、ご覧ください。

 　企画財政課企画係　緯０９５４（６３）２１０１

怯アスベスト対策について

　ピオで確認されたのは、Pタイル（床材）などの成型板で、飛散の心配はなく、通常の使用に影響はないもので、

即時除去しなければならないなどの法的規制もありません。（レベル３　非飛散性）

　アスベストは、そこにあることが問題なのではなく、『空気中に飛散することが問題』となります。

　しかしながら、市民交流プラザ（仮称）を不安なく安心して利用していただくため、改修工事と併せ、アスベスト

含有建材は、市施設や民間施設の区別なく、地下１階から４階までの全フロアから除去します。

怯不動産鑑定士事務所の登録および業務委託契約について

　ピオの一部を取得（区分所有）するにあたり、取得価格の積算の参考とするため不動産鑑定士による『鑑定評価』

を行い、９月議会において取得価格を１４６,４１９,１２７円とした『財産の取得』議案を上程し、可決されました。

　鑑定評価を行う不動産鑑定士事務所については、複数の県にまたがって

事務所を置く場合には国土交通省の登録を必要としますが、鑑定を行った

この業者（本社　福岡市）は福岡県のみの登録であり、不動産鑑定士事務所の

要件を満たしていない佐賀県内の支店と鹿島市が契約していたことに対し、

議会などで指摘がありました。

　しかしながら、鑑定評価そのものは、国家資格をもつ本店の不動産鑑定

士が行っていることから、財産の取得価格を積算するための参考として差

し支えないものと判断して上記議案を提案しており、議決に影響を及ぼす

ものではありません。

　市民交流プラザ（仮称）の整備（老人福祉センター、子育てひろば、鹿島

公民館などの公的施設を設置予定）により、多くの皆さんから「利用しや

すい」「気軽に行ける」と思っていただけるような施設づくりに努めます。

詳しくは

　来年４月にオープン予定の鹿島市活性

化施設（仮称）の愛称を募集しています。

応募期限　１１月１５日（金）

応募方法　郵送、ＦＡＸ、鹿島市ＨＰ、

　　　　　市役所・エイブルに設置の投票箱

※詳しくは鹿島市ＨＰをご覧ください。

 　

　　〒８４９－１３１２

　　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　　農林水産課農政係

　　緯０９５４（６３）３４１３

　　姉０９５４（６３）２３１３

応募・問合せ先

活性化施設
愛称募集中

レベル３（非飛散性）レベル２（飛散性）レベル１（飛散性）分　類

その他の石綿含有建材

（固定化された成型板等）

石綿含有保温材、石綿含有耐

火被覆材、石綿含有断熱材

石綿（アスベスト）含有吹付け材

建
材
の
種
類

低い高い著しく高い飛散性

破砕しない限り、飛散の恐れ

は低く、日常生活に影響はあ

りません。

飛散の恐れがある場合は、除

去、封じ込め、囲い込み等の

飛散防止措置が必要

飛散の恐れがある場合は、直

ちにその場所を隔離し、除去

等ハイレベルな措置が必要

必要な

対　策
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秋季全国火災予防運動　１１月９日（土）～１５日（金）
消すまでは　心の警報　ＯＮのまま
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設置場所
　①　寝室の天井または壁【煙感知器】

　②　２階に寝室がある場合は、寝室および階段の

　　　踊り場の天井または壁【煙感知器】

　③　台所の天井または壁【熱感知器】

　　　★ 義務はありませんが設置を勧めます。

 　鹿島消防署

　　　　　緯０９５４（６３）１１１９

詳しくは

いのちを守る７つのポイント
【３つの習慣】

　１．寝たばこは、絶対やめる。

　２．ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で利用する。

　３．ガスこんろなどのそばを離れるときは、必ず火を消す。

【４つの対策】

　１．逃げ遅れを防ぐために、住宅用火災報知機を設置する。

　２．寝具や衣類からの火災を防ぐために、防火製品を使用する。

　３．火災を小さいうちに消すために、住宅用消火器などを設置する。

　４．お年寄りや体の不自由な人を守るために、隣近所の協力

　　体制をつくる。

　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付けられています。

まだ設置されていないご家庭は、早急に設置してください。

『火の用心フェア』を開催します

　秋季全国火災予防運動の一環で鹿島消防署では

『火の用心フェア』を開催します。

　消防士が実際に使用している、消防車や救急車、

その他さまざまなな消防用具に触れ、消防との交

流を深めつつ、防災意識を高めましょう。

と　　き　１１月３日（祝）

　　　　　９時３０分～１２時

　　　　　（雨天時、出動時は中止します）

と　こ　ろ　市民会館前広場

住宅用火災警報器はもう取り付けましたか？

澗

監

環

看

潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅

潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅潅

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘
甘

　警察では、犯罪被害者などが置かれている状況や支援の必要性について広く理解を深めるため、１１月２５

日～１２月１日までの間、犯罪被害者週間を実施します。

 　鹿島警察署　　緯０９５４（６３）１１１１

【各種相談】

ヤングテレフォン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・緯０１２０（２９）７８６７

レディーステレフォン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・緯０９５２（２８）４１８７

警察相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・緯＃９１１０または緯０９５２（２６）９１１０

民間の相談窓口　ＮＰＯ法人佐賀ＶＯＩＳＳ・・・・・・・・・・緯０９５２（３３）２１１０

このほか、鹿島警察署でも受け付けています。まずは相談を！

詳しくは

犯罪被害者週間　　～「ひとりで悩まず、心の扉をひらいて！」～

消防署からのお知らせ
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勤　務　地　鹿島市大字中村９１７番地２

　　　　　杵藤地区広域市町村圏組合　介護保険事務所

勤務時間　８時３０分～１７時１５分

応募方法

　履歴書（写真付き）および資格証の写し各１通を応募

　先まで持参または郵送してください。

募集期限　採用され次第打ち切ります

選考方法　面接試験

応募先

　　〒８４３－００２３

　　武雄市武雄町大字昭和１番地２

　　杵藤地区広域市町村圏組合事務局総務課

　　緯０９５４（２３）５１４２

 　

　　杵藤地区広域市町村圏組合介護保険事務所

　　緯０９５４（６９）８２２２

詳しくは

職　務　内　容採　用　期　間応　募　資　格募集人員

地域密着型サービスおよび

地域包括支援センター業務

指導など

採用の日～

平成２６年３月３１日
（勤務状況により５年を限度

として更新あり）

・県内に居住している人

・パソコンが実務レベルでできる人

・普通自動車運転免許を有する人

・介護支援専門員の資格を有し、資格

　取得後３年以上の実務経験がある人

介護保険サービス

業務指導員　１人

杵藤地区広域市町村圏組合

介護保険事務所　嘱託職員募集中
採
　
用

『かし丸くん』を年賀状で使おう！
イ
ベ
ン
ト

　今年誕生した鹿島市のイメージキャラクター『かし丸くん』。

　市内外でもっと『かし丸くん』を知ってもらうため、あなたの年

賀状で『かし丸くん』をＰＲしましょう。鹿島

市の認知度を上げることにもつながりますの

で、皆さんご協力ください。

 　鹿島市観光協会

　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

詳しくは

かし丸くん写真撮影会！
と　　き　１１月３日（祝）

　　　　　１０時～１２時、１３時～１５時

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社

参　加　費　無料（予約不要）

祐徳神社で待ってます♪

　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

　事業者（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、

実施していない事業所に対して、１１月６日（水）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。この文書が届いた事業所は特別徴収の手

続きをしてください。

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（給与支払者）は、特別徴収をする必要

　があります。

胸個人住民税の特別徴収は従業員の人にとって、『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

　の利点がある大変便利な制度です。

 　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは
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２６年ぶりの天元戦　～囲碁～
イ
ベ
ン
ト

　鹿島市では２６年ぶりとなる囲碁の７大タイトルの１つ『天元戦』が開催

されます。

　天元保持者は、プロ７大棋戦のうち６冠（天元、棋聖、名人、本因坊、王座、

碁聖）とテレビアジア囲碁選手権を保持している井山裕太棋士（２４歳）です。

　一方、挑戦者の秋山次郎九段（３５歳）は７大タイトル初挑戦です。

　超一流のプロ棋士の真剣勝負を間近で見られる数

少ない機会です。ぜひ、お越しください。

　と　　き　　１１月２８日（木）９時～

　と　こ　ろ　　祐徳稲荷神社　社務所

　観　覧　料　　無料（１４時から大盤解説あり）

 　教育総務課　緯０９５４（６３）２１０３詳しくは
郭昭和５２年１１月に祐徳神社で行われた天元戦

所　在　地

　古枝甲９５６ー２、古枝甲９５６ー１７

住宅概要

　５階建エレベーター無し。間取りは全て３ＤＫ

　駐車場有り

　家賃は２８,０００円～３３,０００円（棟・階数により変動）

　敷金は家賃2カ月分

　※市外からの転入者に対する優遇措置有り

申　込　書

　１１月１日（金）から都市建設課で『入居申し込みのご

　案内』を配布します。

　（土・日曜日を除く、８時３０分～１７時１５分）

　※市ホームページからもダウンロードできます。

対　象　者

　平成２５年１２月から市営古枝住宅に入居を希望する人

　※入居できる条件があります。詳しくは『入居申し

　　込みのご案内』をご覧ください。

募集戸数　３５戸

受付期間　１１月１日（金）～１２日（火）９時～１７時

抽　選　日　１１月１８日（月）　１９時３０分～

　　　　　市役所５階大会議室

　　　　　※規則で定める優先順位をもとに抽選会を

　　　　　　実施します。

 　都市建設課住宅係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは

市営古枝住宅の入居希望者を募集します
募
　
集

　第４期の市営古枝住宅に入居希望する人を募集します。詳細はお問い合わせください。

　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２２回目となる盛年の集いを

開催します。

と　き　１２月８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２５年４月２日から平成２６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ています）

　　　　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

『盛年の集い』を開催します
募
　
集

隔昨年の天元戦の様子
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　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２６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）

　　　　　※４年生以上の入部は事前に相談が必要です。

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。

利用時間　おおむね１４時～１８時（夏休みなどの長期休暇中は、７時３０分～１８時）

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（金）～１１月１５日（金）

 　福祉事務所社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

特 記 事 項定員と こ ろク ラ ブ 名

煙夏休みなどの長期休暇中利用

　場所が変更となるクラブ。

　・たんぽぽクラブ→能古見小

　・音成分校クラブ→七　浦　小

煙すぎの子クラブの場所は平成

　２６年４月から変更します。

　・のごみふれあい楽習館→能古見小

煙音成分校クラブは平成２６年４

　月開設予定です。

８０人鹿 島 小 内わんぱくクラブ

４０人明 倫 小 内げ ん き ク ラ ブ

４５人明 倫 小 内ほがらかクラブ

１６人浜 小 内光 の 子 ク ラ ブ

４２人農村婦人の家かがやきクラブ

３９人能古見小内すぎの子クラブ

１０人浅浦分校内たんぽぽクラブ

３９人古 枝 小 内ひまわりクラブ

３９人七 浦 小 内ゆめっ子クラブ

１５人音成分校内音成分校クラブ（名称未定）

平成２６年度　放課後児童クラブ入部案内
お
知
ら
せ

　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

《送付時期》

怯平成２５年１月１日～平成２５年９月３０日までの間に

　納付実績のある人・・・平成２５年１１月上旬

怯平成２５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２６年２月上旬

平成２５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！

お
知
ら
せ

↓
大
村
方 久

保
山
↑

　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２３年度、平成

２４年度に新築した大村方消防車庫と久保山消防車庫の詰所

の備品を整備しました。

　 　総務課防災係

　　緯０９５４（６３）２１１３

詳しくは
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　国土交通省では県、市の協力の下に、１２月１日、

『住生活総合調査』を行います。

　これに併せて佐賀県では、より有効な統計結果を得

るため、調査世帯数を拡大して『住生活総合調査（拡

大調査）』を行います。

　この調査は、皆さんが、住宅や住環境について日ご

ろどのように考えているかを伺うもので、住宅施策を

行ううえで重要な基礎資料となるものです。

調査対象　１０月に行われた『住宅・土地統計調査』に

　　　　　ご協力いただいた世帯の一部

調査方法　１１月下旬から１２月上旬までに調査員が訪問

　　　　　します

ご協力、よろしくお願いします。

 　都市建設課住宅係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１５

詳しくは

住生活総合調査にご協力ください
お
知
ら
せ

恭小学生の部

明倫小１年　光武　泰利

明倫小１年　中原　暖斗

明倫小４年　光武　寿珠

明倫小４年　小﨑　結衣

浜　小５年　山口　柚葉

浜　小５年　倉﨑　椋太郎

浜　小５年　有森　慎太郎

明倫小６年　吉田　梨乃

明倫小６年　小﨑　和真

恭中学生の部

東部中１年　原田　玲奈

東部中１年　有森　真子

東部中３年　倉﨑　真衣

東部中３年　峰松　里奈

　平成２５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２３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】小﨑　結衣 【特選】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、３作品が入賞しました。

おめでとうございます。

【特選】倉﨑　真衣

鹿島城大手門の工事に伴い、通行止めになります
お
知
ら
せ

　鹿島城大手門を災害対策の応急処置工事を行うため、次の日程で通行止

めとなります。ご迷惑をおかけしますが、ご協力をお願いします。

　また、通行止めにならない期間も工事を行いますので注意して通行して

ください。

　通行止期間　１１月１１日（月）～２２日（金）

　工　事　期　間　１１月２９日（金）まで

　※工事の進捗状況により期間が変更になる場合があります。

 　生涯学習課文化・スポーツ係　緯０９５４（６３）２１２５詳しくは

通行止区間寓

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

武道館
大手門
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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』）が昨年施行されました。それに伴い、障

がい者虐待の通報や虐待を受けた障がい者からの届け出の受付など、

相談専用窓口を開設しています。

　障がい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。

 　福祉事務所障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

障がい者虐待の相談窓口を開設しています
～まずはご連絡ください～

お
知
ら
せ

情報掲示板ワイド

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

　国民健康保険と後期高齢者医療の被保険者が、はり・

きゅうを受診する場合、助成を受けることができます。

　助成を受けるには、受診券が必要です。

助　成　額　施術１回当たり８７０円

　　　　※はりときゅうを同時に受診しても助成額は

　　　　　８７０円です。

受診券発行窓口　市役所１階　保険健康課

発行に必要なもの

　　国民健康保険、後期高齢者医療の被保険者証

利用できる施術所　鹿島市・嬉野市・太良町内の指定施術所

※後期高齢者医療の受診券は年間２４枚で有効期限が

　３月３１日までです。（再発行できません）

 　保険健康課国保係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

夕暮れ時の早めのラ イト 点灯運動実施中

　これから徐々に日没が早まり、例年、秋から年末にかけての夕暮れ時や夜間は、交通事故が多発します。

　夕暮れ時や夜間、車を運転される際は、次の３項目を特に注意して、交通事故を防ぎましょう。

　　怯　早めにライトを点灯する。（１７時点灯を推奨）

　　怯　昼間より車間距離を長くとり、速度を控える。

　　怯　前照灯は原則上向きで、上向き下向きをこまめに切り替える。

 　総務課防災係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１３

詳しくは

　お店やまちの隠れた魅力を掘り起こし、再発見する企

画『まちなか博物館』を開催します。期間中、まちなか

の約２５カ所の商店や事業所が、昔からお店で使われて

いた道具や秘蔵の品、珍しいお宝を展示するミニ博物館

に変身します。お買いものなどで商店街にお越しの際

に、ちょっと足をのばして、散策してみませんか？

　と　　き　１１月２２日（金）～２４日（日）１０時～１８時

　　　　　※店舗によって店休日などあり。

　と　こ　ろ　鹿島市中心商店街一帯

関連イベント

　胸鹿島美術人協会　色紙・小品展

　　アンジェリック伊東（旧まつや１階）

　　※最終日は１５時まで

　胸織田病院古医書資料館　特別開館

　　鹿島中央交番向かい側

　胸碁聖　寛蓮上人　碁式献上１１００年記念

　　中心商店街連合会囲碁大会　１１月２３日（祝）１３時～

　　ピオ１階　であいの広場

 　鹿島商工会議所　緯０９５４（６３）３２３１詳しくは

まちなか博物館　～鹿島市中心商店街～
イ
ベ
ン
ト

国保・後期高齢者医療の被保険者へ

はり・きゅう助成制度のお知らせ

お
知
ら
せ
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　ロンドンオリンピックで金メダルを獲得した米満達弘選手、世界選手権3位の高塚

紀行選手、ロンドンオリンピック代表の藤村義選手ら８人が鹿島で合宿を行います。

　今回の合宿は、佐賀県内高校生レスリング部とのスパーリングや技術練習がメイン

となります。練習はすべて一般公開されますので、どなたでも見学は自由です。世界

屈指のアスリートの練習風景をのぞいてみませんか。

合宿日程　１１月２日（土）１６時～１８時

　　　　　　　３日（祝）９時～１７時

　　　　　　　４日（振休）９時～１０時

と　こ　ろ　鹿島実業高校武道場

 　生涯学習課文化・スポーツ係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

詳しくは

ロンドン五輪金メダリスト

レスリング米満選手が鹿島で合宿！

お
知
ら
せ

米満達弘選手寓

寓高塚紀行選手（右）

藤村義選手（左）寓

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運運運運運運運運運運市内循環バスと高津原のりあいタクシー運行行行行行行行行行行行３３３３３３３３３３３周周周周周周周周周周年年年年年年年年年年記記記記記記記記記記念念念念念念念念念念事事事事事事事事事事業業業業業業業業業業周年記念事業
みみみみみみみみみみんんんんんんんんんんなななななななななな乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗っっっっっっっっっってててててててててて乗乗乗乗乗乗乗乗乗乗っっっっっっっっっってててててててててて！！！！！！！！！！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あああああああああありりりりりりりりりりががががががががががととととととととととうううううううううう週週週週週週週週週週間間間間間間間間間間みんな乗って乗って！ご利用ありがとう週間！！！！！！！！！！！

　市内循環バス：１１月１１日（月）～１１月１６日（土）

　高津原のりあいタクシー：１１月１２日（火）・１４日（木）・１６日（土）

　※通常の時刻、路線で走ります。

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

 　企画財政課企画係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

情報掲示板ワイド

　１１月１日現在で、『２０１３年漁業センサス』を実施します。漁業センサ

スは、我が国の漁業と漁村を取りまく実態を明らかにするとともに、水産行政

の推進に必要な基礎資料を整備することを目的としています。

　漁業センサスは、漁業の『いま』を知るための５年に１度の大切な調査です。

皆さんのご協力をお願いします。

２０１３年漁業センサス　ご協力のお願い
お
知
ら
せ

 　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

【住宅・土地統計調査へのご協力のお礼】

　１０月１日を基準日に実施しました住宅・土地統計調査へのご協力、ありがと

うございました。調査結果は住まいに関する計画や施策の基礎資料として幅

広く利用されます。

　また、調査結果は総務省統計局のＨＰに掲載されます。
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題善行紹介

９月２６日

エスティ工業株式会社様より

同社の創立４５周年を記念し

てご寄付をいただき、感謝状の

贈呈を行いました。

西部中学校や鹿島小学校の吹

奏楽部の活躍など、市内すべて

の小中学校でがんばっている

「鹿島っ子へのプレゼントと

して１,０００万円を、中心市街地

に整備する子ども達の遊び場

の充実のために１,０００万円をお

使いください」とのお言葉をい

ただいており、市ではご意向に

沿って、有効に活用させていた

だくことにしています。

また、（財）田澤記念館への指定

寄付も１００万円いただいていま

す。

まちなかを花で飾ろう

　１０月１９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。

　今後は各商店が管理をし、だんだん寒

くなるこれからの季節に彩りを与えます。

鹿島高等学校野球部９１期ぶりに九州大会へ

　９月２１日から行われた九州地区高

校野球佐賀大会において、見事準優勝さ

れた鹿島高校野球部から、大坪慎一監督、

森和隆部長、中島準矢主将が１０月２１

日、市長を訪問されました。県大会の報

告と１０月２６日から沖縄県で開催さ

れる九州大会の意気込みを力強く語ら

れました。

　九州大会では健闘され、ぜひ来春、甲子園で開催される、選抜大会への切符を

手にして欲しいものです。

　がんばれ！鹿島高校野球部！！

　『SOi SOi』は鹿島で作られた、
大豆を使ったドレッシングです。
　肥前鹿島駅で販売中！！
　ネットショップもオープン！
http://kashima.shop-pro.jpへ

おにぎり（ツナソイ）と味噌汁

Ｎｏ．３

材料（２人分）
【おにぎり】

・ご飯　　　　　　　　　１合

・ツナ缶　　　　　　　　１個

・SOi SOi　　　　　　　１５g

【味噌汁】

　・お湯　　　　　　　　２４０g

　・味噌玉　　　　　　　２０g

　・乾燥わかめ　　　　　２g

　・お麩　　　　　　　　８個

　・小ねぎ（小口切り）　　６g

　朝食は取れていますか？今回は簡単に楽しく食べれるレシピを紹介します。

アレルゲン情報：大豆、りんご、小麦

１人前カロリー　　４６９kcal

～作 り方～

①ツナ缶の油を切り、SOi SOiを混ぜ合わせる。

　（お好みで塩コショウをする）

②ご飯に①の具を入れ、おにぎりを４個作る。

③味噌汁は容器にお湯、味噌玉、具を入れ混ぜ合

　わせる。（材料の半量ずつ２個分容器に分ける）

 　農商工連携推進室

　　　　　緯０９５４（６３）３４１１

詳しくは

味噌玉 を作 ろ う！

　毎日のお味噌汁、お鍋で作るのは大変・・・。

そこでお好みの味噌で即席味噌玉を作りましょう。

【材料（約３０杯分）】味噌　３００g、いりこ　５０g（市販の粉末ダシで代用可）

【作り方】いりこはフライパンで炒り、粉末状にする。

　　　　　味噌と練り合わせて、ラップに小さじ２（１０g）ぐらいに取り分けて

　　　　　冷蔵庫で保存する。（１週間ほど保存できます。）
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　９月８日（日）、「２０２０年 の

夏季オリンピック・パラリンピッ

ク開催都市『東京』に決定」とい

うニュースが流れました。開催期

日は違いますが、このようにオリ

ンピックとパラリンピックが並ん

だ形で発表されると、今日の社会

の課題の一つである『共生社会』

の実現という視点を、スポーツの

世界でも大事にしているという思

いが伝わってきました。

　また、開催都市決定のIOC総会

最終プレゼンテーションで、五輪

開催を訴えた一人が、アテネ、北

京、ロンドンでのパラリンピック

走り幅跳びの選手、佐藤 真海 さん
まみ

でした。佐藤さんは、大学時代に

骨肉腫のために、右膝から下を手

術でなくすという境遇を、スポー

ツを通して乗り越えた体験や、東

日本大震災では、国内外の数多く

の選手が被災地を訪れ、子供たち

を指導し、勇気づけてくれたこと

など、スポーツの持つ力を訴え、

そのスピーチに、会場から感動の

大きな拍手が送られました。

　障がいがある・なしにかかわら

ず、誰もが社会の一員としてお互

いを尊重し、支え合って暮らすこ

とを目ざす『共生社会』の実現に

近づくため、東京での２０２０年

のオリンピック・パラリンピック

大会が、大きな役割を果たしてく

れればと思います。

　また、佐藤さんは、義足で陸上

競技に取り組む中で、「何より私

にとって大切なのは、私が持って

いるものであって、私が失ったも

のではない。」ということを学びま

したとも述べています。誰もが、

それぞれに持っているものを認め

合うということこそ、『共生社

会』に一歩近づくために大事なこ

とではないでしょうか。

｢共生社会｣の実現に
近づくために

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

小型家電のリサイクルを始めます
　平成２５年４月から『使用済小型家電機器等の再資源化の促進に関する法律』が施行さ

れたことに伴い、鹿島市でも家庭で不要になった小型家電のリサイクルを開始します。

（エアコン、冷蔵庫、テレビなどリサイクル料金が発生するものは販売店にご相談ください。）

【回収方法】

　下の表に例示したリサイクル品も、陶器類やガラスなど従来から入れられる物と

一緒に『もえない・その他』（オレンジ文字）のごみ袋に入れて、今までどおり指定

された曜日に出してください。

　次の１３品目をリサイクル業者で再資源化しています。

 　環境下水道課環境係　緯０９５４（６３）３４１６詳しくは

No.９９

このごみどの袋、人権の輪

小型家電リサイクル品の例

電子辞書（電子手帳含む）８アダプター１

ＨＤＤ（ハードディスク）９携帯カメラ２

ビデオカメラ１０携帯電話端末３

ポータブルＤＶＤプレーヤー１１携帯ラジオ４

ポータブル音楽プレーヤー１２小型ゲーム機５

リモコン１３デジタルカメラ６

電卓７
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鍋島 直彬 公　展
な お よ し

床　の　間
コーナー

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０９５４（６３）２１３８

　　　　　姉０９５４（６３）３４２４

ＨＰ：http://www.kashima-gakushu.com

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。

受講料ところ開講期間講　師定員講　座　名

５００円／１回
エイブル２階

音楽スタジオ

１２月１２日～平成２６年５月２２日

［月２回　木曜日］１９時～２１時
秋月　博美さん１５人エレキギター教室②

５００円／１回
エイブル１階

いきいきルーム

１月開講予定［月２回　木曜日］

１９時３０分～２０時３０分
足立　深江さん１５人やさしいピラティス教室

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

平成２６年１月８日～５月１４日

［月１回　水曜日］

１８時３０分～２１時３０分

迎　りつ子さん１６人ワンプレート料理教室

楽大生　５００円

一　般１,０００円

材料費１,５００円程度

エイブル３階

研修室Ａ

１２月２３日（祝）

１０時～１２時
霜村　久子さん２０人お正月飾りづくり教室公

開

講

座

楽大生　５００円

一　般１,０００円

材料費５,０００円程度

エイブル３階

研修室

１月開講予定

１３時３０分～１５時３０分
吉岡　千里さん１５人 一閑 張り教室

いっかん

エイブルからのお知らせなど

『レ・ミゼラブル』
『Mr.ビーン　カンヌで大迷惑？！』

　今年の『えいぶるえいが２０１３』は、昨年のゴー

ルデングローブ賞受賞の話題作『レ・ミゼラブル』と

『Mr.ビーン　カンヌで大迷惑？！』の２本立てです。

と　　き　１２月１５日（日）　

と　こ　ろ　エイブルホール（全席自由）

料金（２本分）　

　　一　　　般　１,０００円

　　楽修大学生　　５００円

　　高校生以下　　５００円

１１月２日（土）チケット発売開始！

本をゆずる市を開催します！市　民
図書館

　図書館で不要となった本や市民の皆さ

んから寄せられた本を配布します。

　ぜひ、お越しください。

と　　き　１１月２日（土）～４日（振休）

　　　　　※４日も開館しています

　　　　　９時３０分～１７時、

　　　　　１１月６日（水）

　　　　　９時３０分～１９時

と　こ　ろ　図書館（今年は図書館内で行います）

対　　象　どなたでも可

　　　　　※１人当たりの配布冊数は、当日お知らせします。

 　市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

えいぶるえいが
２０１３

第７回
えいぶる事業

寓Mr.ビーン　カンヌで大迷惑？！

寓レ・ミゼラブル

～長崎、 米利堅 、そして沖縄へ～
メリケン

　直彬公シリーズの２回

目。後期の展示は、沖縄

県令（知事）時代の直彬の

写真や書に加え、直彬ゆ

かりの女性たちの書や作

品、特に鹿島鍋島家の夫

人たちが代々伝えてきた

鹿島錦の到達点とも言える、鍋島政子様

作鹿島錦の掛軸を初公開します。

展　　示　１１月３０日（土）１５時まで

寓鹿島錦の観音菩薩像

寓昨年の様子

９時３０分～１０時５９分①Mr.ビーン　カンヌで大迷惑？！

１２時～１４時３８分②レ・ミゼラブル

１４時５０分～１５時１９分③Mr.ビーン　カンヌで大迷惑？！

１６時３０分～１９時８分④レ・ミゼラブル
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　１０月３日（木）当校体育館にて、

劇団『らくりん座（文化庁巡回公演の

劇団）』による児童劇『おこんじょうる

り』が開催されました。

　一流の文化芸術団体の優れた舞台芸

術を鑑賞する機会を通して、子どもた

ちの発想力やコミュニケーション能力

の育成が公演のねらいとなっています。

　また、将来の芸術家の育成や芸術鑑

賞能力の向上にもつながると期待され

ています。当校児童の中から将来の俳

優がたくさん出るかもしれません。

　本公演には、６年生が舞台の幕開け

に特別出演しました。「ヤッホー」と

大声で遊ぶ『やまびこ』チームは、童

唄『やまのきりぎりす』を全員で斉唱

することから始まりました。『猟犬』

チームは猟師に命令されて獲物を追い

かけました。山で遊んでいる『狐』

チームは猟犬に追われ隠れました。

　６年生は恥じらいながらも一生懸命

に自分の役を演じていました。

　この６年生の出演は、７月のうちに

ワークショップがあり、３人の舞台俳

優さんから事前の説明や演技指導を受

けていました。目標の一つである『伸

び伸びと表現する』は、①大きな声を

出そう、②動物などを自由に表現しよ

う、ということに重点を置かれ、演技

指導や振付指導が熱くなされました。

　６年生は『本物の舞台出演』を通し

て、確実に表現力や鑑賞力を学び、心

に『感動』の一文字を刻みつけたこと

だと思います。

　この作品は、他者のために生きる生

き様や命の尊さ、人間と動物との共生

などを浜小児童に教えてくれました。

　きっと、『ふるさと愛する光の子』と

して、わが町・浜の『ふるさと学習』

に生かしてくれることでしょう。

“ You've got to be kidding (me)” 

今月のキーフレーズ

№９５

　この熟語は、『冗談でしょう』、または『冗談を言っているのでしょ

う』という意味です。

　びっくりするときやショックなときなどに使われます。

タイラー先生

こんなときこのひとこと、学校だより

～次代を担う子どもの文化芸術

体験事業（巡回公演事業）～

浜小学校

校学 だ よ り

No.１９８

寓体験熱演する６年生児童

（アレック）　ちょっと、冗談でしょう！今夜の

　　　　　ショーはオープニングに１人でダン

　　　　　スするって言った？？

（バ　オ）　ああ、ええっと、そうですね…。伝え

　　　　　るのを忘れちゃって、ごめんなさい。

Alec:

Bao:

You've got to be kidding! Did you say 
that I'm supposed to dance solo for the 
show's opening tonight??
Yes, um, sorry about that... I guess I 
forgot to tell you.

（エーブ）　ジョーイ、ごめんなさい。リンクのぬいぐるみ

　　　　　にオレンジジュースをこぼしちゃった…。

（ジョーイ）　マジで？？一番好きなのよ！冗談言っている

　　　　　んでしょう！

四Filipino Words四
（フィリピンの言葉（タガログ語））

 Magandang   umaga  :おはよう　　　　　
マガンダン ウマガ

 Magandang   umaga   po 　:おはようございます
マガンダン ウマガ ポ

Hey Joey, I accidentally spilled orange 
juice on your Link plushie. I'm sorry...
What?? That's my favorite! You've got to 
be kidding me!

Abe:

Joey:
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　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１４日

（木）・１５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

 

と　　き　平成２６年１月１２日（日）

　　　　　受付１３時～　開式１４時～

と　こ　ろ　市民会館ホール

対　象　者　平成５年４月２日～平成６年

　　　　　４月１日までに生まれた人

そ　の　他

　鹿島市に住民登録のある対象者に

　は、案内ハガキを送ります。

　就職や進学などにより鹿島市以外

　に住む人で、鹿島市の成人式に参

　加を希望される人は、ご連絡くだ

　さい。

 　生涯学習課社会教育係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

おお知知ららせせ
１1月１４日（木）・１５日（金）は
『もえるごみ』の収集ができません

詳しくは

第６０回（平成２６年）
鹿島市成人式のご案内

詳しくは

 

　『平成１８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　奇数月に水道料金請求世帯

※偶数月の水道料金請求世帯は１０月

　中に終了しました。

 　水道課管理係

　　　　　緯０９５４（６２）３７１８

 

　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２１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２６年度の刻銘の期限

　　　　　は、１２月１３日（金）です

 　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

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

 

　中心商店街の活性化を目的に、空

き店舗を賃借して新規出店される人

に対して、店舗改装費用の一部を補

助します。

　空き店舗の情報や手続き方法など

についてはお問い合わせください。

補　助　額　補助対象経費の１/２以内

　　　　　※採択要件などがあります

申込締切　１１月２９日（金）

 　鹿島商工会議所

　　　　　緯０９５４（６３）３２３１

 

　国税庁では、毎年１１月１１日から１７

日までを『税を考える週間』と定め、

税の意義や役割などを『考えて』い

ただけるよう広報・広聴活動を行っ

ています。

　今年は、『税の役割と税務署の仕

事』をテーマとして国税庁のホーム

ページなどで税情報などを紹介して

います。

　ぜひこの機会に、国や地方公共団

体の活動を支える税について『考え

て』みましょう。

※詳しくは国税庁のホームページへ

　『国税庁』で検索ください

 　武雄税務署総務課

　　　　　緯０９５４（２７）７０５１

空き店舗を活用した
新規出店を支援します

詳しくは

税を考える週間

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ

　平成２５年９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

平成２５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
供花　１５,０００円９月２日弔　慰
国民体育大会・全国障害者スポーツ大会

壮行会（選手団８人）
４０,０００円９月２０日餞　別

（４月からの累計　１６７,８１０円）５５,０００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２９日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）

お詫びと訂正

平成２５年１０月号１３ページ『訪問介護

（ホームヘルプ）』の『要支援１・２

の人』の欄で『自己負担のめやす』の

金額に誤りがありましたのでお詫

びして訂正します。

週１回程度の利用　　　　１,２２０円

週２回程度の利用　　　　２,４４０円

週２回程度を超える利用　３,８７０円



広報かしま　Ｈ２５(20１３).11.117

 

　年末調整とは、１年間の所得税を

計算し、源泉徴収されている金額と

の過不足額を求め、その差額を徴収

または還付（返還）する手続きです。

 　武雄税務署総務課

　　　　　緯０９５４（２３）２１２７

 

　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２６年版のカバーの色は

『紺色』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階企画財政課

　　　　胸鹿島書房（新町）

　　　　胸積文館書店（西牟田）

 　企画財政課秘書広報係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１４

 

　平成２５年１０月２６日から、佐賀県の

最低賃金は、時間額『６６４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６５４円）は、地

域別を下回っていますので、当分の

間、時間額６６４円が適用されます。

 　佐賀労働局賃金室

　　　　　緯０９５２（３２）７１７９

 

　鹿島を中心に行われている、有明

海の研究・活動の現状を分かりやす

く紹介するとともに、有明海とのつ

きあい方を、皆さんとともに考える

シンポジウムを開催します。

と　　き　１１月１０日（日）１３時３０分～

と　こ　ろ　エイブル３階研修室

参　加　費　無料（申込不要）

 　佐賀大学低平地沿岸海域研究センター

　　　　　緯０９５２（２８）８８４６

年末調整説明会
（事業者対象）の開催

詳しくは

１冊いかがですか
『さが県民手帳』

詳しくは

佐賀県（地域別）最低賃金
６６４円／時間

詳しくは

前海を考えるシンポジウム
～有明海研究所誘致構想について～

詳しくは

 

　住宅の新築やリフォーム、木材製

品の購入などを考えている皆さん、

スギやヒノキなどの地域産材を利用

すると、『木材利用ポイント』が発行

され、商品などと交換することがで

きます。ぜひご利用ください

 　県木材利用推進協議会

　　　　　緯０９５２（２３）６１８１

　　　　　木材利用ポイント事務局ＨＰ

　　　　　http://mokuzai-points.jp

 

【米穀事業者の皆さんへ】

　お米や米加工品の流通には、取引

記録の作成・保存と産地情報の伝達

が法律で義務付けられています。

　一般消費者にお米や米加工品を販

売・提供する場合には、産地情報の

伝達を行うことが法律で義務付けら

れています。

【消費者の皆さんへ】

　外食店や小売店などで、メニュー

や店内表示、商品の容器や包装を見

ると原料米の産地がわかります。

 　九州農政局佐賀地域センター

　　　　　緯０９５２（２３）３１３３

 

恭各種作業の注文をお受けします。

　いろいろな作業について気軽にご

相談、ご注文ください。

恭家庭菜園・果樹園などに剪定枝葉

のチップ堆肥はいかがですか。

　『袋詰め』やトラック『バラ積み』

で販売しています。

恭剪定木を割った『まき』を販売し

ています。

　これからの季節に、ぜひどうぞ。

恭刃物研ぎいたします。

と　　き　１１月２１日（木）８時３０分～

※当日ご都合がつかない人は、前日ま

　でにセンターへご持参ください。

恭会員を募集しています。（６０歳以上）

説　明　会　１１月２１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

木材利用ポイント制度

詳しくは

米の産地がわかる
米トレーサビリティ制度

詳しくは

小さな仕事もお受けします
シルバー人材センター

問合せ・ご注文

 

 

　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２０日（水）

　　　　１４時～１５時３０分

ところ　エイブル３階　研修室

相談医　佐賀大学医学部附属病院

　　　　神経内科医　雪竹基弘さん

申込み　１１月１３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

 

　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１８日（月）～２４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

 

 

　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。

と　　き　１１月１９日（火）１０時～１４時

と　こ　ろ　エイブル調理室

参　加　費　３００円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾

申込期限　開催日の１週間前

 　

　　保健センター予防係

　　緯０９５４（６３）３３７３

相相 談談

難病医療相談

詳しくは

全国一斉『女性の人権
ホットライン』強化週間

詳しくは

講講習習会会・・教教室室

食改さんの料理教室

申込・問合せ先

情報掲示板　愚　お知らせ・相談・講習会

場　　所日　程

エイブル１１月２０日（水）

武雄市文化会館１１月２１日（木）

有明スカイパークふれあい郷１１月２２日（金）
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　住民主体の地域づくりを目指して、

韓国が先進地であるスローツーリズ

ムのあり方を、日韓両国での事例を

もとに、講演やパネルディスカッ

ションを行うシンポジウムを開催し

ます。ぜひご参加ください。

と　　き　１１月１５日（金）１３時３０分～

と　こ　ろ　エイブルホール

参　加　費　無料

内　　容

　胸基調講演

　　ソン・デヒョンさん

　　（韓国　漢陽大学校教授）

　　菅原昭彦さん

　　（スローフード気仙沼理事長）

　胸パネルディスカッション

　　『韓国での事例と地域にもたらすもの』

　　パネリスト　矢野元英さん（矢野酒造）ほか

 　佐賀県観光課

　　　　　緯０９５２（２５）７０９８

 

　『補聴器と人工内耳における医療

と社会の進歩』をテーマに講演会を

行います。（予約不要）

と　　き　１１月１７日（日）

　　　　　１３時３０分～１５時３０分

と　こ　ろ　ほほえみ館（佐賀市）

講　　師　神田幸彦さん

　　　　　（神田耳鼻科院長　長崎市）

参　加　費　無料

 　同協会事務局　山津

　　　　　緯０９５２（８３）６５７６

 

　お気に入りの写真やイラストを

使って、自分だけの手作り年賀状を

作りませんか。

と　　き　１１月１６・２３・３０日、１２月７日（土）

時　　間　１０時～１２時、１３時３０分～１５時３０分

　　　　　※事前にお選びください

と　こ　ろ　ＮＰＯ法人リライフ

定　　員　各１０人

受　講　料　５,０００円（テキスト代含む）

※個別講習もご相談ください。

 　ＮＰＯ法人リライフ

　　　　　緯０９５４（６３）２４２８

鹿島からはじまる
スローツーリズム

詳しくは

難聴・中途失聴者
のための講演会

詳しくは

パソコンで年賀状を
作成しよう♪

詳しくは

 

と　　き　１１月１４日（木）１０時～１２時

と　こ　ろ　鹿島公民館（福祉会館３階）

と　　き　１１月２１日（木）１０時～１２時

と　こ　ろ　朝日リウ子さん宅（中浅浦）

資　料　代　３００円

託　　児　２００円

 　鹿島友の会　総リーダー小池

　　　　　緯０９５４（６３）２５７４

 

と　　き　１１月２５日（月）～２８日（木）

　　　　　１３時３０分～１６時３０分

と　こ　ろ　嬉野市中央公民館（旧塩田公民館）

対　　象　５０歳以上のパソコン初心者

内容（定員）　インターネット・メール（２０人）

受　講　料　３,７００円（テキスト代含む）

　　　　　※パソコンは用意します

申込期間　１１月５日（火）～１４日（木）

 　

　　西日本情報センター内シニアネット佐賀

　　緯０９５２（３３）３１５５

 

　認知症の基本的な知識や対応方法

などを分かりやすく説明します。認

知症の人やその家族を温かく見守る

『認知症サポーター』になりませんか。

と　　き　１１月８日（金）１９時～２０時３０分

と　こ　ろ　浜公民館

参　加　費　無料

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

 

 

　南米の伝承音楽フォルクローレを

伝承の街浜宿の酒蔵で聴きませんか。

と　　き　１１月９日（土）

　　　　　開場１８時３０分　開演１９時

と　こ　ろ　呉竹酒造東の蔵（肥前浜宿）

　　　　　駐車場　浜小学校グラウンド

チケット　２,５００円（ワンドリンク付）

 　ソンコの会

　　　　　緯０９５４（６９）８００４

家事家計講習会

詳しくは

チャレンジパソコン講座
in嬉野

申込・問合せ先

認知症サポーター
養成講座

詳しくは

イイベベンントト
ソンコ　マージュ

フォルクローレ　ギターの夕べ

詳しくは

 

　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３日（祝）　受付９時～

　　　　※雨天時は４日（振休）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

 

と　　き　１１月２４日（日）　雨天決行

　　　　　８時３０分受付　１０時スタート

駅伝コース　中木庭ダム市道折り返しコース

　　　　　７区間１５km

申込締切　１１月８日（金）

参　加　費　１チーム　３,０００円

チーム編成　１チーム１０人以内

 

　　能古見地区体育協会事務局

　　（のごみふれあい楽習館）

　　緯０９５４（６２）３３７３

 

　古枝地区振興会各部門から、盛り

だくさんの催しものがいっぱい！

　ぜひお越しください。

と　　き　１２月１日（日）

　　　　　８時１５分～１５時３０分

と　こ　ろ　古枝公民館、林業体育館、

　　　　　祐徳グラウンド

内　　容毅若草保育園和太鼓

　　　　毅古枝小学習発表会

　　　　毅カラオケ大会

　　　　毅舞台発表（踊り、大正琴ほか）

　　　　毅グラウンド・ゴルフ大会

　　　　毅農産物展示販売

　　　　毅豚汁、おにぎり振る舞い

　　　　毅ひとき餅　毅バザー

　　　　毅おたのしみ抽選会　など

 　古枝公民館

　　　　　緯０９５４（６２）２７４９

オレンジロード
のんびりウォーク

詳しくは

中木庭ダム駅伝大会

申込・問合せ先

古枝ふれあいまつり

詳しくは

情報掲示板　愚　講習会・教室・イベント
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　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

 

　県内の美術展覧会の最高峰『県

展』を次の日程で開催します。

会場と会期と観覧料

　胸県立美術館・博物館

　　　１１月１６日（土）～２４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

　　　１１月３０日（土）～１２月８日（日）

　　　１０時～１８時（最終日１６時３０分）

　　　　※１２月２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

 

　屋台や、楽しい催しものをそろえ

て、皆さんをお待ちしています。

と　　き　１１月１０日（日）１０時～

と　こ　ろ　志田病院リハビリセンター

内　　容毅東部中学校吹奏楽部演奏

　　　　毅音楽療法（大野真由美さん）

　　　　毅講演（丹野佳代子さん　

　　　　　県立博物館・美術館学芸員）

　　　　毅バイオリン演奏

　　　　　（田代紀久子さん他）

　　　　毅嬉野高校

　　　　　和太鼓演奏・チアリーディング

　　　　毅作品展示　毅餅つき

　　　　毅ハンドマッサージ　ほか

 　志田病院文化祭実行委員会

　　　　　緯０９５４（６３）１２３６

七浦の里　大収穫祭

詳しくは

佐賀県美術展覧会

詳しくは

志田病院　文化祭

詳しくは

 

　藤松会は地域社会福祉事業を応援

してきました。

　今回も日本舞踊の『おさらい会』

の益金を社会福祉協議会に寄付しま

す。皆さんのご支援をお願いします。

と　　き　１２月１日（日）

　　　　　１１時開場　１２時開演

と　こ　ろ　市民会館ホール

入　場　料　１,０００円（全席自由）

 　藤間松娘（武藤恭子）

　　　　　緯０９５４（６３）４３６４

 

　ハンディがあるなしにかかわらず、

とも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１７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笑顔いっ

　　ぱいのステージ

　胸知的障がい者によるプロの和太

　　鼓集団『瑞宝太鼓』のステージ

入場料　一　　般　　５００円

　　　　高校生以下　無料

 　ＮＰＯ法人　鹿陽会

　　　　　緯０９５４（６３）１０１５

 

 

　鹿島の自然や景色に触れながら楽

しく歩きませんか。参加費無料です。

と　　き　１２月７日（土）９時～１２時３０分

集合場所　横田公民館駐車場

　　　　　（市民体育館入口）

コ　ー　ス　旭ヶ岡公園と蟻尾山公園

　　　　　めぐりコース（５km）

参加資格　１チーム３～５人

　　　　　（小学生以下は保護者同伴）

定　　員　６０人

※災害時非常食体験と豚汁があります。

 　

　　鹿島市社会福祉協議会

　　緯０９５４（６２）２４４７

チャリティ
藤松会おさらい会

詳しくは

はあとふる
ひだまりコンサート

詳しくは

募募 集集
家族ふれあい

ウォークラリー大会inかしま

申込・問合せ先

 

　多良岳自生の長崎シダ、秋の草花

を観察して、自然の空気と触れ合う

自然観察会です。（雨天中止）

と　　き　１１月４日（振休）９時～１４時

と　こ　ろ　中山キャンプ場～多良岳中腹

集合場所　太良町役場前（集合９時）

参　加　料　５００円（保険料含む）

準　　備　雨がっぱ、飲み物、帽子

 

　　自然かんさつ指導員事務局　増田

　　緯０９５２（６２）５８６０

　　緯０８０（２７０５）１８１４

 

と　　き　１１月１３日（水）７時３０分集合

　　　　　～１６時３０分解散予定

集合場所　鹿島市陸上競技場　駐車場

定　　員　２５人（先着）

申込締切　１１月１０日（日）まで

参　加　料　一　般　　１,５００円

　　　　　会　員　　１,０００円

　　　　　※保険料・交通費込み

準　　備　ハイキングできる服装、

　　　　　弁当、飲み物、タオル

 

　　スポーツライフ・鹿島事務局

　　（鹿島市体育協会内）

　　緯０９５４（６２）３３７９

 

恭ウィンタースクール１期

内　　容　わんぱく大冒険、早朝登山など

と　　き　１２月７日（土）～８日（日）

対　　象　小学５年生～中学生

定　　員　６０人程度

参　加　費　２,６００円

申込期限　１１月２５日（月）

恭年末フェスタin黒髪

内　　容　もちつき大会、ミニ門松作りなど

と　　き　１２月２９日（日）～３０日（月）

対　　象　幼・小・中学生とその家族

定　　員　６０人（２０家族）程度

参　加　費　有料

申込期間　１１月５日（火）～１２月１４日（土）

 　黒髪少年自然の家

　　　　　緯０９５４（４５）２１７０

多良岳の秋を訪ねて

申込・問合せ先

Go～ハイキングin雷山

申込・問合せ先

黒髪少年自然の家
イベント参加募集

詳しくは

情報掲示板　愚　イベント・募集
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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？？

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）

中学３年生までのインフ中学３年生までのインフルルエンザ予防接種の助成についエンザ予防接種の助成についてて

ロコモティブシンドローロコモティブシンドロームム（ロコモ）を知っていますか（ロコモ）を知っていますか？？

　最近「長く歩けない」「立ち上がるときにふらつく」な

どと感じたことはありませんか？

　骨・関節・筋肉などの運動器の働きが衰え、将来介護

が必要になるおそれが高い状態をロコモティブシンド

ローム（運動器症候群）と言います。

　ロコモは、日々のちょっとしたトレーニングで予防で

きます。ロコモカードを使ってロコモ予防を始めてみま

せんか。カードを提出していただくと抽選で景品が当た

ります。ロコモカードは保健センターにて配布していま

すので、ぜひご利用ください。

　１２月３１日までに市内の実施医療機関と谷口医院

（嬉野市）以外のかかりつけ医で接種した人は、申請によ

り助成額分を払い戻しします。

　持参品を用意のうえ手続きにお越しください。

助成回数　１３歳未満：２回、　１３歳以上：１回

申請場所　エイブル１階保健センター

申請期限　平成２６年３月３１日（月）

持　参　品　領収書、印鑑、通帳、

　　　　　接種済証、母子健康手帳のいずれか
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子宮頸 子宮頸 がん・乳がん検診を実施していまがん・乳がん検診を実施していますす
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２６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。予約が必要です。

 　保健センター　緯０９５４（６３）３３７３申込先

怯がんセット検診日程（要予約）

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】５０～７２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

★肺がん検診のみ実施

　　受付９時～１０時

１１月１９日

（火）

★胃がん検診のみ実施

　　受付９時～１０時

１１月８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２６日

（火）

★大腸がん検診のみ実施

　　受付９時～１０時

１１月１５日

（金）

　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１７日（日）と２９日（金）夜間を希望する人は

　　　　　予約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

　夜間（受付時間　１８時～１９時）予約制
　胸希望する人は、予約ください

１１月２９日
（金）

　西牟田・犬王袋・西三河内・中川内・早ノ瀬・
　組方・七開

１１月６日
（水）

　乙丸・中村・森・土井丸・井手・母ケ浦・
　西葉・矢答・伏原・下浅浦

１２月４日
（水）

　執行分・高津原
１１月７日
（木）

　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

１２月９日
（月）

　横田・井手分・末光・中浅浦
１１月１１日
（月）

　本町・三部・新籠・常広・野畠・北舟津・
　音成

１２月１３日
（金）

　予約制　胸希望する人は、予約ください
１１月１７日
（日）

　高津原
１１月２９日
（金）
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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）

１１月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成２２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・目・耳の検査
　　　　歯科・耳鼻科・小児科医の診察

１４日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２４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）

２８日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２５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 

２７日（水）

乳幼児の健康診査や予防接種などの問合せ先

保健センター予防係　緯０９５４（６３）３３７３

・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　１１歳～１３歳誕生日の前々日の子ども
　　　　（小学校６年生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、１１～１３カ月の

　　　　　間に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］
　平成２４年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

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月から、『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）

※現在、子宮頸がん予防ワクチンの接種は、積極的には

　お勧めしていません。詳しくは、保健センターまで。
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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

６６・・１１３３・・２２００・２・２７７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

鹿島小わんぱくクラブ鹿島小赤ちゃん１９日（火）

古 枝 公 民 館古　枝２６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

５日（火）　蟻尾山公園　『秋の蟻尾山公園♪』

２２日（金）　楠　風　館　『ママカフェ♪』
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（４３）１１４８嬉野市　嬉野町太田医院５日（火）

０９５４（６３）３２７５鹿島市　中牟田織田病院１２日（火）

０９５４（６６）３５６８嬉野市　塩田町谷口医院１９日（火）

０９５４（４３）１６５２嬉野市　嬉野町樋口医院２６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１８日（水）です。

２２００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２５年９月生まれ

１１９９日（火日（火））
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

１１２２日（火日（火））
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

２２２２日（金日（金））

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

１２日（火）　蟻尾山公園　『秋の空って高いね竃』

２９日（金）　楠　風　館　『ママカフェ♪』

※５日・１２日の雨天時はエイブルで開催。

※５日・１２日は、子育てサークルのため子育て

　ひろばはお休みします。
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広報かしま原稿締切日

１月号１２月号
１１月２９日１１月１日

２（土）～３（祝）　琴路神社秋祭り　　　　琴路神社～新宮神社

２（土）～４（振休）・７（木）・９日（土）

　　　　　鹿島市文化祭　　　　　　　　エイブルほか

７日（木）　市内小学校音楽会　市民会館ホール　１３時５０分～

１０日（日）　消防車庫点検　　　各消防車庫　８時３０分～

１０日（日）　らくらく寄席　　　エイブルホール　１４時～

１５日（金）　スローツーリズムシンポジウム・・・［１８ページ参照］

２３日（祝）　七浦の里大収穫祭・・・・・・・・・・［１９ページ参照］

２８日（木）　肥前浜宿まちなみ活用委員会

　　　　　　　　　　　　　　継場（八宿）　１９時３０分～

都市建設課緯（６３）３４１５

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館１階

　１４日（木）　受付１３時～１４時　　　　　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始

　２１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

　７日（木）　１０時～１５時

愚成人健康相談　保健センター

　６日（水）　９時３０分～１０時３０分

愚土地・建物に関する無料相談　市民会館１階サロン

　２６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

　１１・１８・２５日（月）、１・８・１５・２９日（金）

　　９時３０分～１２時、１３時～１６時

愚無料出張金融相談　鹿島商工会議所緯（６３）３２３１

　８日（金）　　１０時～１５時

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

　１０日（日）　１０時～１５時

愚こころの健康相談（臨床心理士　対応）

　１３日（水）　　９時３０分～１２時　市民会館１階サロン

　要予約　福祉事務所緯（６３）２１１９

愚認知症サポーター養成講座＆介護相談会　浜公民館

　８日（金）　　１９時～２１時

愚発達障害児（者）専門相談　市役所５階第７会議室

　２６日（火）　１０時～１６時　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

　５・１９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

　６日・２０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）
２・９・１６・３０日（土）、
１０・１７・２４日（日）、
３・２３日（祝）、４日（振休）

市役所
保健センター

１１・１８・２５日（月）、５日（火）、
２８日（木）

市民図書館

１１・１８・２５日（月）、５日（火）
生涯学習センター
（エイブル）

５・１２・１９・２６日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

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
山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
鹿島設備　　　　　　緯（６３）３２２８
大隈設備　　　　　　緯（６２）１３０２

　２日（土）
　３日（祝）
　４日（振休）
　９日（土）
１０日（日）
１６日（土）
１７日（日）
２３日（祝）
２４日（日）
３０日（土）

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

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

当番薬局在宅当番医日
ミズ北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６３日（祝）
ミズスカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５４日（振休）
アルナ鹿島店納富病院　緯（６３）１１１７１０日（日）
ミズ西牟田店別府整形外科　緯（６３）３０６３１７日（日）
西牟田薬局森田医院　緯（６３）３９５６２３日（祝）
北鹿島薬局田中医院　緯（６３）４０８０２４日（日）


