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写真

平成２６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１８＋人３－世帯１０,７４６人３０,９４３

世帯１０＋人７－世帯　５,３３６人１４,２８４鹿　　島

世帯３ー人６－世帯　１,１６１人  ３,７０８能　古　見

世帯０人１－世帯　１,０１８人  ３,１７０古　　枝

世帯３＋人３＋世帯　１,０５３人  ３,０７９浜

世帯４＋人１＋世帯　１,２２２人  ３,６４６北　鹿　島

世帯４＋人７＋世帯　　　９５６人  ３,０５６七　　浦

人５＋人１４,５７０男

人８－人１６,３７３女

№１０46

　５月１８日（日）市陸上競技場で市民体育大会が開催さ

れました。

　昨年は雨で中止となりましたが、この日はだんだん日

差しも強くなり、絶好の体育大会日和となりました。

（写真は年齢別短距離走　１４ページに関連記事）

市民体育大会
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  ２２期目の就任にあた期目の就任にあたりり
まちづくりの指針としての新風創造

　私はこれまで『まちづくり』の指針として、『新風創

造』という標語を掲げ、『鹿島』に新しい風を吹かせた

いと、この４年間で鹿島特有の地域資源や歴史的な遺

産を再発掘できるよう努めてまいりました。

　「鹿島に生まれてよかった」、「鹿島に住んでよかっ

た」、さらに「鹿島に住みたい」と言っていただけるよ

うに、その種をまいた４年間でありました。私なりに

いい風が吹いてきた、鹿島のまちのあちこちで色々な

ものが動き始めている、そう感じることができるよう

になったと思っております。

　これからは、その種が実を結び、結んだ実を市民の

皆さまへお届けできるようにして、さらには近隣の市

町村や国や県と連携を図りながら、鹿島市の『知名度』

を一層高め、その名を全国区に発信していこうと考え

ているところです。

もともと初心のとおり・・・

　これまでの４年間で色々な対応・対策を取ってまい

りましたけれども、想定したとおりに進んだ施策があ

るという一方で、なかなか思い通りに進まなかったも

のも多くあります。まだまだ私たちの『まち』にはや

るべき課題が山積をいたしております。

　いくつか事例を挙げてみますと、一つは少子高齢化、

避けられない社会現象といいますか、我が国で進んで

いる中で、どういう『まちづくり』を進めていくか、

そういうことではなかろうかと思います。安全安心で

快適な生活環境をつくるためにどういうことをやれば

いいか、そういう分野が一つあると思います。

　二つ目には、先行き不透明な経済状況の中で、成長、

経済成長しなければならない、そういうことを念頭に

置いて経済政策をどう組み立てていくかということで

はないかと思います。

　三つ目は色々な経過、色々な経緯はありますが、な

かなか進まない交通問題ということです。いろいろな

対策においてある程度の努力をしても、その先のとこ

ろに道路、輸送という問題がどうしても抜きがたい現

実となります。私たちはここにこれからかなり軸足を

おいて物事に対応していくことが必要だろうと思って

おります。

　２期目だからどうだとかそういうことではなくて、

きちっとした足の踏ん張り方、心の配慮の仕方、『初心

忘れず』といいますが、『もともと初心のとおり』に

やっていき、市民皆さまの期待に応えられるように、

これまでどおりの考え方、方向で対応をしていきたい

と思っております。

ものづくりが得意技であるまち・・・鹿島市

　私たちのまちは元々、ものづくりが得意技、そうい

う『まち』でありましたし、現在もそうであると私は

思っています。その伝統、『まち』の中に流れているＤ

ＮＡ、そういうものを活かした対策を構築していくと

いうことが求められると思っています。つまり伝統的

な産業と、地域の産物を加工することによって生み出

される新たな商品の開発などです。産業活性化施設

『海道しるべ』はその拠点ともなる施設で、今まさに

『メイドイン鹿島』・『ブランド鹿島の産業』を実現し

ていくスタートともいうべき時期になりました。『ブ

ランド化』とは、商品やサービスに『心』を付加し続

けることだと思います。そして付加し続ける主役はや

はり『人』、鹿島の地で何とか地域産業を盛り上げてい

かなければいけないと日ごろ頑張っておられる市民の
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皆さまだと私は思っています。商品やサービスに『鹿

島らしい知恵や心づかい』を付け加えることによって、

それが他にはない、真似のできない、ただ唯一の『鹿

島のブランド』となるのです。

　これからは６次産業化が注目されています。６次産

業化とは、『地域資源』を有効に活用し、農林漁業者な

ど１次産業従事者がこれまでのような原材料供給者と

してだけではなく、自ら連携し加工や流通、販売に取

組む経営の多角化を進めることです。こうした、経営

の多角化への取り組みは地域活性化へ必ず繋がってい

くものと確信しております。

　それではふるさと鹿島の一層の前進のために、とも

に手をたずさえて歩いていただくことをお願いしまし

て、２期目の就任のご挨拶といたします。

怯政策を進めていく４つの柱

市長就任式あいさつより（５月１２日）

鹿島市鹿島市長長 口 久　　口　久俊俊

まちづくりの推進

潤地域の伝統を生かした『まち』を目指します

　祐徳稲荷神社葛門前商店街

　伊能忠敬葛本町商店街

　酒蔵ツーリズムの周年化

潤交流人口・定住人口の増加を目指します

　スポーツ合宿・花火大会・ガタリンピック・

　鹿島おどりなどを推進し、鹿島のサポーターを

　全国に募ります

ものづくりの推進

潤『海道しるべ』を活用して、民官が一体となった

　特産品の研究開発（メイドイン鹿島）を推進します。

潤地域の資源・材料を活用した起業を推進します。

　（ブランド鹿島の産業）

潤特産品・イベントなどの情報を配信します。

運営体制の強化

潤これまで以上に、市役所内部

　の結束を強めて、国・県・近隣

　市町と連携を行います。

潤市と市民が一体となり、鹿島

　の『まち』の知名度を全国区に

　していきます。

交通手段の整備

潤有明海沿岸道路、国道４９８号（鹿島～武雄）を

　強力に推進します。

潤２０７号バイパス内側の道路整備と安全化を

　推進します。
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『『『『『『『『『『『『『『 臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨 時時時時時時時時時時時時時時 福福福福福福福福福福福福福福 祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉祉 給給給給給給給給給給給給給給 付付付付付付付付付付付付付付 金金金金金金金金金金金金金金『臨 時 福 祉 給 付 金 』』』』』』』』』』』』』』』
『『『『『『『『『『『『『『子子子子子子子子子子子子子子育育育育育育育育育育育育育育てててててててててててててて世世世世世世世世世世世世世世帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯帯臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨臨時時時時時時時時時時時時時時特特特特特特特特特特特特特特例例例例例例例例例例例例例例給給給給給給給給給給給給給給付付付付付付付付付付付付付付金金金金金金金金金金金金金金『子育て世帯臨時特例給付金』』』』』』』』』』』』』』』

が支給されます

対象者診断チャート

　４月からの消費税増税に伴い、『臨時福祉給付金』『子育て世帯臨時特例給付金』が支給されます。

　市民（平成２６年１月１日時点）で次の要件を①、②ともに満たす人です。

　（ただし、生活保護制度の被保護者などを除く）

　また、どちらの給付金の要件も満たす人は、『臨時福祉給付金』のみを支給します。

※１　扶養親族等　潤地方税法の規定による控除対象配偶者、配偶者特別控除による配偶者、扶養親族、青色事業専
　　　　　　　　　　従者および白色事業専従者
※２　加算対象者　潤老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者
　　　　　　　　　　（平成２６年３月分の受給権があり、４月分または５月分の年金の支払がある人）
　　　　　　　　　潤児童扶養手当、特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当等の平成２６年１月分の受給者

支　給　額支給要件趣　旨給付金名

潤支給対象者１人につき１万円
潤一定の年金、手当等の受給者は
　１人につき５千円の加算あり※２

①平成２６年度住民税非課税者
②平成２６年度住民税が課税され
　ている人の扶養親族等※１でな
　い人

低所得者の負担を緩和する臨時福祉給付金

潤支給対象児童１人につき１万円

①平成２６年１月分の児童手当・
　特例給付の受給者
②平成２５年の所得が児童手当の

　所得制限未満の人

子育て世帯の負担を緩和する
子育て世帯

臨時特例給付金

支給対象者
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　６月中旬に、平成２６年１月１日時点の市内全世帯へ、給付金のお知らせと申請書を郵送します。

　前ページを参考に、自分が給付対象かを判断し、次の受付期間中に申請してください。（郵送での申請もできます）

　なお、申請期限の9月１０日（水）を過ぎると支給できませんのでご注意ください。

　※この期間内に都合がつかない人は、９月１０日（水）までに福祉事務所で手続きをしてください。

　持　参　品　①印鑑（認印可）

　　　　　　②申請者の身分証明書（免許証、健康保険証など）

　　　　　　③振込先口座の通帳（臨時福祉給付金は申請者名義のもの、子育て世帯臨時特例給付金は

　　　　　　　児童手当受給者名義のもの）

　　　　　　④公務員の人は、平成２６年１月分児童手当・特例給付受給状況証明書（勤務先から交付を受けてください）

　　　　　　※郵送の場合は②、③は写しを、④は原本を同封してください。

 　福祉事務所社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

と　こ　ろ時　間期　日

市役所５階　会議室

（会場の詳細は当日掲示します）

９時～２０時６月１９日（木）・２０日（金）

９時～１６時６月２１日（土）・２２日（日）

９時～２０時６月２３日（月）

手続き方法

酒 酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒酒

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。

怯支給対象者

　０歳から中学校修了前までの子ども（平成１１年４月２日以降に生まれた子ども）を養育している人。

怯手続き方法

　次の受付期間中に申請してください。

　※この期間内に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。

　持　参　品　①印鑑（認印可）　　②受給者名義の通帳　　③受給者の健康保険証

　　　　　　④その他　潤子どもの住民票が市外にある・・・子どもの住民票全部事項証明書（本籍・続柄の分かるもの）

　　　　　　　　　　　潤平成２６年１月２日以降に転入・・・平成２６年度児童手当用所得証明書（前住所地で取得）

　　　　　　※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。

　　　　　　※６月分からの支給として認定（５月中に認定請求書を提出）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５階　会議室

（会場の詳細は当日掲示します）

９時～２０時６月１９日（木）・２０日（金）

９時～１６時６月２１日（土）・２２日（日）

９時～２０時６月２３日（月）
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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

　△１．６７％２４,３８７．８１６,２３５．９６１８,１５１．８５鹿　島　市

　△３．８３％２０,１１４．８４　７,８９５．０８１２,２１９．７６嬉　野　市

　△３．８６％７,１８３．９０２,４８３．４７４,７００．４３太　良　町

　△２．８３％５１,６８６．５５１６,６１４．５１３５,０７２．０４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

６．５７．０６．９６．８６．７６．７７．４６．９７．０６．８６．８７．０５．８～８．３Ｐ　Ｈ

１．１ＮＤ０．６０．７０．８０．９０．５０．８ＮＤＮＤＮＤＮＤ２０㎎/l以下ＢＯＤ

２．１３．１２．２１．９０．８２．５０．９１．８１．４１．１１．９１．６６０㎎/l以下全窒素

１．１１．６０．６９０．９５０．３５０．７１０．４７１．００．３７０．４５０．３２０．５９　８㎎/l以下全リン

００００１６５００００００３０００個以下大腸菌群

（単位：ｋｌ）平成２５年度　搬入量

平成２５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

６．５６．６６．９６．９７．１６．８６．９６．９６．５７．０６．７７．０５．８～８．３Ｐ　Ｈ

８．７１．４１．６２．５２．１１．７２．０３．４２．２４．５２．３２．５２０㎎/l以下ＢＯＤ

３．７８．７５．７２．４２．８２．７２．９４．２４．６１２．０４．９２．９６０㎎/l以下全窒素

０．９２２．２１．２１．６３．３０．９６１．６０．９０．３２１．５０．７９０．６４　８㎎/l以下全リン

１１５１３１７３４１０２２３５１１２５０１４１８３０００個以下大腸菌群

平成２５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６万８千人のし尿および浄化槽汚泥を処理してい鹿島・藤津地区衛生施設組合では、鹿島市・嬉野市・太良町の約６万８千人のし尿および浄化槽汚泥を処理していまま

す。平成２５年度の搬入量および放流水検査数値を下記のとおり報告します。なお、放流水は毎月１回の法定検査す。平成２５年度の搬入量および放流水検査数値を下記のとおり報告します。なお、放流水は毎月１回の法定検査をを

実施していますが、すべて基準値内でありました実施していますが、すべて基準値内でありました。。

組合長組合長　　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



広報かしま　Ｈ２６(２０１４).６.１ 7

鹿島シビックセンター再整備の推進体制を紹介します

　鹿島ニューディール構想の一環である公的施設の再整備などに取り組んでい

ますが、このたび整備事業に関係する各課の職員が推進室を兼務し、事業の本

格化に向けて連携を強化するため、５月１日付けで２推進室を新設しました。

怯中川エリア整備推進室
　組織体制　室長（総務部長）、室長補佐（総務課長）

　関　係　課　総務課、都市建設課

　業務内容

　　潤老朽化が進んでいる鹿島市民会館（昭和４１年建築）の建て替えを本格的に検討します。

　　潤鹿島市の防災・減災の拠点となる新世紀センター（防災センター）の建設を推進します。

　　潤中川エリア全体の施設整備と配置のあり方を検討します。

『鹿島市民会館建設研究会 報告書』が提出されました

　鹿島ニューディール構想の一環である公的施設『鹿島市民会館』のあ

り方を研究すべく、市内各種団体からの推薦者と公募委員で構成した

『鹿島市民会館建設研究会』では、昨年１０月から今年３月末まで半年

間にわたり、市民会館建設の『是』『非』について熱心に議論していた

だきました。

　その結果、現在地での建て替えを『是』とする前提で意見がまとまり、

４月９日（水）に研究会の代表として、中村座長、吉田副座長、西村チー

フの３委員から市長へ、研究会の総意をとりまとめた『鹿島市民会館建

設研究会 報告書』が提出されました。

　今後は、報告書の内容を基として、さらなる議論を進めるために『鹿島市民会館建設検討委員会』を設置

して、建設に関する基本構想・基本計画などを検討していく計画です。

 　総務課総務係　緯０９５４（６３）２１１３詳しくは

怯市民交流プラザ整備推進室
　組織体制　室長（市民部長）、室長補佐（福祉事務所長）

　関　係　課　福祉事務所、企画財政課、保険健康課、都市建設課、商工観光課、生涯学習課

　業務内容

　　潤市民交流プラザ（仮称）の開設のため、関係団体や機関との協議、運営に関する調整などを行い、

　　　整備推進します。
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講　座　名番号講　座　名番号講　座　名番号

伝統的町並保存について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

道路のはなし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

上水道のはなし２７認知症について（認知症サポーター養成講座）１５市議会のしくみ３

選挙に行こう！２８後期高齢者医療制度について１６情報公開について４

ここが要点！鹿島の教育２９リサイクルのすすめ～分別収集と資源化～１７防火教室５

保護者や地域とともにある学校づくり３０地球温暖化対策に向けて～わたしたちにできること～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下水道のはなし１９個人情報の保護について７

図書館の魅力３２『海の森事業』と『山の日』について２０市民課窓口講座８

身の回りの人権３３農地の転用について２１国民年金のはなし９

ふるさとの歴史と文化財３４再発見！鹿島市観光のみどころ２２市税について１０

くらしの移り変わり（民俗資料館）３５気をつけよう！～悪質商法～２３介護保険について１１

生涯スポーツの楽しみ方３６鹿島市の都市計画について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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個人住民税の均等割額が引き上げになります

　東日本大震災をふまえ、国は全国の地方自治体が緊急に

行う、防災・減災事業の財源を自主的に確保できるよう、

地方税の臨時特例に関する法律を制定し、平成２６年度か

ら平成３５年度までの１０年間に限り、市県民税の均等割

額に年額１,０００円（市民税５００円、県民税５００円）が

加算されます。

　市民の皆さんのご理解とご協力をお願いします。

 　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

お
知
ら
せ

改正後　～Ｈ３５現　行均等割

３,５００円　
（うち復興特別税５００円）

３,０００円　市民税

２,０００円　
（うち森林環境税５００円）
（うち復興特別税５００円）

１,５００円　
（うち森林環境税５００円）

県民税

５,５００円　４,５００円　合　計

国道４４４号の一部が市道になりました

　これまで国道４４４号の一部であった辻警察官駐在所から

納富分西交差点までの間が、市道辻・鹿島駅線の一部として

新しく市道になりました。（右図のとおり）

　これは、新しくバイパスが併設され、こちらが国道４４４

号として供用開始の告示がされたためです。納富分西交差点

から辻交差点の間は県道山浦・肥前鹿島線との重複区間でも

あります。

 　都市建設課土木管理係　緯０９５４（６３）３４１５詳しくは

お
知
ら
せ

　　　平成２６年度から

　　国民健康保険税の賦課限度額と軽減制度が変わります
怯賦課限度額の引き上げ

　国民健康保険税のうち後期高齢者支援金分と介護納

付金分の賦課限度額を２万円ずつ引き上げます。

　なお、医療分は据え置きます。

怯低所得世帯の軽減制度の拡充

　低所得世帯の負担をより軽減するため、国民健康保険税の５割軽減と２割軽減の制度を拡充します。

　世帯の所得が、下表の金額を超えない場合に軽減の対象となります。なお、７割軽減は変更ありません。

　※特定同一世帯所属者　国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人で、継続して同じ世帯に属する人

 　税務課課税係　緯０９５４（６３）２１１８詳しくは

お
知
ら
せ

増　額改正後現　行区　分

―５１万円５１万円医療分

２万円１６万円１４万円後期高齢者支援金分

２万円１４万円１２万円介護納付金分

４万円８１万円７７万円合　計

改正後現　行区　分

改正なし３３万円（基礎控除額）７割軽減

３３万円＋２４.５万円×（被保険者数＋
特定同一世帯所属者数）

３３万円＋２４.５万円×（世帯主を除く
被保険者数＋特定同一世帯所属者数）

５割軽減

３３万円＋４５万円×（被保険者数＋特
定同一世帯所属者数）

３３万円＋３５万円×（被保険者数＋特
定同一世帯所属者数）

２割軽減

情報掲示板ワイド
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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、代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）

お
知
ら
せ

噛次のような場合には、農業委員会で手続きが必要です。

　潤農地を売ったり、貸したり、転用したりするとき

　潤水田を畑に変更するとき、または水田や畑を埋め立

　　てて形を変えたりするとき

　潤相続により農地を取得したとき

　　持参品　相続登記が確認できる書類、申請者の認印

 　農業委員会事務局

　　　　　緯０９５４（６３）３４１７

詳しくは

狩猟免許試験のお知らせ
～　イノシシ被害から農地の自衛をしてみませんか？　～

　今年度の狩猟免許試験が右の日程で行われます。

　イノシシ被害の自衛駆除のためにも免許の取得をお

勧めします。また、初心者の合格率を高めるための予

備講習も開催されますので、初心者の人は必ず受講し

てください。

書類提出先　佐賀県猟友会鹿島支部

※書類作成に時間がかかることもありますので、お早

　めにお問い合わせください。

 　佐賀県猟友会鹿島支部　森田

　　　　　緯０９０（１９２０）２３６７

興鹿島市では『狩猟免許取得費補助』を行っています。

　補助金額（定額）　１７,０００円

 　農林水産課農政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１３

詳しくは

詳しくは

お
知
ら
せ

と　こ　ろと　き内　容

唐津総合庁舎
（唐津市二タ子）

７月３日（木）

１０時～１７時

狩猟免許試験
県射撃研修センター
（佐賀市大和町）

７月２３日（水）

１０時～１７時

県射撃研修センター
（佐賀市大和町）

８月３日（日）

９時～１７時

唐津総合庁舎
（唐津市二タ子）

６月２６日（木）
９時２０分～１５時

予備講習
県射撃研修センター
（佐賀市大和町）

７月１９日（土）

９時２０分～１５時

県射撃研修センター
（佐賀市大和町）

７月２０日（日）

９時２０分～１５時

　地方税法では、市税の滞納があれば滞納者の財産を

差押えなければならないとなっており、給与・預貯金・

生命保険・年金・不動産などの『差押え』を行い、滞

納金への充当を行っています。

佐賀県滞納整理推進機構と共同で
『差押え』による徴収強化に取り組んでいます！

お
知
ら
せ

　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

葛葛

未
納
発
生

葛葛

財
産
調
査

葛葛
差
押
え

葛葛
取
立
て

滞
納
金
へ
充
当

恭差押えによる市税徴収の流れ

情報掲示板ワイド
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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。

対　象　者

　７月から市営古枝住宅に入居を希望する人

　※条件あり。『入居申し込みのご案内』をご覧ください。

申　込　書　６月２日（月）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・祝日を除く）

※市ホームページからもダウンロードできます。

募集戸数　２０戸（先着順）

受付開始　６月９日（月）９時

　　　　　（土・日・祝日を除く、９時～１７時）

 　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

　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。

　　　　　　　　　　にご協力ください
お
知
ら
せ

『経済センサス　基礎調査』
『 商 業 統 計 調 査 』

　７月１日現在で、市内すべての事業所および企業を対象に行われま

す。６月下旬から担当調査員が、各事業所・企業へ調査に伺いますの

で、ご協力をお願いします。

　これら２つの調査は重要な調査であり、行政施策の立案や社会経済

の発展を支える基礎資料として広く利用されます。

　なお、調査の内容を他に漏らしたり、統計調査の目的以外に使用し

たりすることは法律で固く禁じられていますので、安心してご協力く

ださい。

 　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４詳しくは

怯経済センサス　基礎調査とは？

　事業所および企業の活動状態を調査し、すべての産業分野

の事業所および企業の基本的構造を明らかにします。調査結

果は各種統計調査の基礎となるものです。

怯商業統計調査とは？

　商業を営む事業所の産業・規模・地域別などに商業実態を

把握し、商業に関する施策の基礎資料とするものです。

食中毒にご 注意ください！
　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。

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。

 　保健センター予防係　緯０９５４（６３）３３７３詳しくは
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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（６３）３０８７境　文仁

０９５４（６３）０９３０森田　千真

『ふるさと先生』を募集します
募
　
集

　『食農学習』の推進を図るため、『ふるさと先生』を募集します。

ふるさと先生とは？

　地元の保育園、学校、一般のグループやサークルな

どに出かけて、地域の農産物の栽培体験や郷土料理の

調理法、食の大切さなどを出張講座で伝える農業者

要件・応募方法

　農業者で、必要な養成講座を受けた人

　（詳しくはお問い合わせください）

登録・活動

　潤『ふるさと先生』は登録され、公的機関やホーム

　　ページで公開します。（期限　平成２８年３月３１日）

　潤活動謝金や旅費は県の規定に準じて対応します。

 

　さが“食と農”絆づくりプロジェクト藤津地区推進会議事務局

　（藤津農業改良普及センター内）

　緯０９５４（６２）５２２１

詳しくは

鹿島市放課後児童クラブ指導員を募集します
募
　
集

　鹿島市放課後児童クラブでは、夏休み期間に指導員として働く人を募集します。

内　　容　市内全校区の小学校各クラブで、夏休み期

　　　　　間中の学童保育

勤務形態　７月２２日（火）～８月２９日（金）　月～金曜日

　　　　　９時～１７時の６～８時間程度

資　　格　働く保護者を応援する、子どもが好きな人

応募期間　６月５日（木）～７月４日（金）

　　　　　※郵送可　７月４日（金）消印有効

応募方法　専用履歴書（市のホームページからダウン

　　　　　ロードするか、福祉事務所窓口で配布）に

　　　　　必要事項を記入して提出してください

 　〒８４９－１３１２

　　　　　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　　　　　福祉事務所社会福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは
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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２６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２６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２６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２６年　６月３０日（月）平成２６年　６月３０日（月）１期（６月）

平成２６年　７月３１日（木）平成２６年　７月３１日（木）２期（７月）

平成２６年　８月２９日（金）平成２６年　９月　１日（月）３期（８月）

平成２６年　９月３０日（火）平成２６年　９月３０日（火）４期（９月）

平成２６年１０月３１日（金）平成２６年１０月３１日（金）５期（１０月）

平成２６年１１月２８日（金）平成２６年１２月　１日（月）６期（１１月）

平成２６年１２月２６日（金）平成２６年１２月２６日（金）７期（１２月）

平成２７年　１月３０日（金）平成２７年　２月　２日（月）８期（１月）

平成２７年　２月２７日（金）平成２７年　３月　２日（月）９期（２月）

平成２７年　３月３１日（火）平成２７年　３月３１日（火）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。

 　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

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

介　護　保　険
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市市民民体体育育大大会会
（（体体育育祭祭のの部部））

古枝地区優古枝地区優勝勝

古枝地区、激戦を制古枝地区、激戦を制しし勝利勝利！！

　５月１５月１８８日、市陸上競技場で第５日、市陸上競技場で第５９９回市民体育大会回市民体育大会（体（体

育祭の部育祭の部））が開催され、約２,０００人の参加者が、さまが開催され、約２,０００人の参加者が、さまざざ

まな競技で熱戦を繰り広げましたまな競技で熱戦を繰り広げました。。

結果は、短距離やリレーなどトラック競技だけでなく　結果は、短距離やリレーなどトラック競技だけでなく、、

フィールド競技でも安定した強さを見せた古枝地区フィールド競技でも安定した強さを見せた古枝地区がが、初、初

優勝を目指し追いすが優勝を目指し追いすがるる七浦地区に１４ポイントの差を七浦地区に１４ポイントの差をつつ

け、見事優勝を果たしましたけ、見事優勝を果たしました。。

古枝地区の皆さん、おめでとうございます　古枝地区の皆さん、おめでとうございます！！

種目別大会は９月下旬ま種目別大会は９月下旬までで

　なお、市民体育大会の総合成績なお、市民体育大会の総合成績はは、、９月下旬まで市内各９月下旬まで市内各

地で行われる種目別大地で行われる種目別大会会（水泳など）の（水泳など）の成績を加えて決定し成績を加えて決定し

ますます。。

　種目別大会の得点は、種目ごとに１位に３種目別大会の得点は、種目ごとに１位に３点点、、２位２点２位２点、、

３位１点、４位以下０.５点３位１点、４位以下０.５点がが与えられます。与えられます。

さあ、今年はどうなるのでしょうか　さあ、今年はどうなるのでしょうか。。

七浦地区の皆さんおつかれさまでし七浦地区の皆さんおつかれさまでしたた

　体育祭の運営に担当地区としてがんばっていただいた体育祭の運営に担当地区としてがんばっていただいた七七

浦地区の皆さん、本当におつかれさまでした浦地区の皆さん、本当におつかれさまでした。。

鹿島市体育協 　鹿島市体育協会会　緯緯０９５４（６２）３３７０９５４（６２）３３７９９詳しくは

体育祭得点競技得点体育祭の部成績

３０点１７２点古 枝 地 区優　勝

２５点１５８点七 浦 地 区第２位

２０点１４３点浜 地 区第３位

１５点１３９点鹿 島 地 区第４位

１０点１３８点能 古 見 地 区第５位

　５点１３１点北 鹿 島 地 区第６位

■息を合わせて　みんなでジャンプ

■３００人が一堂に　婦人マスゲーム

■悪戦苦闘　百足競走リレー

鹿島市体育協会表彰受賞者（敬称略）

　市のスポーツの普及・発展に貢献のあった個人に功
労賞が、県体、九州大会・全国大会で優秀な成績を修
めた個人と団体に優秀選手賞が授与されました。
皐特別功労賞（１団体）
　古枝地区振興会
皐体育功労賞（該当者なし）
　
皐優秀選手賞【個人の部】（３人）
　田代　拓海（鳥栖工業高校レスリング）全国大会３位
　嶋江　翔也（鳥栖工業高校レスリング）全国大会３位
　森田　耕輔（西部中学校　水泳　平泳ぎ）全国大会入賞
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）　優勝
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

未未
来来
へへ
つつ
なな
げげ
よよ
うう
、、

干干
潟潟
かか
らら
のの
挑挑
戦戦

▲　干潟の上のＦ１！？（人間むつごろう　子どもの部） ▲　女の戦い、最終決戦（HAKKEYOI　決勝）

▲　２人そろってドボン！

　　（ガタチャリ）

▲　ターゲットを狙え！

　　（新競技ガターゲット）

～ 写 真 ア ラ カ ル ト ～

▲　すべらないように、慎重に　（The Gatalympic） 　　　　　▲　今年もお疲れさまでした（ボランティアスタッフ）
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

　毎年５月を『消費者月間』として、消費者、

事業者、行政が一体となって消費者問題に関

する啓発・教育などの取り組みを集中的に

行っています。

　今年度は『つながろう消費者　～安全・安

心なくらしのために～』を統一テーマに、消

費者問題に関するイベントとして、５月９日、

ティッシュ、啓発チラシ各５００枚を市内

スーパーの店頭にて配布しました。

　市では、消費生活に関する、商品やサービスの契約トラブルなどの相談に、消費

生活相談員が応じ、助言・あっせんなどを行っています。

　相　談　日　毎週月・金曜日９時３０分～１２時、１３時～１６時

　と　こ　ろ　鹿島市民会館

 　商工観光課商工労政係　緯０９５４（６３）３４１２詳しくは

『消費者月間』に県内一斉啓発キャンペーンを行いました開村式

市営　奥平谷キャンプ場

５月２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開村式が

ありました。

週末を中心に９月まで利用で

きますので、ぜひご利用くだ

さい。
 　商工観光課観光振興係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

詳しくは

　豊かな自然に恵まれ、産業・歴史・文化を育んできた鹿島市は、今年４月で６０周年を迎えました。

 　企画財政課秘書広報係　緯０９５４（６３）２１１４

第３回　佐賀産業観光大博覧会　－昭和３２年－

　今回は、鹿島市が合併して３年後の昭和３２年に佐賀県と鹿島市が共催

で開催した『佐賀産業観光大博覧会』を写真で振り返ります。

　この大博覧会は５２日間で６０万人余りの入場者を数える盛況ぶりで、

その後の市の振興に大きな役割を果たしました。

　会場は現在の鹿島市役所付近で、第２会場の祐徳稲荷神社外苑では、博

物館が設置され、大博覧会終了後には、祐徳博物館として現在でも運営さ

れています。

興市ホームページに市制６０周年の情報ページを新設しました。ぜひご覧ください。

　URL　http://www.city.saga-kashima.lg.jp/

詳しくは

鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿鹿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市市市市市市市市６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６００００００００００００００００００００００００００００００年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年年のののののののののののののののののののののののののののののの歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩歩鹿島市６０年の歩みみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみみ
～還暦を迎えるふるさとかしま～

寓開会式で式辞を述べる松浦初代市長 寓６０万人余りの人が訪れました 寓多くの人で賑わったパビリオン『農林水産館』
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　６、７月は、佐賀県重要

無形文化財である面浮立の

面師として長年活動を続け

ている中原恵峰さんの作品

をご紹介します。

　彫り続けて６０年、今回

は、珍しい青楠、赤楠を

使った新作の浮立面も展示

します。

展　　示　７月３１日（木）まで

※ご本人によるギャラリートーク（実演あり）

と　　き　６月２１日（土）１０時～

と　こ　ろ　エイブル２階交流プラザ

潤エイブル倶楽部会員、入会要項
　市内外問わず、老若男女どなたでも

いつでも入会できます！

年　会　費　１,０００円／年

　　　　　（高校生以下５００円）

入会特典　「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。

 　

　（一財）鹿島市民立生涯学習・文化振興財団

　緯０９５４（６３）２１３８

　姉０９５４（６３）３４２４

　HP　http://kashima-able.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、早めにお申し込

みください。
えいぶる講座　募集中講座のお知らせ

　平成２４年に購入した１年分の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７日（土）～１５日（日）　※９日（月）は休館

　　　　　（火）～（金）　９時３０分～１９時

　　　　　（土）・（日）　９時３０分～１７時

と　こ　ろ　図書館内（レファレンスカウンター前）

対　　象　どなたでも（市内外問わず）

※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

と　　き　６月２８日（土）　１３時３０分開場　１４時開演

と　こ　ろ　エイブルホール【全席自由】　チケット発売中！

講　　師　佐野　登さん（宝生流能楽師シテ方　重要無形文化財総合指定保持者）

前売料金　大人　２,０００円、高校生以下　無料（エイブル２階で整理券配布）

　　　　　※エイブル倶楽部会員は５００円引き　※当日は500円増し

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３階

研修室Ａ

６月２７日～１１月１４日

［月２回・金曜日］

１３時３０分～１５時３０分

松尾　なおみさん１５人ヨガ教室（午後コース）

５００円／１回
市民会館１階

第４会議室

７月１５日～１２月１６日

［月２回・火曜日］

１０時～１２時

林　禎史郎さん２０人書道教室

５００円／１回

材料費　２,５００円／５回分

エイブル２階

調理実習室

７月２日～１１月５日

［月１回・水曜日］

１８時３０分～２１時３０分

迎　りつ子さん２０人
ワンプレート教室

（水曜コース）②

と　　き　７月１３日（日）　１３時３０分開場　１４時開演

と　こ　ろ　エイブルホール【全席自由】

前売料金　大人　２,０００円、中高校生　１,０００円、小学生　５００円

　　　　　※エイブル倶楽部会員は５００円引き　※当日は３00円増し

　　　　　※両事業とも、未就学児の入場不可（託児有り、要予約）

販　売　先　エイブル２階事務局、ピオ、ララベル、モリナガ鹿島店、ゆめタウン武雄、

　　　　　佐賀玉屋、有明スカイパークふれあい郷、佐賀市文化会館

　エイブル、鹿島市民図書館、鹿島市民会館の指定管理団体である『任意団体

かしま市民立楽修大学』は、平成２６年４月１日をもって、『一般財団法人　鹿

島市民立生涯学習・文化振興財団』へ組織変更しました。

 能楽事始 め
のうがくことはじ第３回

えいぶる事業

～みて、きいて、やってみる！

次世代型『能』鑑賞のすすめ～

雑誌の無料配布を行います！市　民
図書館 面師　 中原 　

なかはら

 恵峰 　展
けいほう床　の　間

コーナー

寓面打ち実演中の
　中原恵峰さん

田村緑 Piano Concert
第４回

えいぶる事業

～心の扉をひらく

ピアノの旋律～

エイブルからのお知らせ
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　毎年、広報かしま２月号で紹介

しています『人権作文・標語・ポ

スター』は、社会教育と学校教育

を繋ぐ取り組みのひとつです。

　６月初めに市内小中学校に募集

のお願いをしていますが、その取

り組みがさまざまな形で学校の人

権教育の中で活かされています。

　鹿島市人権・同和教育研究会か

ら毎年発行される『人権・同和教

育のあゆみ』には、それぞれの学

校での人権教育の活動が詳しく報

告されています。『人権作文・標

語・ポスター』の取り組みが、人

権教育の年間指導計画の中に位置

づけられ、人権集会などで活かさ

れていることに嬉しく思いました。

　また、子どもたちの学びだけで

なく、先生や保護者の人たちの積

極的な取り組みや関心の高まりも

うかがえ、充実した実践がなされ

ていることも伝わってきます。

　さらに、そこにはさまざまな立

場で活躍されている地域の人たち

の実体験をもとにお話をされる機

会がつくられていました。

　例えば平和学習の取り組みの一

つとして行われる『平和集会』。

戦争体験をされた人の体験談は、

原爆の恐ろしさや平和の尊さを考

える大切な機会となっていました。

子どもたちは、平和を願うことが

人権を守ることにつながっていく

ことを学習しています。

　感想を読むと、「世の中がずっ

と平和で、戦争のない国であって

ほしい」とか「戦争は人権を奪う

もの。人権を傷つけることは絶対

いけない。人権を奪うことがあっ

てはいけない」と書いています。

　私たちはひとりではなく『多く

の人に支えられている』というこ

と、『人は人の中で育つ』という

ことを実感しています。

学校教育と社会教育の連携を活かして
～『人権・同和教育のあゆみ』から～

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

温暖化対策・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

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

今今すすぐぐややろろうう温温暖暖化化対対策策
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“Hold your horses” 

今月のキーフレーズ

№１０２

待って！　あわてないで！ ジョリン先生

（ジョン）あと１５分で映画が始まるよ。僕、

　　　　　もう出かけるからね！

（スーザン）待ってよ！もう少しで準備できるから！

John:

Susan:

The movie starts in 15 minutes. I'm 
leaving!
Hold your horses! I'm almost ready!

音成分校入校式

七浦小学校音成分校

校学 だ よ り

No.２０５

寓音成分校入校式の様子

（ジョン）私出かけるわ。もう少し食料品買い

　　　　　にスーパーに行かなきゃ。

（スーザン）あわてないでよ。僕も行きたいよ。

Susan:

John:

I'm going out. I need to go to the 
supermarket to buy more groceries.
Hold your horses. I want to come, too.

四Hawaiian Words四
（ ハ ワ イ の 言 葉 ）

 Aina :土地　　　　　
アイナ

 Hau'oli :幸せ
ハウオリ

　新しい１年生を迎える音成分校の

『分校入校式』が、４月１１日（金）に

行われました。今年度は、１０人

（男子７人・女子３人）の１年生を迎

えての入校式です。

　本校から校長先生、分校後援会会

長の山口さん、分校ＰＴＡ会長の中

島さんに来ていただき、お祝いのこ

とばをいただきました。「交通事故

に気をつけて元気に登校し、たくさ

ん勉強や運動をして、学校生活を楽

しんでほしい」と話をされました。

　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。その成果を

発揮して当日も上手に司会進行やお

祝いの言葉を言うことができました。

お祝いの言葉は、１年生と仲良くし

たいという気持ちがよく伝わり、分

校の上級生としての自覚が態度に表

れていました。

　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、次第にうちとけて楽しく過ごせ

ていました。ゲームに夢中になり、

時間が経つのを忘れるくらいでした。

ゲームの最中、２年生が１年生を気

遣う姿が時々見られたことが、微笑

ましく印象的でした。

こんなときこのひとこと、学校だより
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情報掲示板　愚　お知らせ

 

 

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１９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１９日（木）９時３０分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

 

　鹿島市シルバー人材センター

　緯０９５４（６３）０９７０

おお知知ららせせ
夏の仕事、お受けします
鹿島市シルバー人材センター

問い合わせ・ご注文

 

　公聴会はどなたでも傍聴できます

が、意見陳述には事前の申し出が必

要です。

と　　き　６月３０日（月）１９時～

と　こ　ろ　市役所５階大会議室

申出締切　６月２３日（月）

 

　環境下水道課下水道係

　緯０９５４（６３）３４１６

 

　雇用均等コンサルタントとは、

パート社員の能力をより有効に発揮

してもらうために、佐賀労働局から

無料で派遣する人事労務の専門家で

す。事業主の要望に応じて、職務の

分析・評価の導入を支援します。

　職務（役割）評価の情報は『パート

労働ポータルサイト』をご利用くだ

さい。（http://part-tanjikan.mhlw.go.jp/）

 　佐賀労働局雇用均等室

　　　　　緯０９５２（３２）７２１８

鹿島市公共下水道の計画
見直しに伴う公聴会の開催

申込・問合せ先

雇用均等コンサルタント
を活用してみませんか？

詳しくは

 

　鹿島市生涯学習センター、鹿島市

民図書館、鹿島市民会館の管理運営

を行っている指定管理者『かしま市

民立楽修大学』の名称が４月から

『一般財団法人　鹿島市民立生涯学

習・文化振興財団』に変わりました。

　今までの事業運営は変わることな

く引き継がれ、また、法人化するこ

とで組織の強化も図られ、これまで

以上に鹿島市民のための生涯学習事

業・文化事業を行っていきます。

 く生涯学習課社会教育係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

かしま市民立楽修大学
の名称が変わりました

詳しくは

　平成２６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

平成２６年４月市長交際費支出状況表

６日（金）　　　　　　　開会、会期の決定、議案の一括上程（提案理由説明）

７日（土）～１０日（火）　　休会

１１日（水）　　　　　　　議案審議

１２日（木）　　　　　　　調整日

１３日（金）　　　　　　　常任委員会

１４日（土）～１５日（日）　　休会

１６日（月）～１８日（水）　　一般質問

１９日（木）　　　　　　　調整日

２０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～

支出の相手方、行事名支出金額支出日区　分

市交通安全指導員会懇親会４，０００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２３日

市・町長会議懇談会１，５００円４月２５日

１０，５００円合　計

潤市税集合徴収分
潤介護保険料
潤後期高齢者医療保険料の

第１期の口座振替日は

６月３０日（月）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）
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　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（日）～９月１５日（祝）

　　　　　９時～１７時　

 　生涯学習課文化・スポーツ係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

 

怯開催日

　８月８日（金）・９日（土）

怯『また来たばい！土曜夜市』出店者募集

　昨年復活した『土曜夜市』が今年

も開催。歩行者天国の一部で開催す

る屋台村で販売・出展・企画を希望

する人の２次募集を行います。

と　　き　８月９日（土）１７時～２１時

締　　切　６月３０日（月）

怯Ｔシャツ販売

　完全受注制で販売します。

　３つのデザイン（各３色）でサイズ

も多数用意しています。職場で、仲

間同士で、そろえてみませんか？

受付期間　６月２日（月）～２０日（金）

 　第５１回鹿島おどり実行委員会

　　　　　（鹿島青年会議所内事務局）

　　　　　緯０９５４（６２）００８０

 

 

　最近、『声が出にくくなった』『歩

きにくくなった』などありませんか。

　神経難病と診断された人や、体の

不調などで悩んでいる人の医療に関

する相談を受けています。

　事前に予約が必要です。（無料）

と　　き　６月２４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　佐賀大学医学部附属病院

　　　　　江里口　誠さん（神経内科医）

申　　込　６月１７日（火）まで

 

　杵藤保健福祉事務所難病担当

　緯０９５４（２２）２１０５

北公園ジャブジャブ池
プール開き!!

詳しくは

鹿島おどり実行委員会
からのお知らせ

詳しくは

相相 談談

難病医療相談

申込・問合せ先

 

　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。

 

　　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）

　宮津　彰子さん　（土井丸）

　山田　次郎さん　（西塩屋）

 詳人権・同和対策課

　　　　　緯０９５４（６３）２１２６

 

　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。

 

　井上　致子さん

　釘尾　勢津子さん

 　総務課総務係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１３

 

　いじめ・虐待など、子どもの人権

に関わる悩みごと、心配ごとなどの

相談に法務局職員、人権擁護委員が

応じます。お気軽に相談ください。

（相談内容の秘密は固く守られます）

と　　き　６月２３日（月）～２９日（日）

　　　　　８時３０分～１９時

※２８日（土）、２９日（日）は１０時～１５時

 　緯０１２０（００７）１１０

６月１日は
人権擁護委員の日

人権擁護委員

詳しくは

行政相談委員の紹介

行政相談委員

詳しくは

『子どもの人権１１０番』
強化週間

相談電話

 

　精神症状の悪化により緊急に医療

の必要がある人などに、必要に応じ

て医療機関を紹介する『精神科救急

医療電話相談窓口』を、２４時間

３６５日体制で開設しています。

 　緯０９５２（２０）０２１２

 

 

怯アーチェリー教室

と　　き　６月７・１４・２１日、

　　　　　７月５・１２日（土）　計５回

　　　　　９時～１１時

と　こ　ろ　古枝林業体育館

怯スポーツ吹き矢教室

とき・ところ　９時～１１時

　６月８・１５・２２日（日）

　　　　古枝林業体育館

　６月２９日、７月６日（日）

　　　　のごみふれあい楽習館

※参加費のほかに吹き矢用マウス

　ピース代１００円必要

怯両教室の共通事項

対　　象　小学高学年生～一般（１０人）

参　加　費　スポーツライフ・鹿島会員　無料

　　　　　一般参加者　　　１,０００円

申込締切　６月６日（金）１７時

 　スポーツライフ・鹿島事務局

　　　　　（鹿島市体育協会内）

　　　　　緯０９５４（６２）３３７９

 

と　　き　７月２５日、８月１・８・２２・２９日

　　　　　すべて金曜日　計５日間

　　　　　１３時３０分～１６時（初回１３時～）

　　　　　※全日程参加できる人

と　こ　ろ　県立盲学校（佐賀市）

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２３日（月）～２７日（金）

　　　　　９時～１６時（電話のみ）

定　　員　高校生以上１２人（先着順）

 く県立盲学校地域支援部

　　　　　緯０９５２（２３）４６７２

精神科救急医療
電話相談窓口

相談電話

講講習習会会・・教教室室
スポーツ体験教室
参加者募集

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

情報掲示板　愚　お知らせ・相談・講習会・教室
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　介護をしている人、興味がある人

を対象に開催しています。

　日ごろの疲れをほぐして、リフ

レッシュを図りませんか？

と　　き　６月１３日（金）

　　　　　１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　エイブル２階和室

内　　容　リンパマッサージ

講　　師　江頭　美香さん

参　加　費　無料

※ラフな服装でお越しください

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

 

　『知っていますか？生活困窮者の

自立支援について』をテーマに、経

済的困窮者や社会的に孤立している

人々の、支援のあり方を考えるセミ

ナーを開催します。（参加費は無料

ですが事前申し込みが必要です）

と　　き　６月２９日（日）

　　　　　１３時～１６時３０分

　　　　　受付　１２時３０分～

と　こ　ろ　アバンセホール（佐賀市）

講　　師　熊木正人さん（厚生労働省）

申込期限　６月２７日（金）

 

　佐賀県社会福祉士会

　緯０９５２（３６）５８３３

 

　放送大学では、平成２６年度第２学

期（１０月入学）の学生を募集していま

す。放送大学はテレビなどの放送や

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。

　資料を無料で差し上げていますの

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

快互（介護）のつどい

詳しくは

２１世紀社会福祉
セミナーの開催

申込・問合せ先

放送大学
１０月生募集

詳しくは

 

　作品づくりをしてみませんか？

　講師の先生が一人一人に指導され

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。初心者

大歓迎です。

と　　き　６月１５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・行草作品の作り方Ⅱ

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　会員１,５５０円、会員外２,０５０円

　　　　　（昼食代含む）

 

　く鹿島書の会庶務係　織田

　　緯０９０（８７６９）７８４１

 

　鹿島市食生活改善推進協議会は料

理教室を開催しています。どなたでも

参加できますのでお申し込みください。

と　　き　６月１８日（水）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　６月１１日（水）

 

詳保健センター予防係

　緯０９５４（６３）３３７３

 

対　　象　求職者で概ね４０歳未満の人

募集科名　電気制御技術科　１５人

訓練期間　７カ月

　　　　　※企業内実習１カ月含む

受　講　料　無料（要テキスト代）

申　込　先　ハローワーク鹿島

申込期間　６月６日（金）～７月８日（火）

 くポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

鹿島書の会『春の錬成会』

申込・問合せ先

食改さんの料理教室

申込・問合せ先

平成２６年８月生
職業訓練受講生募集

詳しくは

 

 

　地球温暖化防止対策のため、家庭

で節電の取り組みをしていただく世

帯を募集します。

　参加世帯には九州内の、道の駅、

スーパー、コンビニなどで使用でき

るポイント券を差し上げます。

取組期間　７月～９月

募集締切　６月３０日（月）

 

　九州版炭素マイレージ制度推進協議会

　（九州経済調査協会）

　緯０９２（７２１）４９０５

　URL　http://q-ecolife.com/

 

　見返りの滝とアジサイめぐりの

コース（１０km程度）です。

と　　き　６月２１日（土）

　　　　　８時３０分～１６時３０分

　　　　　６・９・１１・３月の年４回

集合場所　鹿島市陸上競技場駐車場

定　　員　先着２５人

参加費（保険料込み）

　スポーツライフ・鹿島会員　１,０００円

　一般参加者　　　　　　１,５００円

申込締切　６月１５日（日）

準　備　等　ハイキングできる服装、

　　　　　弁当、飲料水、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

 

 

　福祉活動資金づくりを目的に、

チャリティーバザーを開催します。

と　　き　６月２７日（金）１４時～１６時

と　こ　ろ　高津原コミュニティセンター

　　　　　『かんらん』

 　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

募募 集集
『九州エコライフポイント』

節電の参加者募集

申込・問合せ先

四季めぐりウォーキング
参加者募集

詳しくは

イイベベンントト

チャリティーバザー開催

詳しくは

情報掲示板　愚　講習会・教室・募集・イベント
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けんしけんしんん

　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１６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１６１６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

５０～７３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

　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２６年４月２日～平成２７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　７月４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２０日（金）

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

　鹿島市保健センター

　　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

歯と口は　 健康・元気の源だ

　　　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

　　　　　喰午後のスタート、ハミガキから

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２６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。

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。　　　　　

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



24 Ｈ２６(２０１４).６.１　広報かしま

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２２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
　　　　　　　　フッ化物塗布（希望者のみ）

１２日（木）１歳６カ月健診
対　象　平成２４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）

２６日（木）４カ月健診　　　
対　象　平成２６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 

２５日（水）

怯予防接種 ・予防接種は県内の医療機関での個別接種です。医療機関に直接お申し込みください。
・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。

二種混合［ジフテリア・破傷風］
対象者　１１歳～１３歳未満の子ども
　　　　（小学校６年生には通知しています）

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

接種回数　煙１期１～３回は、２０日以上（標準的には５６日

　　　　　まで）の間隔で受けます

　　　　煙１期追加は、１期３回目終了後、６カ月以上（標

　　　　　準的には１年～１年６カ月の間）に接種します

ＢＣＧ
　対象者　生後3カ月から１歳未満の子ども

麻しん・風しん
感染力の強いはしか（麻しん）患者が昨年より増えています！

１歳になったらすぐ、麻しんワクチンを接種しましょう！

対象者　第１期：１歳～２歳未満の子ども

　　　　第２期：平成２０年４月２日～平成２１年４月１日

　　　　　　　　に生まれた子ども

接種期限　第２期は平成２７年３月３１日までです。

四種混合［ポリオ＋三種混合］
　ポリオと三種混合（ジフテリア・百日咳・破傷風）を

合わせたワクチンです。

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

接種回数　煙１期１～３回は、２０日以上（標準的には５６日

　　　　　まで）の間隔で受けます

　　　　煙１期追加は、１期３回目終了後、６カ月以上（標

　　　　　準的には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
　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１０年４月２日～平成１５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。

ポリオ
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日以上（標準的には

　５６日まで）の間隔をおいて３回、その後、６カ月以上

　（標準的には１年～１年６カ月の間）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（標準的には５６日まで）の間隔をおいて２回、その

　後６カ月以上（標準的には１年～１年６カ月の間）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
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日以上（標準的には２８日まで）

　　　　　おいて２回接種します。

　　　　　１期追加は２回目の接種後、６カ月以上（標準的に

　　　　　は概ね１年）の間隔をおいて１回接種します。

　　　　　２期は、対象期間の間に１回接種します。

　平成１７～２１年度の間に接種できなかった人へ

　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歳未満
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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

４４・・１１１１・１８・２・１８・２５５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

みんなのひろば　会場受付１０時～１５時

対　象　就学前児と保護者

　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（６６）３５６８嬉野市　塩田町谷口医院３日（火）

０９５４（４３）１６５２嬉野市　嬉野町樋口医院１０日（火）

０９５４（４２）１２１１嬉野市　嬉野町うれしのふくだクリニック１７日（火）

０９５４（４３）０５５０嬉野市　嬉野町福田医院２４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

１０日（火１０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

１１８８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

６日（金）　エイブル　『パパ　大好きだよ竃』

２０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

１３日（金）　エイブル　『パパ～っ　ありがとう竃』

２７日（金）　楠　風　館　『ママカフェ♪』

ところと　き

北鹿島農村婦人の家３日（火）

七浦公民館１０日（火）

鹿島小わんぱくクラブ１７日（火）

古枝公民館２４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

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２６年４月生まれ

１７日（火１７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

５５日（木日（木））
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１日（日）　東部中学校体育大会
１５日（日）　北公園ジャブジャブ池プール開き・・［２１ページ参照］
２６日（木）　肥前浜宿まちなみ活用委員会
　　　　　　　　　　　　　　継場（八宿）　１９時３０分～
２８日（土）　能楽事始め・・・・・・・・・・・・・・・・［１７ページ参照］
　　　　　　　　　　　　　　エイブルホール　１４時～

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１階
　１２日（木）　受付１３時～１４時　　　　　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始
　２６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
　５日（木）　１０時～１５時
愚住宅設計無料相談　旧池田家（南舟津）
　１４日（土）　１０時～１２時
愚成人健康相談　保健センター
　４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
　８日（日）　１０時～１５時
愚消費生活相談　市民会館１階サロン
　２・９・１６・２３・３０日（月）、６・１３・２０・２７日（金）
　　９時３０分～１２時、１３時～１６時
愚こころの健康相談（臨床心理士　対応）
　１１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
愚発達障害児（者）専門相談　市役所５階第７会議室
　２４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
　２６日（木）　　１３時３０分～１６時　要予約
　福祉事務所　緯（６３）２１１９
愚厚生年金・国民年金相談　市民会館１階サロン
　３・1７日（火）　１０時～１２時、１３時～１５時　要予約
　市民課　緯（６３）２１１７
愚土地・建物に関する無料相談所　市民会館１階サロン
　２４日（火）　１３時３０分～１６時３０分
愚行政・人権・心配ごと相談　老人福祉センター相談室
　１１・２５日（水）　１０時～１２時、１３時～１５時
　社会福祉協議会　緯（６２）２４４７
愚福祉介護電話相談　社会福祉協議会緯（６２）２４４７
　月曜日～金曜日　９時～１７時

６月

 水無月 
みなづき

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
佐賀庭苑　　　　　　緯（６２）８８１６
山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１

　１日（日）
　７日（土）
　８日（日）
１４日（土）
１５日（日）
２１日（土）
２２日（日）
２８日（土）
２９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
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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２５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）１２３６１日（日）

アルナ浜店薬師寺医院　緯（６３）５２８１８日（日）

北鹿島薬局吉田病院　緯（６２）３２０３１５日（日）

おおぞら薬局中村医院　緯（６３）９２３４２２日（日）

ミズ西牟田店別府整形外科　緯（６３）３０６３２９日（日）

７・１４・２１・２８日（土）、
１・８・１５・２２・２９日（日）

市役所
保健センター

２・９・１６・２３・３０日（月）、
２６日（木）

市民図書館

２・９・１６・２３・３０日（月）
生涯学習センター
（エイブル）

３・１０・１７・２４日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

２・９・１６・２３・３０日（月）海道しるべ


