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平成２６年６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

　鹿島の夏といえば、『鹿島おど

り』。今年は８月８日（金）・９日

（土）の２日間開催されます。

　９日は『また来たばい！土曜夜

市』（１７時～２１時）が開催されます。

　地元の物産や飲食店のブース、

ラムネ早飲み大会やゲームコー

ナーも！

　また、先着１００人の子どもた

ちには粗品もありますよ。

対　前　月　比世   帯   数人　口
鹿　島　市

世帯２＋人２５－世帯１０,７４２人３０,８９１

世帯５＋人８－世帯　５,３２９人１４,２５６鹿　　島

世帯１＋人１３－世帯　１,１６１人  ３,６８５能　古　見

世帯１＋人８＋世帯　１,０２３人  ３,１８１古　　枝

世帯５－人３－世帯　１,０４８人  ３,０７３浜

世帯０人６－世帯　１,２２３人  ３,６３４北　鹿　島

世帯０人３－世帯　　　９５８人  ３,０６２七　　浦

人７－人１４,５４９男

人１８－人１６,３４２女
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申込書等の請求　下記のいずれかの方法で入手できます。

　①市役所３階総務課で交付します。

　②申込書類の郵送による請求は、封筒の表面には　

　　『採用試験申込書請求』と朱書きし、裏面には　

　　『請求された人の住所、氏名』を記入の上、必ず

　　１２０円（返信を速達で希望する場合は４００円）

　　切手を貼り、宛先および郵便番号を明記した返信

　　用封筒　（角形２号：Ａ４サイズ用紙の入る大きさ）　

　　を同封して、右記の申込先へ請求してください。

　③市ホームページからダウンロードできます。

受付期間　　８月１日（金）～８月２０日（水）

　　　　　　８時３０分～１７時１５分（土・日曜を除く）

第一次試験

　と　　き　９月２１日（日）９時３０分集合

　と　こ　ろ　エイブルおよび市民会館

 

　　〒８４９－１３１２

　　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　　鹿島市役所総務課職員係

　　緯０９５４（６３）２１１３

申込・問合せ先

職　務　内　容採用予定受　験　資　格試験の程度試験区分

一般行政の業務に
従事

若干名
（Ａ、Ｂ合わせて）

昭和５９年４月２日から平成５年４月１日までに生
まれた人で、採用後、鹿島市内に居住できる人

教養試験【大卒程度】一般事務Ａ

平成５年４月２日から平成９年４月１日までに生
まれた人で、採用後、鹿島市内に居住できる人

教養試験【高卒程度】一般事務Ｂ

土木技術、一般行
政の業務に従事

若干名
（Ｃ、Ｄ合わせて）

昭和５４年４月２日から平成５年４月１日までに生
まれた人で、採用後、鹿島市内に居住できる人

教養試験および専門試験
【大卒程度】

土　木　Ｃ

平成５年４月２日から平成９年４月１日までに生
まれた人で、採用後、鹿島市内に居住できる人

教養試験および専門試験
【高卒程度】

土　木　Ｄ

農業技術、一般行
政の業務に従事

１人
昭和４３年４月２日以降に生まれた人で、普及指導員
（改良普及員、専門技術員を含む）資格または営農指導
員資格を有し、農業指導等の経験が１０年以上ある人

教養試験【高卒程度】
※事前に書類選考があり
　ます

民間企業等
職務経験者

採 用 情 報

鹿島市職員を募集します

恭佐賀県市町総合事務組合　職員募集

応募方法

　申込書は組合事務局で受け取るか、１２０円切手を

貼り、住所・氏名を明記した返信用の封筒を同封のう

え郵送にて請求ください

 　〒８４０－００４１

　　　　　　　佐賀市城内１－５－１４

　　　　　　　佐賀県市町総合事務組合総務課

　　　　　　　緯０９５２（２５）２３５４

申込・問合せ先

一次試験受付期間応　募　資　格募集人員

９月２１日（日）１０時～１２時

県立佐賀工業高校（佐賀市）

【筆記試験】

８月４日（月）～２２日（金）
（土日を除く８時３０分～１７時１５分）

昭和５９年４月２日から平成９年４月１日ま
でに生まれた人で、県内に居住している
か就学・就職等で県外に転出しているが、
両親等保護者が県内に居住している人

一般事務

１人
【平成２７年４月１日採用】

その他の採用情報

恭自衛官採用試験の案内
　詳しくは、願書を取り寄せて確認してください。

 　自衛隊武雄地域事務所　緯０９５４（２３）８３０４詳しくは

一次試験受付期間受験資格募集種目

９月から始まります。詳細はお問い合わせください
高卒（見込含む）

２１歳未満

防衛大学校学生

１１月１日・２日
９月５日～９月３０日

医学科学生
防衛医科大学校

１０月１８日看護学科学生（自衛官コース）
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　障がいをお持ちの人や、その保護者を対象とした各種手当を紹介します。

障がいに関する手当のご案内
お
知
ら
せ

恭特別障害者手当

　　２０歳以上で、著しく重度の障がい状態にあるた

　め、日常生活で常に特別な介護を必要とする障がい

　者本人に支給されます。

恭障害児福祉手当

　　２０歳未満で、重度の障がい状態にあるため、日

　常生活で常に介護を必要とする障がい児本人に支給

　されます。

恭特別児童扶養手当

　　中程度以上の障がいがある在宅の２０歳未満の児

　童を監護・養育する保護者などに支給されます。

　各手当とも支給制限や所得制限がありますので、詳

しくはお尋ねください。

　現在、手当を受給中の人は、毎年現況届が必要です。

　受付期間中に現況届の提出がない場合、８月分から

支給されませんのでご注意ください。

現況届の受付

　と　き　８月１１日（月）～８月２９日（金）

　ところ　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

詳しくは

国民年金保険料　後納制度のお知らせ
お
知
ら
せ

　これまでは、国民年金保険料を納め忘れたまま、２

年を経過すると保険料を納めることができませんでし

たが、平成２４年１０月から３年間に限り、過去１０

年以内の納め忘れた保険料を納めることができる後納

制度が実施されています。

　過去１０年以内の保険料を納めていただくことで、

将来の年金額を増やしたり、年金の受給権につなげる

ことができるようになります。ご自身の年金記録は、

ねんきんネット（http://www.nenkin.go.jp）で確認するこ

とができます。

　また、ご不明な点があれば、国民年金保険料専用ダ

イヤル（緯０５７０（０１１）０５０）や武雄年金事務所

にお問い合わせください。

※後納制度は事前に申し込みが必要ですが、審査の結

果、後納制度をご利用できない場合があります。詳し

くは国民年金保険料専用ダイヤルにお尋ねください。

 　武雄年金事務所

　　　　　緯０９５４（２３）０１２３

詳しくは

みんなで徹底しよう!『選挙の 三 ない運動』
さんお

知
ら
せ

　政治家（候補者、候補者になろうとする者、現に公職

にある者）が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは法律

で禁止されています。違反すると、処罰されます。

　また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。

【禁止されている寄附の例】

　噛お中元やお歳暮、入学祝、卒業祝、病気見舞い

　噛お祭りへの寄附や差入れ

　噛地域の運動会などへの飲食物の差入れ

　噛家族や秘書などが代理出席するときの結婚祝や葬式の香典

　噛地域の集会や旅行などの催物への寸志や飲食物の差入れ

 -選挙の三ない運動-
 贈らない！
　 求めない！
　 　受け取らない！

※政治家が、選挙区内にある者に対し（答礼のための自筆によるものを除く）、暑中見舞いや年賀状などの

　あいさつ状（電報も含む）を出すことは禁止されています。

 　選挙管理委員会

　　　　　緯０９５４（６３）３４１８

詳しくは
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　児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育している人の生活安

定と自立を助け、子どもの心身の健やかな成長のために支給される手当です。

　受給するためには、福祉事務所へ申請が必要です。手当は原則として『申請月の翌月分』からの支給になります。

　　　ご存じですか？児童扶養手当制度
　　　　　　　　　　継続受給には『現況届』が必要です

お
知
ら
せ

支給要件（対象となる人）

　次のいずれかに該当する子どもを監護し、かつ、生

計を同じくしている母、父または、父母に代わってそ

の子どもを養育している人です。

　①父母が婚姻を解消（離婚など）した子ども

　②母または父が死亡、生死が明らかでない子ども

　③母または父が一定程度以上重度の障がいがある子ども

　④母または父が１年以上拘禁されている子ども

　⑤母または父から１年以上遺棄されている子ども

　⑥母または父が裁判所からＤＶ保護命令を受けた子ども

　⑦婚姻によらないで生まれた子ども

　※支給要件に該当しても、子どもが児童福祉施設に

　　入所したとき、または請求者および子どもが公的

　　年金（老齢福祉年金を除く）を受けることができる

　　ときや前年所得が一定以上あるときなどは手当が

　　支給されない場合があります。

支給期間

　潤子どもが１８歳になる年度の３月３１日まで

　潤子どもが中度以上の障がいがある場合は２０歳未満

手当の額

　受給資格者が扶養する子どもの人数や所得などで決

められます。

　潤子ども１人の場合（月額）

　　　全額支給の場合　４１,０２０円

　潤子ども２人以上の加算額

　　　２人目　５,０００円

　　　３人目以降１人につき　３,０００円

胸児童扶養手当を受給中の皆さんへ
　この手当を受給中の人は、毎年現況届が必要です。次の受付期間中に現況届の提出がない場合、８月分からの支

給を差し止めることがありますのでご注意ください。

と　　き　８月１２日（火）～１４日（木）　９時～２０時

と　こ　ろ　市役所５階大会議室

持　参　品　印鑑、健康保険証、児童扶養手当証書、受給者の通帳（変更のある人のみ）、養育費などの申告書

 　福祉事務所社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

　

　配偶者が受給している障害基礎年金の子の加算と児

童扶養手当の支給額を対象児童ごとに比較して、金額

が多い方を受給できます。（両方を受給することはで

きません）

障害基礎年金についてのお問い合わせ

　武雄市武雄町大字昭和４３－６

　武雄年金事務所　　　　緯０９５４（２３）０１２１

配偶者に重度の障がいがあり、お子さんを養
育している人へお知らせ

対　象　者　申請日に夫婦のいずれかが鹿島市に１年以

　　　　　上住所を有し、佐賀県不妊治療費支援事業

　　　　　の助成を受けている人

対象治療　体外受精、顕微授精

助　成　額　医療機関に支払った額（入院費、食事代、

　　　　　文書料は除く）の１０分の７に相当する額

　　　　　から佐賀県または、それ以外から受けた不

　　　　　妊治療費助成金を差し引いた額

（限　度）　１回につき１０万円まで（通算５年、６回まで）

申請期限　治療を終了した日の属する年度内

　　　　　（２～３月に終了する場合は事前にお問い

　　　　　合わせください）

※佐賀県不妊治療費支援事業の申請を済ませ、承認決

　定通知を受けてから、市に申請してください。

 　エイブル１階保健センター

　　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

申請・問合せ先

不妊治療費の一部を助成します
お
知
ら
せ

　市では平成２６年７月１日以降に終了した不妊治療費の一部を助成します。
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受給中の人は更新をお忘れなく！！
－　ひとり親家庭等医療費助成制度　－

お
知
ら
せ

　『母子家庭』『父子家庭』『父母のいない子ども』『寡

婦』が、病院などの医療機関で診療を受けた場合、医

療費の一部負担金（保険診療分）を助成します。

　ただし、１人当たり１カ月５００円までは個人負担

となります。

　また、寡婦は、１カ月につき一部負担金から

１,０００円を控除した額の半額が助成額となります。

助成対象者

　潤ひとり親家庭の父・母・子ども（４ページ参照）

　潤父母のいない子ども

　潤かつて母子家庭であった健康保険被保険者本人で

　　ある一人暮らしの母親（寡婦）

　※公的年金の受給者も該当します。ただし、前年の

　　所得が一定額以上あるときは助成できません。

　※０歳から就学前の子どもは、子どもの医療費助成

　　が優先です。また、平成２６年４月受診分から、子

　　どもの医療費受給資格証を使用後の一部負担金も

　　助成します。

助成期間

　①子ども・・・・１８歳に達する年度の３月３１日まで

　②母・父・・・・子どもが２０歳に達する前日まで

　③寡　婦・・・・後期高齢者医療制度の対象となる前日まで

胸更新手続き

　この助成を受給中の人は、毎年『ひとり親家庭等医

療費助成受給資格証』の更新手続きが必要です。

　更新を行わないと９月１日から翌年８月３１日までの

助成ができませんのでご注意ください。

と　　き　８月１２日（火）～１４日（木）　９時～２０時

　　　　　（児童扶養手当現況届の受付期間と同じ）

と　こ　ろ　市役所５階大会議室

持　参　品　印鑑、健康保険証、

　　　　　受給者の通帳（変更のある人のみ）、

　　　　　養育費などの申告書

 　福祉事務所社会福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

ジェネリック医薬品に関するお知らせ
～国民健康保険・後期高齢者医療の被保険者の皆さんへ～

お
知
ら
せ

　国民健康保険と佐賀県後期高齢者医療広域連合では、現在服用している薬をジェネリック医薬品（後発医薬品）に

切り替えた場合に、薬代の自己負担額をどのくらい軽減できるか試算した差額通知ハガキを『ジェネリック医薬品

に関するお知らせ』として、７月末に郵送しています。

通知の対象となる人

　該当月に処方された先発医薬品をジェネリック医薬品に切り替えた

場合に、１カ月あたりの自己負担額の軽減が一定額以上見込まれる人

が対象となります。（必ずしも全員に届くわけではありません）

通知の記載内容

胸薬代にかかった金額のみ表示しています。

　実際の窓口での支払いには、技術料・管理料など、別費用が含まれ

　ていることがあります。

胸ジェネリック医薬品に切り替えると薬代が安くなる可能性があるこ

　とをお伝えするもので、切り替えを強制するものではありません。

通知書に関するお問い合わせ専用窓口

　『国民健康保険中央会コールセンター』を設けています。

通知書裏面にコールセンターのフリーダイヤルが記載されていますので、ご利用ください。

 　佐賀県後期高齢者医療広域連合　業務課給付係　緯０９５２（６４）８４７６

　　　　　市保険健康課国保係　　　　　　　　　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

恭ジェネリック医薬品とは？

　ジェネリック医薬品は、最初に作ら

れた薬（先発医薬品）の特許が切れた

後に販売される医薬品です。先発医薬

品と同等の有効成分・効能・効果をも

つ医薬品ですが、まったく同一という

わけではありません。

　ジェネリック医薬品を希望する場合

は、まずは、かかりつけの医師・薬剤

師へご相談ください。
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怯基準（案）の概要

①家庭的保育事業等の認可基準

　２０人未満の小規模な保育や家庭的保育事業（保育

者の居宅での保育）、事業所内保育事業、居宅訪問型保

育事業（ベビーシッター）などの『地域型保育事業』に

対する認可の基準を定めます。

②特定教育・保育施設および特定地域型保育事業の運

　営基準（確認制度）

　保育所や幼稚園などが保育・教育費用として給付金

を受けるための適切な運営を行っているか確認するた

めの基準を定めます。

③保育の必要性の認定に関する基準

　保護者の申請に基づき、保育が必要なことの認定を

するため、細かな運用方法を定めます。

④放課後児童健全育成事業の基準

　学童保育の設備や運営の基準を定めます。

※詳しくは市役所１階福祉事務所で閲覧、または市

　ホームページで見れます。

公募対象者

　潤市内に居住または市内へ通勤・通学する人

　潤市内に事務所などがある法人・団体

意見の記載・提出方法

　住所、氏名（法人・団体は所在地、名称、代表者氏名）

を明記して市役所１階福祉事務所へ直接提出するか、

ＦＡＸ、郵便、電子メールで提出してください。

※形式・様式は問いません

応募締切

　８月２０日（水）（必着）

 　〒８４９－１３１２

　　　　　　　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　　　　　　　鹿島市役所福祉事務所社会福祉係

　　　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

　　　　　　　姉０９５４（６３）２１２８

　　　　　　　e-mail　fukushi@city.saga-kashima.lg.jp

応募・問合せ先

ご意見をお寄せください
－　子ども・子育て支援新制度に関する基準　－

意
見
公
募

　平成２７年４月から、子ども・子育て支援新制度が実施されます。新制度に係る施設や事業の認可、運営に関す

る基準は、市が定めることとなっています。

　この基準策定の参考とするため、皆さんのご意見をお寄せください。

～　求職者・事業主の皆さんへ　～

ハローワークからのお知らせ

～　求職者の皆さんへ　～

恭『求職者支援訓練』を受講してみませんか？

　雇用保険を受給できない人に対して、職業訓練によ

るスキルアップを通じた、早期就職を支援します。

支援内容

　①職業訓練を受講できます

　②ハローワークが積極的に就職支援します

　③一定の要件を満たす人に、訓練期間中１０万円の

　　『職業訓練受講給付金』を支給します

対　　象　以下の項目をすべて満たす人

　潤ハローワークに求職申し込みをしている人

　潤雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者でない人

　潤ハローワークが職業訓練などの支援が必要と認め

　　た人

訓練コース情報

　さまざまなコースがありますので、詳しくは佐賀労働

局ホームページをご覧ください

お
知
ら
せ

 　

　ハローワーク鹿島　　　緯０９５４（６２）４１６８

　佐賀労働局職業安定部　緯０９５２（３２）７２１６

　http://saga-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/

詳しくは

恭高校生の積極的な採用をお願いします

　県内、高校生の就職希望者のうち、半数以上の生徒

が県内への就職を希望しています。

　依然厳しい経済状況の中ではありますが、お早めに

採用計画をご検討いただき、来春卒業する高校生が１

人でも多く就職できるよう、ハローワークまで求人の

申し込みをお願いします。新規高校卒業者を対象とす

る求人への応募受付は９月５日から、採用選考の開始

は９月１６日からとなります。

　なお、大学・短大生などに対する求人の申し込みも、

ハローワークで受け付けています。あわせて採用のご

検討をお願いします。

～　事業主の皆さんへ　～
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住宅リフォーム助成の申請を受け付けます
－　鹿島市緊急経済対策住宅改修事業　－

お
知
ら
せ

　市内の業者によって住宅のリフォーム工事を行う際、

予算の範囲内において、経費の一部を補助金として交

付します。

受付対象　鹿島市民

対象物件　市内にある住宅（併用住宅を含む）

施工業者　市内個人事業者または市内に本店を有する法人

上　限　額　区分ごとに１０万円

対象工事　右表のとおり

そ　の　他　①補助は、１住宅につき１回限り（ただし、

　　　　　　平成２３年度～平成２５年度に県または市の

　　　　　　補助を受けた住宅を除く）

　　　　　②平成２７年３月３１日までにリフォーム工事

　　　　　　が完了すること

補助率（額）内　　容区　　分謂

工事費１万円以上

工事費の５０％

段差解消、手すり設置などＵＤ化①

下水道接続、浄化槽設置など家庭排水処理②

耐震改修工事耐震改修③

エコキュート、二重窓設置などエコハウス④

県産材木１逢以上使用県産木材利用⑤

１０愛以上の増築工事三世代同居⑥

上記以外のリフォーム一般リフォーム⑦

※①～⑥は併用ができます（最大６０万円補助）

※⑦は①～⑥のいずれにも該当しない場合です

 　都市建設課住宅係　緯０９５４（６３）３４１５詳しくは

【抽選券の受け取り】

　申請を希望される人は、まず抽選券（申請者１人につ

き１枚）を受け取ってください。

発行期間　８月４日（月）～８日（金）　９時～１７時

発行場所　市役所２階　都市建設課

そ　の　他　抽選券の受け取りは代理の人でも可能です

　　　　　が申請者本人の委任状が必要です。

【抽選会】

抽選期間　８月１１日（月）～１５日（金）　９時～１７時

抽選場所　市役所２階　都市建設課

そ　の　他　抽選によって受付順位を決定し、受付順位

　　　　　の早い人から順に申請を受け付けます。

　　　　　予算がなくなり次第、受け付けを終了しま

　　　　　す。

怯申請には抽選券が必要です（抽選券受取　⇒　抽選会　⇒　申請受付開始）

※ ＵＤ ＝ Universal Design の略
ユーディー ユニバーサルデザイン

　　　　誰もが利用することができる設計（デザイン）のことです。

－８月は同和問題啓発強調月間です！－

鹿島市同和問題講演会を開催します

講
　演
　会

　『同和問題啓発強調月間』は同和問題の解決に向けて、

一人ひとりの理解と協力を得るために平成３年に設け

られました。

　これまでの対策により生活環境の改善は図られ、差

別意識は解消の方向に向かってはいるものの、未だに

根深く残っていると言わざるを得ません。

　同和問題の解決には、市民の皆さんも、差別に目を

そむけたり、無関心でいるのではなく、一人ひとりの

人権を守るということがいかに大切なのかを一緒に

なって考え、ともに行動することが必要です。

と　　き　８月２２日（金）　開場１３時　開演１３時３０分

と　こ　ろ　市民会館大ホール

テ　ー　マ　あなたの個人情報がねらわれている

　　　　　～身元調査と「本人通知」制度～

主　　催　鹿島市、鹿島市教育委員会

講　　師

　 川口 　 泰司 さん
かわぐち やすし

　（山口県人権啓発センター事務局長）

プロフィール

　愛媛県の被差別部落に生ま

れる。

　中学時代、同和教育に本気

で取り組む教員との出会いから解放運動に取り組むよ

うになる。

　大学卒業後、（社）部落開放・人権研究所、（社）大阪

市新大阪人権協会を経て、現在に至る。

 　人権・同和対策課

　　　　　緯０９５４（６３）２１２６

詳しくは

入場
無料
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対　象　者　次の条件に該当する人

　①世帯の全員が住民税非課税

　②佐賀県後期高齢者医療広域連合の被保険者となる

　　前の医療保険で『限度額適用・標準負担額減額認

　　定証』の交付を受けていた

減額内容

　過去１２カ月以内で９０日以上の入院（長期入院に該

当）をした場合、申請で入院時の食事代が減額されます

　１食当たり　２１０円　閣　１６０円

興過去１２カ月の入院日数の数え方

（例）長期入院該当申請日が平成２６年８月２０日の場合

　平成２５年９月１日～平成２６年８月２０日までの１２カ月

間の入院日数

　８月１日から、佐賀県後期高齢者医療広域連合の被保険者となる前（他の医療保険や他県の広域連合の被保険者

であった期間）の入院日数が合算できるように改正されました。

後期高齢者医療保険で長期入院したときの
食事代減額の取り扱いが改正されます

お
知
ら
せ

【改正後】

閣
【改正前】

合算できる合算できない

 　佐賀県後期高齢者医療広域連合　緯０９５２（６４）８４７６

　　　　　市保険健康課国保係　　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

詳しくは

　県では、県民共有の財産である美しい景観をより良いものにして子どもたちに残すため、『美しい景観づくり』に

取り組んでいます。

　屋外広告物を設置する場合は、原則として許可が必要です。また、自社の敷地内に設置しても、小規模のものを

除き、許可が必要です。まだ申請されていない事業者は、すぐに手続きをお願いします。

美しい景観づくりのルール
－　屋外広告物制度　－

お
知
ら
せ

怯屋外広告物制度の浸透を図るための県の取組

　①　許可申請手数料を軽減・・・・・・・・・継続許可申請手数料の額を軽減し、手続きを簡素化しました。

　②　是正条件付き特例許可制度・・・・・許可基準に適合しない屋外広告物も、一定の要件を満たす場合には、

　　　　　　　　　　　　　　　　　是正を条件として許可できるようになりました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　申請期限　　平成２６年１２月１７日（水）

　※申請や是正がなされない場合は、勧告や氏名公表などの措置を行うことがあります。

 　鹿島土木事務所管理課　緯０９５４（６３）３２２２詳しくは

と　　き　８月２８日（木）９時～１５時３０分

と　こ　ろ　市民会館大ホール

　　　　　（駐車場は中川グラウンドへ）

内　　容　（受付開始　８時３０分）

　潤式典　　　　　　　　　　　９時

　潤講演　　　　　　　　　　　１０時

　　　講師　 金納  学 理事長（社会福祉法人学正会）
かんのう まなぶ

　潤ブラスバンド演奏・演芸交流会

　潤特別公演　　　　　　　　　１４時３０分

　　　　　　こまどり姉妹

※入場には整理券が必要です

怯趣味の作品展

と　　き　８月２７日（水）・２８日（木）

と　こ　ろ　市民会館ホワイエ

応募資格　市内在住の６０歳以上の人

応募部門　書・絵画・写真・手芸・工芸・

　　　　　彫刻彫塑など

応募受付　８月１８日（月）～２２日（金）

　　　　　９時～１４時

　　　　　福祉会館１階事務局まで

鹿島市老人クラブ大会

 　鹿島市老人クラブ連合会事務局
　　　　　緯０９５４（６２）３３９０
詳しくは

怯佐賀県後期高齢者医療の被保険者となる前の入院日数を

（長期入院に該当しやすくなる）
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　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

怯ダイヤモンド婚さん　いらっしゃい♪

　市では、市制６０周年を記念して、鹿島市在住のダイヤモンド婚（結婚６０周年）以上のご夫婦を表彰します。

と　　き　１０月２６日（日）１２時～１２時３０分　※集合　１０時３０分

　　　　　　※市制６０周年記念式典後に行います

と　こ　ろ　エイブルホール

対　　象　昭和２９年（１９５４年）以前に結婚されたご夫婦

　　　　　※平成２６年１２月３１日で結婚６０年以上になるご夫婦

　　　　　※ご夫婦で表彰式に参加できる人

内　　容　潤表彰状と記念品をお贈りします

　　　　　潤当日、お化粧と記念撮影付き！

申込方法　ご夫婦の住所、氏名、電話番号と婚姻年月日を電話、郵送、

　　　　　ＦＡＸのいずれかの方法で下記までお申し込みください。

申込締切　９月３０日（火）

 　〒８４９－１３１２

　　　　　　　鹿島市大字納富分２６４３番地１

　　　　　　　鹿島市教育委員会　生涯学習課社会教育係

　　　　　　　緯０９５４（６３）２１２５　　姉０９５４（６３）２１２９

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。

詳しくは

申込・問合せ先

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～

－第５回－

 海道 しるべをご利用ください！
み ちお

知
ら
せ

怯施設利用の流れ

①予約（確認）

　　空き状況の確認のため、事前に海道しるべ事務所

　へお問い合わせください。

②申請書提出（利用料の納付）

　　海道しるべ事務所に備え付けの使用許可申請書に

　必要事項をご記入のうえ、お申し込みください。使

　用料は、使用の許可を受ける際に納付してください。

③利　用

　　施設利用の際は、決まりを守り、スタッフの指示

　に従ってください。

　　加工研究室利用時は、衛生管理のため帽子（三角

　巾）・マスク着用をお願いします。（使用される人で、

　各自ご準備ください）

 

　〒８４９－１３２３

　佐賀県鹿島市大字音成甲１８９６番地１

　鹿島市産業活性化施設『海道しるべ』

　（毎週月曜日休館、祝日の場合は翌日休館）

　緯０９５４（６３）８０６０

　姉０９５４（６３）８０６１

　または

　農商工連携推進室　緯０９５４（６３）３４１１

詳しくは

　海道しるべは、市民の皆さんをはじめ多くの人たちが地域産業の活性化や交流の場としてご利用できます。

ぜひご活用ください。
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応募締切　８月２０日（水）　（土・日曜日を除く）

応募方法　応募先に備え付けの専用履歴書（市のホームページからダウンロードできます）

　　　　　に必要事項を記入して、提出してください

　　　　　（郵送可、８月２０日（水）の消印有効となります）

応　募　先　〒８４９－１３１２　鹿島市大字納富分２６４３－１

　　　　　鹿島市役所　市民交流プラザ整備推進室または福祉事務所社会福祉係　宛

　　　　　※下の『募集要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先』をご確認ください

そ　の　他　詳しくは募集要領をご覧ください（市のホームページにも掲載します）

選考方法　すべて面接による選考を行います

怯募集要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先
・・・福祉事務所内市民交流プラザ整備推進室（市役所１階）　緯０９５４（６３）２１１９

応　募
資　格

勤務時間・形態勤務内容雇用期間
募　集
人　員

募集区分

不　問

経理事務等の資格ま
たは経験がある人は
なお可

月～金曜日
（祝日、年末年始を除く）
①９時１５分～１７時１５分
②１０時４５分～１８時４５分・経理事務

・一般事務
・受付事務
・施設管理等

平成２６年１０月１日
～平成２７年３月３１日
の６カ月

※次年度に継続して

雇用することがあり

ます。

若干名
市民交流プラザ
【嘱託職員】

①土・日曜日、祝日
（年末年始を除く）
８時３０分～１７時１５分
②夜間（年末年始を除く）
１７時１５分～２２時

若干名
市民交流プラザ
【日々雇用職員】
（夜間・休日）

恭募集要領および専用履歴書の備付場所、提出先、問合せ先
・・・福祉事務所社会福祉係（市役所１階）　緯０９５４（６３）２１１９

応　募
資　格

勤務時間・形態勤務内容雇用期間
募　集
人　員

募集区分

保育士または看護師
などの免許を持つ人

月・水～日曜日
（祝日、年末年始を除く）
９時～１８時のうち
７時間程度

・子育てひろば、育児
　サークルの運営
・育児相談など

平成２６年１０月１日
～平成２７年３月３１日
の６カ月

※次年度に継続して

雇用することがあり

ます。

若干名
　子育て支援
　　　センター
【嘱託職員】

資格、経験等は問い
ません

月・水～金曜日
（祝日、年末年始を除く）
９時～１８時のうち
７時間程度

・子育てひろば、育児
　サークルの運営補助

若干名

　子育て支援
　　　センター
【補助指導員】
（平日）

土・日曜日
（祝日、年末年始を除く）
９時～１８時のうち
７時間程度

若干名

　子育て支援
　　　センター
【補助指導員】
（休日）

※子育て支援センタ－は鹿島市民交流プラザ４階に入ります。

鹿島市民交流プラザで働いてみませんか鹿島市民交流プラザで働いてみませんか？？鹿島市民交流プラザで働いてみませんか鹿島市民交流プラザで働いてみませんか？？
市嘱託職員等を募集します
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短期間施設に入所して
利用できるサービス

　介護保険で利用できるサービスには、自宅などの生活の場で利用できる在宅サービス

と、それ以外の在宅でのサービス、施設へ入所して利用する施設サービスなどがありま

す。利用する人の心身の状況などに合ったサービスを選んで有効に活用しましょう。

介　護　保　険

　　胸介護する家族が体調を崩して一時的に介護が困難

　　胸介護者が冠婚葬祭や仕事などで一時的に留守となる

　　胸本人の体調の変化で家での介護が困難

　　胸利用者本人や介護する家族の気分転換やリフレッシュ　　　などのときに

要介護１～５の人

興自己負担（１割）の めやす（１日）

　煙短期入所生活介護

　　介護老人福祉施設（併設型・多床室）の場合

　　 ６８６ 円　　～　　 ９６４ 円

　　（要介護１）　　　　　（要介護５）

　煙短期入所療養介護

　　介護老人保健施設（多床室）の場合

　　 ８３１ 円　　～　　１,０４９ 円

　　（要介護１）　　　　　（要介護５）

　煙特定短期入所療養介護（４時間以上６時間未満）

　　（難病やがん末期の要介護者が利用した場合）

　　　　　　　　　　　　　９０５ 円

要支援１・２の人

※費用は施設の種類やサービスに応じて異なります。

※サービスを利用した場合は、食費・居住費などが別途必要となります。

※連続した利用が３０日を超えた場合、３１日目は全額自己負担となります。

 　杵藤地区介護保険事務所　緯０９５４（６９）８２２１

　　　　　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

ショートステイ（短期入所生活介護・短期入所療養介護）

福祉施設や医療施設に短期間入所して、日常生活上の支援や機能訓練などが受けられます。

主なサービス内容　胸食事、入浴、排せつの介助　　　　胸看護師などによる機能訓練

　　　　　　　　　胸理学療法士などによる機能訓練　　胸医師による診療（短期入所療養介護の場合）　　　など

興自己負担（１割）の めやす（１日）

　煙短期入所生活介護

　　介護老人福祉施設（併設型・多床室）の場合

　　 ５０２ 円　　～　　 ６１７ 円

　　（要支援１）　　　　　（要支援２）

　煙短期入所療養介護

　　介護老人保健施設（多床室）の場合

　　 ６１６ 円　　～　　 ７７０ 円

　　（要支援１）　　　　　（要支援２）

利用日数に注意しましょう

　ショートステイの連続利用日数は３０日までです。連続３０日を超えない場合でも、利用日数は認定有効期間

のおおむね半数を超えないことが目安です。あまり使いすぎると、そのほかのサービス利用にも影響しますので

注意しましょう。
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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。

　　　　　（入会月から１年間有効）

 　

　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

床　の　間
コーナー

　今回は、インドネシアのバリ島に魅せられ、

現地の『自然』を描き続ける鹿島出身の洋画家、

乗田貞勝さんの作品をご

紹介します。

　３５年間、バリと向か

い合ってきた乗田さんが

見つけたものは何なので

しょうか。

展　　示　８月２日（土）～9月３０日（火）

※ご本人によるギャラリートーク

と　　き　８月３０日（土）１０時～

と　こ　ろ　エイブル2階交流プラザ

図書館からのお知らせ市　民
図書館

エイブルからのお知らせなど

恭まんが家　紫堂恭子さん（佐賀県出身）講演会
　『先生おしえて！まんが家という仕事』
と　　き　８月２４日（日）１４時～１６時
と　こ　ろ　エイブル３階研修室
定　　員　小学校高学年～一般　６０人
申　　込　図書館カウンターまたは電話で
　　　　　受付中
恭夏休み子ども科学相談室 
　専門の先生がやって来る！科学や有明海について、疑問への
回答や自由研究へのアドバイスがもらえるよ！
と　　き　８月６日（水）、２１日（木）、２８日（木）１３時～１６時
と　こ　ろ　鹿島市民図書館内　和室
 　市民図書館 緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

 乗田 　
の り た

 貞勝 　展
さ だ か つ

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
材料費　２,０００円
（初回のみ）

エイブル３階

生活工房Ｂ

８月２６日～平成２７年２月１０日
［月２回　火曜日］
９時３０分～１２時

中島　榮子さん２０人　パッチワーク教室

５００円/１回
エイブル２階

音楽スタジオ

９月開講予定
［月２回　金曜日］
１４時～１５時３０分

林　弘美さん２０人
　ハーモニカ教室②

　（中級編）

５００円/１回
エイブル１階
いきいきルーム

ほか

９月４日～平成２７年２月１９日
［月２回　木曜日］
１９時３０分～２１時

池田　千鶴さん１５人
　ハワイアン

　フラダンス教室②

会員　　５００円/１回
一般　１,０００円/１回
材料費　　　　５００円

エイブル２階

調理実習室

９月２０日（土）

１０時～１２時
福田　雅子さん２０人

テーブルコーディ

ネイト講座

公
開
講
座

Concert for KIDS　０歳からのクラシック
　０歳のお子さんからご入場できる、約１時間のクラシック・コンサート。

楽しいお話や、お子さんの大好きなリズミカルな曲を交えながら、大人にも聴

き応えのある演奏をお届けします。また安心してお楽しみいただけるよう、授

乳やおむつ替えスペースをご用意しています。

協　　賛　ソニー株式会社、ソニー生命保険株式会社

企画制作　Sony Music Foundation

　　　　　（公益財団法人ソニー音楽財団）

と　　き　８月２４日（日）１１時開演

と　こ　ろ　エイブルホール　全席指定

前売りチケット

　大　　人　　　　　　　　　1,500円

　エイブル倶楽部会員（大人）　1,000円

　小・中・高校生　　　　　　　 500円

　小学生未満　　　　　　　　　 300円

　※小さなお子さんも１人につき１枚の

　　チケットが必要です。

　※前売券完売の場合、当日券の販売はありません。

第６回
えいぶる事業

えいぶる講座　募集中講座

寓朝日を描く

（c）紫堂恭子
（c）フレックスコミックス

３０周年記念事業対象公演
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ミ ニ バ レ ー ボ ー ル リ ー グ

６月１０日～７月２２日

　優勝！高スリーチーム

市内のミニバレーボールチーム８

チームによるミニバレーボール

リーグ戦が市民体育館で開催され

ました。

普段の練習では味わえない緊迫し

た雰囲気の中で、楽しく白熱した

試合が繰り広げられました。

　２位　執行分チーム

　３位　中牟田チーム　でした。

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題

ＳＴＯＰ！

踏切事故

　 

　ＪＲ九州佐賀鉄道部

　緯０９５２（２３）２９３９

詳しくは

潤警報機が鳴り始めたら渡らない

潤交通ルールを守る

潤危険を感じたら迷わず非常ボタンを押す

※もしも、車が踏切内に閉じ込められたら

　慌てず、車をゆっくり進めて脱出してください。

　車体で遮断棒を押すと斜め上に上がり脱出できます。

　７月３日の大雨で冠水した北公園テニ

スコート（西牟田区）が、多くの市民ボラ

ンティアのご協力により復旧しました。

　４日と５日にかけて、西部中学校女子

ソフトテニス部、鹿島高校硬式テニス部

および鹿島市ソフトテニス連盟の皆さん

など総勢６０人ほどが、コート内に流れ

入った枯れ草や落ち葉などの撤去や新し

い砂の搬入と、コートの整地作業をして

いただきました。

　本当にありがとうございました。

　なお、第８コート（入り口より向かっ

て左側の一番手前）は、冠水によりコー

ト面が損傷したため、当面の間使用でき

ません。ご迷惑をおかけしますがご了承

ください。

 　生涯学習課文化・スポーツ係　緯０９５４（６３）２１２５詳しくは

ボランティアの皆さんありがとうございました

ななつ星へのおもてなしのお礼に記念品をいただきました

　昨年１０月より運行している『クルーズ

トレインななつ星in九州』は、毎週土曜日

（１１時４８分～１２時）に肥前浜駅に停車してい

ます。

　肥前浜駅では毎回、市観光協会をはじめ

関係者の皆さんのご協力により、おもてな

しイベントが行われています。

　今回、JR九州より、この取り組みに対す

るお礼として、記念品が贈呈されました。

　なお、市観光協会では、『ななつ星』歓迎の催しをしていただける団体・個人

を随時募集しています。

 　鹿島市観光協会浜駅事務所　緯０９５４（６９）８００４詳しくは

受賞者紹介

鹿島市交通対策協議会長表彰

宮﨑昭二さん（乙丸区）は、鹿島市

交通安全指導員として１０年の長

きにわたり、鹿島市民の交通安全

に貢献され、６月２５日表彰され

ました。

おめでとうございます。
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　『人の世に熱あれ、人間に光あ

れ』という言葉で知られる『水平

社宣言』をユネスコの世界記憶遺

産に登録しようという運動が今年

ありました。水平社宣言は、国内

初の人権宣言といわれており、差

別を受ける世界の人々に勇気と生

きる力を与えた宣言ともいえると

思います。

　昭和４０年８月に同和対策審議

会答申が内閣総理大臣に提出され

ました。その答申では『同和問題

は人類普遍の原理である人間の自

由と平等に関する問題であり、憲

法によって保障された基本的人権

にかかわる問題である。したがっ

て、審議会はこれを未解決に放置

することは断じて許されないこと

であり、その早急な解決こそ国の

責務であり、同時に国民的課題で

ある』と明記され画期的なもので

した。

　これをもとに国や県や市などの

連携による同和問題に対する本格

的な取り組みが始まりました。そ

の後、生活環境の改善等、ハード

面での整備は、一定の成果が上

がっていると思いますが、心理的

差別の面ではいまだに不十分な状

況にあります。

　佐賀県では、平成３年からこの

８月を『同和問題啓発強調月間』

として設定し、県内の市や町など

と連携して差別をなくす運動を

行っています。鹿島市でも同和問

題講演会や街頭キャンペーンなど

を行い、さまざまな啓発活動を

行っています。市民の皆さんに同

和問題を含む人権問題に対する正

しい理解と認識を深める機会とし

て頂けたらと思います。

　８月２２日には鹿島市同和問題

講演会を行います。多くの市民の

皆さんの参加を期待しています。

―同和問題啓発強調月間について―
～８月は同和問題啓発強調月間です～
噛ご意見などをお寄せください　人権・同和対策課　緯（６３）２１２６

温暖化対策・人権の輪

　私たちが住んでいる地球が悲鳴をあげています。

地下資源を堀り起こされ、水は汚され、植物が昼間、光合成時に放出する酸素は、

人為的に排出する二酸化炭素のスピードに追い付けません。

　このままでは、私たちの子や孫の時代の地球はどうなってしまうのでしょうか。

　そ・こ・で　二酸化炭素を減らすためにできることを実践してみませんか？

怯家庭でもできる温暖化対策（電気・灯油・ガソリン等の消費量を減らすために）

　潤冷蔵庫は壁から５cmほど離す、直射日光に当てない

　　（冷蔵庫自体に熱を持たせないため）

　潤お風呂は家族一緒に入るか、間をあけずに続けて入る

　　（お湯が冷める前に入浴を終わらせよう）

　潤エコドライブを心がける

　　（急発進は二酸化炭素の大量排出です）

　簡単にできますので、今すぐ取り組んでみませんか。

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

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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　古枝小学校では毎年５月から６月

にかけて、古枝地区ホタル保存会の

河浪丘先生をお招きして、ホタルの

飼育から放流までを体験する、命の

学習を行っています。

　今年も河浪先生によるホタル教室

を５月１９日（月）に開催し、ホタル

の生態や育て方について学びました。

その後、河浪先生のご指導のもと、

１カ月にわたり、卵から幼虫になる

までホタルの飼育に取り組みました。

　そして、６月１９日（木）祐徳神社

のそばにある山祗神社の石段から、

子どもたちと河浪先生が育てられた

ホタルの幼虫３万匹を浜川に放流し

ました。幼虫は、一年かけて浜川で

大きくなり、来夏には下古枝から上

古枝付近で乱舞します。子どもたち

の手によってホタルの命が、また受

け継がれていきます。昨年放流した

幼虫が成虫へと育ったホタルを、ま

た今年も飼育し放流することや、産

卵を終えた親ホタルの死を経験する

ことで、命のつながりを実感すると

ともに、ホタルの育む川の環境を守

ることの大切さを考えることができ

ました。

【児童の感想】

・たくさんの卵を産んで死んでいっ

　た親ホタルのためにも祐徳神社の

　川で元気に育ってほしいと思いま

　した。

・卵からたくさんの幼虫を育て放流

　することができました。来年の夏

　が楽しみです。そのためにも川を

　大切にしたいと思います。

ホタル教室と放流

寓ホタルの幼虫を放流する子どもたち

古枝小学校

校学 だ よ り

No.２０７

“Better half” 

今月のキーフレーズ

№１０４

彼氏、彼女、夫、妻　という意味で使います ジョリン先生

こんなときこのひとこと、学校だより

四Hawaiian Words四
（ ハ ワ イ の 言 葉 ）

 tutu  :祖父母　　　　　
トウトウ

 manapua :肉まん
マナプア

（ジェニー）　こんにちはフランク！あなたと彼女ど

　　　　　うしてる？

（フランク）　僕たち最高だよ！ありがとう！

Jenny:

Frank:

Hey, Frank! How are you and your 
better half doing?
We're doing great! Thanks!

（フランク）　僕、彼女にとても満たされてるよ。

（ジェニー）　それは素敵ね！

Frank:
Jenny:

My better half completes me.
That's so cute.
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　年度初めに配りました『し尿汲み

取り日程表』のとおりですが、１３

日は３社とも業務しますので緊急時

の対応はできます。各清掃社へ依頼

ください。

【し尿汲み取り業者】

潤藤津清掃社　緯（６３）４０６４

潤有明清掃社　緯（６２）４３２４

潤鹿島清掃社　緯（６３）３９９４

休業期間　８月１４日（木）～１７日（日）

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

 

　個人保証なしで金融機関から融資

を受けたり、事業が破綻しても一定

の生活費などを残すことができるガ

イドラインができました。

①法人と個人の資産・経理が明確に

　分離されている場合などにおいて

　個人保証が不要となる

②多額の個人保証を行っていても経

　営が行き詰る前に、早めに事業再

　生や廃業を決断したときに一定の

　生活費などが残る

 　鹿島商工会議所

　　　　　緯０９５４（６３）３２３１

おお知知ららせせ
し尿汲み取り

お盆休みのお知らせ

詳しくは

中小企業などの経営者の皆さんへ
～経営者保証ガイドライン～

詳しくは

 

　戦没者を追悼し平和を祈念するた

め、次の日時に1分間のサイレンを

鳴らします。黙とうをお願いします。

　煙８月６日（水）　８時１５分

　　【広島市原爆投下の日】

　煙８月９日（土）　１１時２分

　　【長崎市原爆投下の日】

　煙８月１５日（金）　１２時

　　【終戦記念日】

 　総務課総務係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１３

 

恭夏の作業もおまかせください。

　『草払い、草取り』『農作業』『庭

木剪定』『家事』『網戸、襖張り替え』

『はがき書き』『住宅用火災警報器の

販売・取り付け』など、いろいろな

作業について気軽にご相談ください。

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。

恭刃物研ぎいたします。

と　　き　８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。

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　８月２１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

戦没者追悼のため
サイレンを鳴らします

詳しくは

残暑お見舞い申し上げます
シルバー人材センター

問い合わせ・ご注文

 

怯犬の登録

　犬を飼うときは、室内犬であって

も市への登録が必要です。また、犬

の死亡や転入・転出の場合もお知ら

せください。

怯狂犬病予防注射

　年に一度、狂犬病予防接種が法律

で定められています。最寄の動物病

院で狂犬病予防注射をした場合、病

院で発行される証明書（注射済証）を

ご持参のうえ、市役所２階の環境下

水道課で注射済票の交付手続きをお

願いします。

手　数　料　

　潤新規犬登録手数料（１回限り）

３,０００円

　潤狂犬病予防注射済票交付手数料（毎年）

５５０円

※散歩中の犬のふんの後始末も飼い

　主の責任です。

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

 

　有明海は、さまざまな生物がすむ

自然の宝庫。その海を守るため、沿

岸四県（佐賀・福岡・長崎・熊本）の

県民や漁業者が、一緒に行っている

海岸清掃活動に参加してみませんか。

と　き　８月２３日（土）　８時～

※小雨決行、荒天時は８月２４日（日）

ところ　佐賀市東与賀海岸

　　　　（干潟よか公園集合）

※参加者には記念品があります。

 　佐賀県水産課

　　　　　緯０９５２（２５）７１４４

犬の飼い主へのお願い
犬の登録と狂犬病予防注射

詳しくは

有明海クリーンアップ作戦
２０１４

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ

　平成２６年６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

中京佐賀県人会へ提供
（鹿島市制６０周年記念切手シート）

６,１５０円６月４日

その他 中京佐賀県人会へ特産品提供
（のごみ人形）

５,４００円６月９日

名刺印刷代３,４４０円６月１９日
鹿島地区交通安全協会通常総会２,０００円６月２０日会　費
（４月からの累計　６４,０９０円）１６,９９０円合　計

平成２６年６月
市長交際費支出状況表

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３期の口座振替日は

８月２９日（金）です
（口座の預金残高の確認をお願いします）
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　今年度は、２年に１度の特定計量

器検査の年です。対象の事業所は次

の日程で検査が行われますので受検

してください。

　６月の調査により集合検査の対象

となる人へは、はがきを送付します

ので、検査当日は計量器・はがき・

手数料を忘れずに持参ください。

※１０時～１１時、１３時～１４時は混み合

　います。

恭集合検査

と　　き　８月６日（水）～８日（金）

恭所在場所検査

と　　き　８月１１日（月）～２７日（水）

対　　象　持ち運びができない計量器

※土、日、８月１３日（水）～１５日（金）を除く

 　商工観光課商工労政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

 

　本年９月から１１月までの３カ月

間にわたり、平成２６年全国消費実

態調査が行われます。

　この調査は、近年の我が国の経

済・社会が、人口の高齢化やサービ

ス産業の増大、高度情報化などによ

り多様化している中で、国民生活の

実態を家計の面から明らかにするた

めに行うものです。調査の結果は、

経済・社会施策の基礎資料として、

また、消費・経済分析の貴重なデー

タとして広く利用されます。

　調査内容は、主に家計簿を記入し

ていただくことです。

　調査員が皆さんのお宅に伺いまし

たら、調査の趣旨をご理解いただき、

ご協力をお願いします。

 　企画財政課秘書広報係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１４

計量器検査を
受検してください

詳しくは

統計調査にご協力ください
-全国消費実態調査-

詳しくは

 

　中小企業で働く従業員のため、国

がサポートする退職金制度です。

潤掛金の一部を国が助成

潤掛金は全額非課税で手数料不要

潤外部積立型で管理が簡単

潤解散存続厚生年金基金からの移行

　先の一つ

※詳しくは『中小企業退職金共済事業本

　部』ホームページをご覧ください。

 　中小企業退職金共済事業本部

　　　　　緯０３（６９０７）１２３４

 

 

　祭典などを行う１日以外に、３日

も夏まつりを行います。

祐徳夏まつり

と　　き　８月１日（金）・３日（日）

と　こ　ろ　祐徳稲荷神社周辺

【３日のイベント内容】

　煙嬉野高校和太鼓、

　　ソングリーディング

　　（団体ダンスパフォーマンス）

　煙フリーマーケット・マルシェ

かき氷フェア

期　　間　９月１４日（日）まで

と　こ　ろ　門前商店街６店舗

※『祐徳稲荷神社　門前商店街ブロ

　グ』をご覧ください

 　憩い処『ゆうとく庵』

　　　　　緯０５０（３４３２）９７５８

 

　市内中学校吹奏楽部による、恒例

の『サマーコンサート』を開催します。

　生徒たちのさわやかな演奏をぜひ

お楽しみください。（入場無料）

と　　き　８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

プログラム

　第１部　コンクールステージ

　第２部　 筝曲 　演奏
そうきょく

　第３部　ポップスステージ・合同演奏

 　教育総務課

　　　　　緯０９５４（６３）２１０３

中小企業退職金共済制度
のお知らせ

詳しくは

イイベベンントト
祐徳夏まつりと
かき氷フェア

詳しくは

市内中学校音楽会
『サマーコンサート』

詳しくは

 

テ　ー　マ

人権教育・啓発・まつづくりをすす

めていくために学校・家庭・地域の

連携の在り方を明らかにしよう！

～『個』と『個』が束ね合わさった『協

働』の取り組みをめざして～

と　　き　８月８日（金）１４時～１６時３０分

と　こ　ろ　佐賀市文化会館大ホール

参　加　費　８００円（資料代を含む）

※詳しくは、佐賀県人権・同和教育研究

　協議会ホームページをご覧ください。

　http://sadokyo.juno.weblife.me

 

　　県人権・同和教育研究協議会事務局

　　緯０９５２（６２）６４３４

 

 

　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　８月８日（金）１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　エイブル２階和室

内　　容　ヨガでリラックス

講　　師　重松　寛道さん

参　加　費　無料

持　参　品　タオル、飲み物、

　　　　　ヨガマット（お持ちの人）

※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

 

　夏休みは家族や友達と一緒にサガ

ン鳥栖を応援しよう！（送迎無料）

※観戦チケットは各自準備ください。

と　　き　８月１６日（土）１６時１０分

　　　　　キックオフ　１９時

　　　　　（対ＦＣ東京戦）

集合場所　市役所

定　　員　先着４５人

応募受付　市役所２階生涯学習課

 　生涯学習課文化・スポーツ係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

佐賀県人権・同和
教育研究大会

詳しくは

募募集集・・教教室室

快互（介護）のつどい

詳しくは

サガン鳥栖観戦送迎バス
参加者募集

詳しくは

　臨時福祉給付金・子育て臨時特

例給付金の申請期限は９月１０日

です。

　該当する人はお急ぎください。

 　福祉事務所社会福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

情報掲示板　愚　お知らせ・イベント・募集・教室
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　 外国 から 来 られた人のための、や
がいこく こ

さしい 日本語教室 です。
にほんごきょうしつ

と　　き　８ 月 ５・
がつ

１９・２６ 日 、
にち

　　　　　９ 月 ２・９・３０
がつ

 日 
にち

　　　　　１９ 時 ～
じ

２１ 時 
じ

と　こ　ろ　エイブル３ 階  研修室 
かい けんしゅうしつ

 費　　用 　２００
ひ　よ　う

 円 ／１ 回 
えん かい

　　　　　（コピー 代 として）
だい

 

　　かしま 日本語教室 
にほんごきょうしつ

　　 植松 ：緯０９０（６８８３）０１８２
うえまつ

　　E-mail：yuematsu@chive.ocn.ne.jp

 

　詳しくはお問い合わせください。

対　象　者　求職者

入　所　日　１０月３日（金）

訓練期間　６カ月

受　講　料　無料

申　込　先　ハローワーク鹿島

締　　切　９月２日（火）

 　ポリテクセンター佐賀

　　　　　緯０９５２（２６）９５１６

 

　自分のパソコンを使っての講座で

す。（お持ちでない人は準備します）

と　　き　９月１６日（火）～１９日（金）

と　こ　ろ　嬉野市中央公民館

内　　容　基本操作、文字入力、

　　　　　インターネットなど

対　　象　概ね５０歳以上の人

定　　員　２０人

受　講　料　３,７００円（テキスト代込）

募集期間　８月２７日（水）～９月５日（金）

　　　　　（火～金曜日、１０時～１７時）

 　ＮＰＯ法人シニアネット佐賀

　　　　　緯０９５２（３３）３１５５

かしま“やさしい”日本語   教室       
にほんごきょうしつ

申込・問合せ先

平成２６年１０月期
職業訓練受講生募集

詳しくは

『チャレンジＰＣ講座in
嬉野』受講生募集

詳しくは

 

　『子育て家族の力』と『子育てを

応援する地域の力』をテーマにした

作品を募集します。

内　　容　『写真』、『手紙・メール』

区　　分　小学生、中・高校生、一般

募集期限　９月８日（月）

※詳しくは内閣府ホームページで『家族

　の日、家族の週間』を検索ください

 　福祉事務所社会福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

 

　県では『４１８（しあわせいっぱ

い）プロジェクト』の一環で、婚活イ

ベントの開催など、結婚支援に取り

組んでいます。

　今年度から新たに『さが出会いサ

ポートセンター』を設置し、結婚を

希望する男女の出会いを支援します。

登録方法など、詳しくはお問い合わ

せください。

 　さが出会いサポートセンター

　　　　　緯０９５２（２０）０１５１

 

と　　き　８月２４日（日）９時～１２時

　　　　　受付　８時３０分

　　　　　※雨天決行

と　こ　ろ　松本材木店（コメリ店前）

内　　容　簡単な踏み台、本立て、

　　　　　ちり取りなどの作製

対　　象　小学生とその家族

定　　員　３０組（先着順、要申込）

※必ず保護者同伴でお願いします

参　加　費　５００円/組

持　参　品　軍手、タオル、飲み物など

※金づち、のこぎりなどは準備します

 

　『佐賀県産木材』地産地消の応援団

　松本材木店

　緯０９５４（６２）２７２５

『家族や地域の大切さに関する
作品コンクール』作品募集

詳しくは

『さが出会いサポート
センター』登録会員募集

詳しくは

『材木に親しもう！』
木工教室参加者募集

申込・問合せ先

 

　障がいのある人の社会参加、コ

ミュニケーション能力の促進を目的

にワード基礎の教室を開催します。

と　　き　８月２５日（月）・２６日（火）

と　こ　ろ　あすとプラザ

対　　象　障害者手帳をお持ちの人

定　　員　１０人

参　加　費　５００円（テキスト代）

 　県障害者ITサポートセンター

　　　　　ゆめくれよん

　　　　　緯０９５２（３６）６９７７

 

 

　『責任技術者』は、下水道排水設備

工事を施工する指定工事店として指

定を受けるために必要な資格です。

試　験　日　１０月８日（水）佐賀市文化会館

受　験　料　５,０００円

受験講習　９月２５日（木）佐賀市文化会館

受　講　料　３,０００円

　　　　　別途、販売元より直接購入する

　　　　　テキスト（２,５００円）が必要です。

受験案内配布・受付締切

　　　　　８月２０日（水）

※受験資格や申込手続、手数料に関す

　る詳細は、受験案内をご覧ください。

 　県下水道協会事務局

　　　　　緯０９５２（３３）１３３０

 

 

　佐賀県知的障害者更生相談所によ

る巡回相談が実施されます。

　心理判定員が療育手帳や福祉サー

ビスに関する相談を受け付けます。

　相談を希望する人は、必ず事前に

福祉事務所へ予約してください。

と　　き　９月１日（月）１０時～１６時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル内）

 　福祉事務所障がい福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

障がい者パソコン教室
参加者募集

詳しくは

試試 験験
排水設備工事責任技術者

資格試験

詳しくは

相相 談談
知的障害者更生相談所

巡回相談

詳しくは

情報掲示板　愚　募集・教室・試験・相談

定員募集訓練科

１５機 械 ・ CAD 技 術 科

１５板 金 ・ 溶 接 施 工 科

１８電 気 設 備 科

１８住宅リフォーム技術科

２４建 築 Ｃ Ａ Ｄ 科
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　鹿島市保健センター

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

熱中症に気をつけましょ熱中症に気をつけましょうう

　屋外に限らず、就寝中など室内にいるときも注意が必

要です。

①暑さの感じ方は人によって異なります。自分の体調の

　変化に気を付け、万全の予防を心がけましょう。

　高齢の人は、暑さに対する体の調整機能が低下してい

　るので、特に注意が必要です。

②のどの渇きや暑さを感じていなくても、こまめに水分

　補給、温度調整に心がけましょう。

③一人ひとりが周囲の人に気を配り、熱中症予防を呼び

　かけ合いましょう。特に、熱中症にかかりやすい高齢

　の人や子どもは、周囲が協力して見守りましょう。

④節電を意識しすぎるあまり、健康を害することのないよ

　うご注意ください。

　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

※１１月２１日（金）、１２月３日（水）は１３時３０分～１４時３０分

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　潤乳がん検診は毎回先着５５人で締め切ります。

　　　　潤５～６月に実施したがん検診申込書などで

　　　　　申し込んだ人には受診票を郵送します。

　　　　潤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）

　　　　潤新たに希望する人はご連絡ください。

子宮頸がん・乳がん検診を受けましょ子宮頸がん・乳がん検診を受けましょうう

対　象　区月　日対　象　区月　日

横田・井手分・末光・中浅浦・大木庭・東三河内
（受付時間　１３時３０分～１４時３０分）

１１月２１日
（金）

大村方・鮒越・上古枝・江福・飯田・龍宿浦・
嘉瀬浦

８月２１日
（木）

日曜日検診希望者は、保健センターに申し込み
が必要です

１１月３０日
（日）

上浅浦・中尾・下古枝・久保山・奥山・
竹ノ木庭・小宮道・東塩屋・西塩屋

８月２９日
（金）

伏原・下浅浦・乙丸・中村・森・土井丸・
井手・大宮田尾・母ケ浦・西葉・矢答
（受付時間　１３時３０分～１４時３０分）

１２月３日
（水）

南川・筒口・大殿分・八宿・浜新町
９月５日
（金）

高津原
１２月５日
（金）

城内・大手・新町・中牟田
１０月８日
（水）

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

１２月８日
（月）

東町・馬渡・小舟津・世間・重ノ木・大野・
広平・山浦開拓・番在開拓

１０月２８日
（火）

野畠・北舟津・本町・三部・新籠・常広・音成
１２月１２日
（金）

納富分・行成・古城
１１月５日
（水）

夜間：受付時間１８時～１９時
夜間検診希望者は申し込みが必要です

１２月１２日
（金）

西牟田・犬王袋・西三河内・中川内・早ノ瀬・
七開・組方

１１月１２日
（水）

高津原・執行分
１１月１７日
（月）

　佐賀県は全国でも肝臓がんによる死亡が多く、その肝

臓がんの原因の約９割がB型・C型肝炎ウイルスによる

肝炎と言われています。

　次の日程で肝炎ウイルス検査を実施します。各種検

診申込書で申し込まれた人には受診票を送ります。新

たに希望する人は、保健センターへお申し込みください。

対　象　者　３０歳以上で、これまで肝炎ウイルス検査を

　　　　　受けたことがない人

と　　き　８月３１日（日）、１１月８日（土）

　　　　　８時３０分～１０時受付

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

料　　金　Ｂ型＋Ｃ型　７００円

　　　　　Ｂ型のみ　　３００円

　　　　　Ｃ型のみ　　４００円

　　　　　※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は無料

興健康講話も同日開催します
と　　き　８月３１日（日）９時～９時３０分

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

テ　ー　マ　『肝炎、肝臓がんについて』

講　　師　薬師寺浩之　院長（薬師寺医院　浜新町）

※健康講話だけの参加もできます

　（事前に保健センターへお申し込みください）

肝炎ウイルス検査を受けましょ肝炎ウイルス検査を受けましょうう
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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）３３７３８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２３年１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

７日（木）１歳６カ月健診
対　象　平成２５年１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カ月健診　　　
対　象　平成２６年４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）

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
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

６６・・１１３３・２０・２・２０・２７７日日（水）（水）

　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（８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（６７）００１６太良町町立太良病院５日（火）

０９５４（４３）２１１１嬉野市　嬉野町田中医院１２日（火）

０９５４（６３）１１５８鹿島市　西牟田村山小児科１９日（火）

０９５４（４３）０５５０嬉野市　嬉野町福田医院２６日（火）

怯夜間の小児救急医療

赤ちゃん相赤ちゃん相談談

受付　１３：３０～１４：３０
内容　身体測定・健康相談
対象　赤ちゃんと保護者
※来月は９月１７日（水）です

２２００日（水日（水））
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６月生まれ

１９日（火１９日（火））

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

離乳食教離乳食教室室

受付　１０：００～１０：３０
内容　離乳食指導・試食など
対象　５・６カ月児の保護者

１１２２日（火日（火））
２回目フッ２回目フッ化化物塗布物塗布

受付　１３：４５～１４：００
内容　歯科診察・フッ化物塗布
対象　平成２４年８月生まれ
　　　　　（希望者のみ）

２２８８日（木日（木））

　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）

子育てサークル　会場受付９時４５分～１０時

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

５日（火）　北公園　『さあ！ジャブジャブいくよ♪』

※５日・８日は北公園で集合・解散。雨天時はエイブルで開催。
　暑さ対策をお願いします。

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

使どこのひろばにも参加できます

ところと　き

お休みします５日（火）

七浦公民館１２日（火）

古枝公民館１９日（火）

古枝公民館２６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

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

８日（金）　北公園　『ママといっしょにチャプン♪』

合同サークル　　　　　　１０時～１２時
２２日（金）　楠　風　館　『合同ママカフェ♪』
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広報かしま原稿締切日

１０月号９月号
９月１日８月４日

１（金）・３（日）　祐徳夏まつり・・・・・・・・・・・・・・［１７ページ参照］
　　　　　　　　　　　　　祐徳稲荷神社周辺　１１時～
８（金）～９（土）　鹿島おどり・・・・・・・・・・・・・・・・［１ページ参照］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中心商店街
１３日（水）　くさ市　　　　　　　　　逆川通り　早朝～
１７日（日）　市内中学校音楽会サマーコンサート・・［１７ページ参照］
　　　　　　　　　　　　　　　市民会館　１３時３０分～
１７日（日）　市消防団夏季訓練　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　祐徳グラウンド　７時３０分～
２４日（日）　山浦千灯篭（面浮立奉納）　山浦天満宮　１６時～
２４日（日）　Concert for KIDS　０歳からのクラシック
　　　　　エイブルホール　１１時～１２時［１２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）ほか　１９時３０分～２１時
３１日（日）　琴路神社一番通夜　　　　　　　　琴路神社

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館

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

　２８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

愚住宅設計無料相談　旧池田家（南舟津）

　９日（土）　１０時～１２時　

愚消費生活相談　市民会館１階サロン

　４・１１・１８・２５日（月）、１・８・１５・２２・２９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）

　２０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

　１９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

　２８日（木）　　１３時３０分～１６時　

愚厚生年金・国民年金相談　市民会館１階サロン

　５・１９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　市民会館サロン

　２６日（火）　１３時３０分～１６時３０分

愚無料出張金融相談　鹿島商工会議所

　８日（金）　　１０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

　６・２７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　月曜日～金曜日　９時～１７時

　社会福祉協議会　緯（６２）２４４７

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

夜　　間：杵藤地区消防本部救急医療情報案内
　　　　　緯０９５４（２２）４２０７
※休日・夜間の小児救急医療は２１ページをご覧ください。

当番薬局在宅当番医日

ミズスカイロード店織田病院　緯（６３）３２７５３日（日）

ミズ西牟田店別府整形外科　緯（６３）３０６３１０日（日）

アルナ浜店薬師寺医院　緯（６３）５２８１１７日（日）

ミズ北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６２４日（日）

北鹿島薬局中村医院　緯（６３）９２３４３１日（日）

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
峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８
山中鉄工　　　　　　緯（６３）３３４１
鹿島設備　　　　　　緯（６３）３２２８
大隈設備　　　　　　緯（６２）１３０２
マツモト　　　　　　緯（６３）１８４１
中尾建設　　　　　　緯（６２）９２５７

　２日（土）
　３日（日）
　９日（土）
１０日（日）
１６日（土）
１７日（日）
２３日（土）
２４日（日）
３０日（土）
３１日（日）

（８月分）
２・９・１６・２３・３０日（土）、
３・１０・１７・２４・３１日（日）

市役所
保健センター

４・１１・１８・２５日（月）
市民図書館
※２８日（館内整理日）は開館します

４・１１・１８・２５日（月）
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

４・１１・１８・２５日（月）
産業活性化施設
（海道しるべ）


