
平成２６年８月３１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６－人２＋世帯１０,７３４人３０,８８７

世帯９－人１７－世帯　５,３１４人１４,２２６鹿　　島

世帯４－人４－世帯　１,１５６人  ３,６８６能　古　見

世帯３＋人１７＋世帯　１,０２６人  ３,２００古　　枝

世帯０人３＋世帯　１,０５２人  ３,０７７浜

世帯３＋人３＋世帯　１,２２７人  ３,６３８北　鹿　島

世帯１＋人０世帯　　　９５９人  ３,０６０七　　浦

人２＋人１４,５５３男

人０人１６,３３４女

　鹿島市は昭和２９年４月１日に５つの町村が合併し、誕生

しました。（翌年には七浦村（伊福を除く）を編入合併し現在

の姿になりました。）

　今年は６０周年の節目の年にあたり、市ではこれを記念し

１０月２５日（土）～２６日（日）をはじめ、さまざまなイベン

トを開催しています。詳しくは１２ページをご覧ください。
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鹿島市市制施行６０周年

№１０５０

　９月１４日にかしま伝承芸能フェスティバルが開催され

ました。

　今年は、面浮立や獅子舞など市内の１０団体による華麗で

勇壮な伝承芸能が披露されました。またゲストとして熊本

県五木村から『下谷太鼓踊り』を披露していただきました。

（写真は野畠面浮立　１７ページに関連記事があります）

伝承芸能フェスティバル

写真
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みんなで守ろう
地域公共交通

　現在、市内の公共交通は、路線バスのほか、市内循環バス、高津原のり

あいタクシーがあります。これらは、児童の通学や高齢者の通院、買い物

など生活の足として利用されています。これらの公共交通は、鹿島市をは

じめ国や県の補助金等によって運行を維持しています。特に路線バスは

利用者が年々減少しており、運行赤字額が大きくなって維持することが大

変困難な状況になっています。

　誰もがいつまでも公共交通を利用できるようにみんなで利用して公共

交通を守っていきましょう。

 　企画財政課企画係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

　高津原のりあいタクシーの運行方法が１０月１日から変わります。

　ピオ・市民交流プラザにバス停を設置し、施設のご利用やお買い物に便利になりました。　また、運行開始時刻が

早くなり、病院への通院も便利になりましたので、ぜひご利用ください。

第六次鹿島市総合計画　市民アンケートが届いた市民の皆さんへ
～アンケート調査にご協力をお願いします～

　市では、平成２８年度からスタートする『第六次鹿

島市総合計画』の策定のために、市民アンケートを実

施しています。市民の皆さんの中から無作為に

１,０００人を選定し、９月中旬にアンケートを送付し

ましたが、まだまだ回答が少ない状況です。

　そこで、アンケートが届いた人で、まだ回答されて

いない人は、アンケートに同封した返信用封筒でお

早めに投函をお願いします。

　なお、郵送での回答件数が少ない場合は、未回答の

人のお宅に、電話や訪問により提出のお願いを行う

予定ですので、その際もご理解とご協力をよろしく

お願いします。

 　企画財政課企画係

　　　　　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

　市内循環バスの外装ラッピングが老朽化してきた

ため、市のイメージキャラクター「かし丸くん」を使

用し、ますます親しみやすく、気軽に乗れる外装へリ

ニューアルしました。未就学児は無料となっていま

すので、お子さんやお孫さんと一緒にぜひご乗車く

ださい。

高津原のりあいタクシーの運行方法変更のお知らせ

市内循環バスの外装ラッピングをリニューアルしました

９月１８日アソカ保育園のみんなが体験乗車に来て９月１８日アソカ保育園のみんなが体験乗車に来てくく

れましたれました。。
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西　回　り東　回　り
１６：０２１３：０２８：０２鹿島バスセンター１５：０２１０：０２９：０２鹿島バスセンター
１６：０３１３：０３８：０３鹿島新町（織田病院前）１５：０３１０：０３９：０３鹿島新町（織田病院前）
１６：０４１３：０４８：０４高木眼科前１５：０４１０：０４９：０４高木眼科前
１６：０５１３：０５８：０５御神松１５：０５１０：０５９：０５御神松
１６：０７１３：０７８：０７鹿島総合庁舎前１５：０７１０：０７９：０７鹿島総合庁舎前
１６：０８１３：０８８：０８西牟田(別府整形外科前)１５：０８１０：０８９：０８西牟田(別府整形外科前)
１６：１０１３：１０８：１０公園入口(佐賀西信用前)１５：１０１０：１０９：１０公園入口(佐賀西信用前)
１６：１１１３：１１８：１１鹿島中川１５：１１１０：１１９：１１鹿島中川
１６：１２１３：１２８：１２鹿島市役所・エイブル前１５：１２１０：１２９：１２鹿島市役所・エイブル前
１６：１３１３：１３８：１３執行分１５：１３１０：１３９：１３泉通り
１６：１４１３：１４８：１４行成公民館１５：１４１０：１４９：１４小舟津
１６：１５１３：１５８：１５九州労働金庫前１５：１５１０：１５９：１５鹿島農協入口
１６：１６１３：１６８：１６西部中学校前１５：１５１０：１５９：１５しめご橋
１６：１７１３：１７８：１７どんとこい前１５：１６１０：１６９：１６ドラモリ・コメリ前
１６：１９１３：１９８：１９辻宿１５：１８１０：１８９：１８ララベル
１６：１９１３：１９８：１９農協前１５：２１１０：２１９：２１行成
１６：２３１３：２３８：２３行成１５：２４１０：２４９：２４辻宿
１６：２６１３：２６８：２６ララベル１５：２４１０：２４９：２４農協前
１６：２８１３：２８８：２８ドラモリ・コメリ前１５：２７１０：２７９：２７どんとこい前
１６：２９１３：２９８：２９しめご橋１５：２８１０：２８９：２８西部中学校前
１６：２９１３：２９８：２９鹿島農協入口１５：２９１０：２９９：２９九州労働金庫前
１６：３０１３：３０８：３０小舟津１５：３０１０：３０９：３０行成公民館
１６：３１１３：３１８：３１泉通り１５：３１１０：３１９：３１執行分
１６：３２１３：３２８：３２鹿島市役所・エイブル前１５：３２１０：３２９：３２鹿島市役所・エイブル前
１６：３３１３：３３８：３３鹿島中川１５：３３１０：３３９：３３鹿島中川
１６：３４１３：３４８：３４公園入口(中川たねもの前)１５：３４１０：３４９：３４公園入口(中川たねもの前)
１６：３５１３：３５８：３５西牟田(別府整形外科前)１５：３５１０：３５９：３５西牟田(別府整形外科前)
１６：３６１３：３６８：３６鹿島総合庁舎前１５：３６１０：３６９：３６鹿島総合庁舎前
１６：３９１３：３９８：３９御神松１５：３９１０：３９９：３９御神松
１６：４０１３：４０８：４０高木眼科前１５：４０１０：４０９：４０高木眼科前
１６：４１１３：４１８：４１鹿島新町(織田病院前)１５：４１１０：４１９：４１鹿島新町(織田病院前)
１６：４２１３：４２８：４２鹿島バスセンター１５：４２１０：４２９：４２鹿島バスセンター

１１１１１１１１１１１０００００００００００月月月月月月月月月月１１１１１１１１１１日日日日日日日日日日かかかかかかかかかからららららららららら路路路路路路路路路路線線線線線線線線線線やややややややややや運運運運運運運運運運行行行行行行行行行行方方方方方方方方方方法法法法法法法法法法のののののののののの変変変変変変変変変変更更更更更更更更更更にににににににににに伴伴伴伴伴伴伴伴伴伴月１日から路線や運行方法の変更に伴いいいいいいいいいいい
時時時時時時時時時時刻刻刻刻刻刻刻刻刻刻表表表表表表表表表表がががががががががが変変変変変変変変変変わわわわわわわわわわりりりりりりりりりりまままままままままま時刻表が変わりますすすすすすすすすすす

○運賃　大人２００円／回　高校生以下１００円／回　未就学児無料

○運休　祝日および毎週日曜日、１２月３１日～１月３日市内循環バス時刻表
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○運賃　大人３００円／回　高校生以下１００円／回　未就学児無料

○運行　毎週火曜日・木曜日・土曜日

○運休　祝日および８月１３日～１５日，１２月３１日～１月３日

高津原のりあいタクシー時刻表
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５便４便３便２便１便高津原線（往路）
１１：００１０：１５９：３０８：４５８：００かんらん
１１：０１１０：１６９：３１８：４６８：０１旭ヶ岡保育園前
１１：０３１０：１８９：３３８：４８８：０３吹上荘
１１：０５１０：２０９：３５８：５０８：０５体育館前
１１：０７１０：２２９：３７８：５２８：０７田澤記念館
１１：０９１０：２４９：３９８：５４８：０９天神様前
１１：１１１０：２６９：４１８：５６８：１１西峰団地
１１：１３１０：２８９：４３９：５８８：１３旧公民館
１１：１５１０：３０９：４５９：００８：１５鷲ノ巣
１１：１７１０：３２９：４７９：０２８：１７

フ
リ
ー
降
車
区
間

別府整形外科
１１：１９１０：３４９：４９９：０４８：１９モリナガ
１１：２１１０：３６９：５１９：０６８：２１高木眼科医院前
１１：２３１０：３８９：５３９：０８８：２３織田病院
１１：２４１０：３９９：５４９：０９８：２４ピオ・市民交流プラザ
１１：２６１０：４１９：５６９：１１８：２６犬塚病院
１１：３０１０：４５１０：００９：１５８：３０鹿島駅前

８便７便６便高津原線（復路）
１４：００１３：１５１２：３０鹿島駅前
１４：０４１３：１９１２：３４犬塚病院
１４：０６１３：２１１２：３６ピオ・市民交流プラザ
１４：０７１３：２２１２：３７織田病院
１４：０９１３：２４１２：３９高木眼科医院前
１４：１１１３：２６１２：４１モリナガ
１４：１３１３：２８１２：４３別府整形外科
１４：１５１３：３０１２：４５

フ
リ

ー
降
車
区
間

鷲ノ巣
１４：１７１３：３２１２：４７旧公民館
１４：１９１３：３４１２：４９西峰団地
１４：２１１３：３６１２：５１天神様前
１４：２３１３：３８１２：５３田澤記念館
１４：２５１３：４０１２：５５体育館前
１４：２７１３：４２１２：５７吹上荘
１４：２９１３：４４１２：５９旭ヶ岡保育園前
１４：３０１３：４５１３：００かんらん
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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市内循環バスと高津原のりあいタクシーののののののののののの
おおおおおおおおおお得得得得得得得得得得なななななななななな回回回回回回回回回回数数数数数数数数数数券券券券券券券券券券をををををををををを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くくくくくくくくくくだだだだだだだだだだささささささささささお得な回数券をご利用くださいいいいいいいいいいい

　市内循環バスと高津原のりあいタクシーで、専用の回数券を販売しています。

　大変お得になっていますので、ぜひお買い求めください。

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のののののののののの利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用状状状状状状状状状状市内循環バスと高津原のりあいタクシーの利用状況況況況況況況況況況況
　このグラフは、乗降者数を昨年度と同月で比較したものです。

　それぞれ昨年度と比べると少し増加していますが、これからも皆さんのご利用をお願いします。

市内循環バスの乗車数

　　平成２４年１０月～平成２５年９月

　　平成２５年１０月～平成２６年８月

高津原のりあいタクシーの乗車数

　　平成２４年１０月～平成２５年９月

　　平成２５年１０月～平成２６年８月

市内循環バス
　購入場所　祐徳バス中川営業所　緯（６２）４５９５
　　　　　　※循環バスの車内でも販売しています。
　　　　　　市役所３階企画財政課　緯（６３）２１０１
　購入金額　１,０００円（１００円券１２枚）　　　２００円お得
　　　　　　３,０００円（１００円券４０枚）　１,０００円お得
　３,０００円回数券を購入すると１００円券が７５円で利用でき、
　１回あたり１５０円で乗車できます。

高津原のりあいタクシー
　購入場所　再耕庵タクシー本社　緯（６２）２１７１
　　　　　　市役所３階企画財政課　緯（６３）２１０１
　　　　　　高津原公民館（かんらん）　緯（６２）３６１１
　購入金額　１,０００円（１００円券１２枚）　　　２００円お得
　　　　　　３,０００円（１００円券４０枚）　１,０００円お得
　３,０００円回数券を購入すると１００円券が７５円で利用でき、
　１回あたり２２５円で乗車できます。

回数券販売場所

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

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行行行行行行行行行行４４４４４４４４４４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市内循環バスと高津原のりあいタクシー運行４周年記念事業業業業業業業業業業業
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！！！！！！！！！！！

　潤市内循環バス　　　　　　１０月２０日（月）～１０月２５日（土）

　潤高津原のりあいタクシー　１０月２１日（火）・２３日（木）・２５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
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　鹿島市民交流プラザ『かたらい』は、１０月２３日（木）にオープンします。

　１０月２３日～３１日までオープンウィークとして『かたらい』内の施設を見学できますので、ぜひご来場くだ

さい。また、トレーニングルームと浴室は２３日から利用できます。（３１日まで無料）

　１１月１日からは施設利用ができます。施設予約を１０月１日から始めますので、次のページの予約方法を参考

にお申し込みください。

　 　市民交流プラザ整備推進室　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

怯開館時間・休館日

　開館時間　９時～２２時

　休　館　日　年末年始（１２月２９日～１月３日）

　※ただし、次の施設の開館時間は異なります

　　潤トレーニングルーム　１０時～２１時３０分

　　潤浴室　　　　　　　　１１時～２１時３０分

　　潤子育て支援センター　１０時～１７時

　　　※火曜日、祝日休館

　　潤すこやか教室　　　　９時～１６時

　　　※土・日曜日、祝日休館

　　潤各事務所　　　　　　８時３０分～１７時１５分

　　　※土・日曜日、祝日休館（ゆめさが大学は異なります）

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市市市市市市市市市市市市市市民民民民民民民民民民民民民民交交交交交交交交交交交交交交流流流流流流流流流流流流流流ププププププププププププププララララララララララララララ鹿島市民交流プラザザザザザザザザザザザザザザザ

収容人数面積（㎡）名称（■は有料）階用途

１００１９２大会議室

３階

貸
　
出
　
専
　
用

３０５１中会議室

２０３２小会議室

２０３０和室

５０１０４キッチンスタジオ

３０５０教養娯楽室

１５２６生活相談室

１０１９健康相談室

８０１６４多目的室
４階

１５０ギャラリー

８６トレーニングルーム

３階

フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
（
貸
出
可
）

６０集会室（和室）１

１１０集会室（和室）２

３２学習室

６４浴室

６４交流スペース（図書コーナー）

４５ホール（市民ギャラリー）

１５０ふれあいひろば
４階

５０談話コーナー

怯部屋（施設）の紹介

施設名称等用途等

総合案内
各事務所
（管理室・社会福祉協議会・
鹿島公民館・老人クラブ連合会・
ゆめさが大学・身体障害者福祉協会）

総合案内
事務所

（３階）

トレーニングルーム・浴室・
教養娯楽室　など

老人福祉
センター
（３階）

事務所・ひまわりルーム・相談室・
訓練室・センソリルーム　など

すこやか教室

（４階）

事務所・プレイルーム・相談室・
乳児、授乳室・ティーコーナー・
ちびっこひろば　など

子育て支援
センター
（４階）

ＦＡＸ番号電話番号入居団体名等

（６３）３０３１（６３）３０３０管理室

（６２）３９５９（６２）２４４７社会福祉協議会

兼用（６３）２１０９鹿島公民館

兼用（６２）３３９０老人クラブ連合会

兼用（６３）２３２２ゆめさが大学

兼用（６３）３０４４身体障害者福祉協会

兼用（６３）２１８５すこやか教室

兼用（６３）０８７４子育て支援センター

怯電話・ＦＡＸ番号

使用料等施設名称

　　８４０円／時間（９時～１８時）
１,０５０円／時間（１８時～２２時）

キッチンスタジオ

２００円／回（６０歳以上は無料）トレーニングルーム

１００円／回浴室

怯使用料
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１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００月月月月月月月月月月月月月月２２２２２２２２２２２２２２１０月２３３３３３３３３３３３３３３３日日日日日日日日日日日日日日日（（（（（（（（（（（（（（木木木木木木木木木木木木木木））））））））））））））１１１１１１１１１１１１１１００００００００００００００（木）１０ 時時時時時時時時時時時時時時時オオオオオオオオオオオオオオーーーーーーーーーーーーーーププププププププププププププンンンンンンンンンンンンンン！！！！！！！！！！！！！！オープン！

怯予約方法（貸出専用施設）

　『かたらい』の施設の予約は次の連絡先までご連絡くだ

さい。

潤１０月２２日まで

　生涯学習課社会教育係　　　　緯０９５４（６３）２１２５

潤１０月２３日１０時から（オープン以降）

　市民交流プラザ『かたらい』　緯０９５４（６３）３０３０

栢次の時間帯は、店舗営業時間外のため図で示した

　入口が『かたらい』専用の入口になります

　（直通エレベータがあります）

　潤９時～１０時

　潤１９時～２２時

【 お 願 い 】

　貸出専用施設を利用する人は、必ず３階の総

合案内で申請手続きをしてください。

　またフリースペースを利用される人も総合

案内の受付簿に記入のうえご利用ください。

３階イメージ３階イメージ図図

東側立面図

寓『かたらい』専用入口
　（９時～１０時、１９時～２２時）
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今年で　今年で第第４６４６回を迎える鹿島市文化祭は回を迎える鹿島市文化祭は、、伝統をいしずえに知識と教養を深め、花と緑を愛して感謝と思い伝統をいしずえに知識と教養を深め、花と緑を愛して感謝と思いやや

りの心を育み、清新な文化と活力あるまちを目指しています。私ども会員１,５００人が文化活動の成果を発表りの心を育み、清新な文化と活力あるまちを目指しています。私ども会員１,５００人が文化活動の成果を発表・・

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

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

１１月３日（祝）１１月２日（日）１１月１日（土）と　こ　ろ

エ
イ
ブ
ル
会
場

胸大正琴　　　　１１時～１２時
　　①琴野会
　　②ブルースカイ
　　③花みずき会

胸カラオケ愛好会
　　　　　　１３時～１４時３０分

胸靜山流一葉会
　　　　１４時４０分～１５時２０分

胸萩居会
　　　　　　１５時３０分～１６時

胸モアナ・ハワイアンズ
　　　　　　　　１０時～１１時

胸ハワイアン愛好会
　　　　　　　　１１時～１２時

胸のむらバレエ
　　　　　　１３時１５分～１４時

胸音楽会
　　　　　　１４時３０分～１６時
　　①長唄祥寿会
　　②フロッグコーラス
　　③エルマーナ
　　④女声コーラスさくら

胸若柳流東会
　　　　　　１６時～１６時３０分

胸開会式　　　　　　　　９時３０分～
　※アトラクション
　　（鹿島日本舞踊協会）

胸長唄碧洲会
　　　　　　１０時３０分～１２時

胸鹿島日本舞踊協会
　　　　１２時３０分～１５時３０分

胸雛菊会
　　　　１５時３０分～１６時３０分

胸鹿島マンドリンクラブ
　　　　　　１７時～１７時３０分

２階エイブルホール

菊花展（総合花壇）、和紙ちぎり絵展、小・中学生の美術・書道展１階エントランスロビー

菊 花 展 （盆 栽 菊）、短 歌・川 柳 （展 示）２階ホール前会場

鹿 島 錦 展２階音楽スタジオ

裏千家（茶道）表千家（茶道）皇風煎茶禮式（茶道）２階和室（茶室）

写 真 展２階交流プラザ

華 道 展３階生活工房

書 道 展３階研修室Ａ、Ｂ

１１月３日（祝）１１月２日（日）１１月１日（土）と　こ　ろ

市
民
会
館
会
場

胸日本舞踊、藤松会
　　　　　　１４時～１５時３０分
胸ハワイアン・フラ・ピカケ＆
　Hula Aloha＆フラ・Hau'oli＆
　フラ・レアうれしの
　　　　　　１５時３０分～１７時

１階大ホール

絵 手 紙 展１階ホワイエ

美 術 ・ 陶 芸 展３階大会議室

ア マ チ ュ ア 無 線 実 演３階第２会議室

市民によるバザーも計画していますのでご利用ください。

※文化祭期間中のお問い合わせは市文化連盟仮事務所（エイブル２階事務室）緯０９５４（６３）２１３８

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市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文文化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭祭のののののののののののののののののののののごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案案鹿島市文化祭のご案内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内内 １０月３０日（木）、１１月１日（土）～３日（祝）

吟詠会（２５ページ参照）市議会議場（市役所４階）

　　　１１月１日（土）～１１月３日（祝）　短　　歌・川　　柳エイブル２階ホール前文
学
会
場 　　　１０月３０日（木）　１２時～１６時俳　句エイブル３階研修室Ａ

　　　１１月２日（日）　１０時～１７時謡　曲吉田能舞台会場（乙丸）
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会場地会　　　場競技開始２６日２５日種　別競　技　種　目№

佐賀市佐賀県総合運動場水泳場９：３０○
一般男子

水 泳１
一般女子

鹿島市鹿島市陸上競技場１０：００○
一般男子

陸 上 競 技２
一般女子

武雄市

武雄青陵中学校グラウンド A

２日間とも

１０：００

○○

一般男子サ ッ カ ー３
武雄青陵中学校グラウンド B○○

北方中学校グラウンド○

北方運動公園グラウンド○

嬉野市みゆき公園テニスコート
１日目９：３０○○一般男子

テ ニ ス４
２日目１０：００○○一般女子

白石町白石町社会体育館

９：３０

○
一般男子

バ レ ー ボ ー ル５
武雄市白岩体育館○

太良町多良中学校体育館○
一般女子

鹿島市鹿島高等学校体育館○

江北町ネイブル１日目１０：００○○一般男子
バスケットボール６

大町町杵島商業高等学校体育館２日目９：００○一般女子

鹿島市鹿島北公園テニスコート
２日間とも

９：３０

○一般男子

ソ フ ト テ ニ ス７ ○一般男女

○一般女子

嬉野市嬉野市体育館９：３０
○一般男子

卓 球８
○一般女子

武雄市白岩球場

２日間とも

９：００

○○
一般男子

Ａ

軟 式 野 球９

鹿島市鹿島市民球場○○

嬉野市みゆき球場○

大町町大町町民グラウンド○○
一般男子

Ｂ
江北町花山球場○○

太良町太良球場○

武雄市白岩相撲場９：４５○一般男子相 撲１０
嬉野市嬉野市社会文化会館９：２０○一般男子柔 道１１

嬉野市
みゆき公園多目的広場

２日間とも

９：３０

○○一般男子

Ａ

ソ フ ト ボ ー ル１２
嬉野小学校グラウンド○

武雄市白岩運動広場○○一般男子

Ｂ
白石町白石町総合運動場

○

○○一般女子

武雄市
山内スポーツセンター

９：３０
○一般男子

バ ド ミ ン ト ン１３
山内中学校体育館○一般女子

鹿島市
鹿島実業高等学校（遠的）１日目１０：３０

２日目１０：００

○○一般男女
弓 道１４

鹿島市民武道館弓道場（近的）近的遠的混　成

白石町有明中学校体育館９：３０○
一般男子

剣 道１５
一般女子

江北町江北小学校体育館１０：００○一般男子空 手 道１６
武雄市メリーランドタケオボウル９：３０○一般男女ボ ウ リ ン グ１７
太良町太良町B&G運動広場９：３０○一般男女混成ゲ ー ト ボ ー ル１８
武雄市武雄カントリークラブ７：００○一般男女ゴ ル フ１９

第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第第　６６６６６６６６６６６６６６６６６６６６７７７７７７７７７７７７７７７７７７７７６　７　回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回回県県県県県県県県県県県県県県県県県県県県民民民民民民民民民民民民民民民民民民民民体体体体体体体体体体体体体体体体体体体体育育育育育育育育育育育育育育育育育育育育大大大大大大大大大大大大大大大大大大大大県民体育大会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会

いざ競え　日頃鍛えた実力を　夢に向かって爽やかに

問合先　県スポーツ課　緯０９５２（２５）７３３１　市生涯学習課　緯（６３）２１２５

　地元開催で鹿島市選手団も上位目指してがんばっています。応援よろしくお願いします。

と　き　１０月２５日（土）～２６日（日）

ところ　鹿島市・嬉野市・武雄市ほか
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　子育てをめぐるさまざまな課題を改善し、子ども・子育て支援を総合的に進めていく『子ども・子育て支援新制

度』が来年４月から全国でスタートする予定です。

怯来年度以降の施設の形態

　小学校就学前の施設として、これまで幼稚園、保育

所が多く利用されてきました。

　新制度では、認定こども園の普及を推進するととも

に、市の認可事業として、新たに少人数の子どもを保

育する地域型保育を創設し、身近な保育の場を提供し

ていきます。

現在 新制度移行後

新制度の枠組

保育所

認定

こども園

幼稚園

（新設）地域型保育

保
育
所

ど
ち
ら
か
に
移
行

幼
稚
園

い
ず
れ
か
に
移
行

（従来の枠組）幼稚園

葛

葛

葛葛

葛葛葛葛葛葛葛葛

葛 葛葛葛葛葛葛葛葛

葛 葛葛

葛 葛葛

所　　在　中牟田

保育時間

　７時～１４時１５分

預かり保育時間

　１４時１５分～１８時３０分

入園説明会

　１０月１５日（水）・１８日（土）

園内見学

　いつでもできます

　未就園児親子登園日

　　　　（毎週水曜日）

明　朗　幼　稚　園

緯０９５４（６２）３６４５

http://blogs.yahoo.co.jp/meirougaku80

所　　在　執行分

保育時間

　８時～１５時

預かり保育時間

　１５時～（相談により

　　　　　個別対応可）

未就園児活動（入園説明）

はっぴーえんじぇるくらぶ

　１０月２３日（木）

園内見学

　いつでもできます

鹿島カトリック幼稚園

緯０９５４（６２）３０５２

市内幼稚園の紹介

家庭で保育ができない保

護者に代わって保育する

施設

共働き世帯や保護者の妊
娠など、家庭で保育でき
ない保護者に代わり、保
育を行います。開所時間
を越えた延長保育も行っ
ています。

保育所
０～５才

教育の基礎づくりとして

幼児期の教育を行う学校

昼過ぎごろまでの教育時
間のほか、園によっては
教育時間の前後や園の休
業中の教育活動（預かり
保育）などを行っていま
す。

幼稚園
３～５才

教育と保育を一体的に行

う施設

幼稚園と保育所の機能や
特長をあわせ持つ施設で、
保護者の就労状況に関わ
りなく入園できます。
※現在市内にはありません。

認定こども園
０～５才

少人数の単位で子どもを

預かる市認可事業

家庭的保育（５人以下）、
事業所内保育（企業内の
施設）、小規模保育（６～
１９人）、居宅訪問型保育
（個別のケアが必要な場
合）などが考えられてい
ます。

（新）地域型保育
０～２才

子ども・子育て支援新制度がはじまります
－　幼稚園・保育所等の平成２７年４月入園（入所）手続きが変わります　－

新制度での取り組み

１．幼稚園と保育所に加え、両方のいいところをひとつにした『認定こども園』の普及を推進していきます

２．保育の場を増やし、子育てしやすい社会をつくります

３．幼児期の教育・保育、地域の子育て支援の『量の拡充』や『質の向上』を進めます

４．放課後児童クラブや子育て支援センターなど地域の子育てもしっかり支援します



広報かしま　Ｈ２６(２０１４).１０.１11

怯入園手続きの流れは？

　これまでの幼稚園や保育所などの入園（入所）手続きの時期や流れが大きく変わるわけではありませんが、平成

２７年４月からの入園（入所）では、教育・保育の必要性に応じて支給認定（認定証の交付）を受けていただく必要が

あります。

　利用先の希望や子どもの年齢によって３つの認定区分（下の表）があります。認定を受けた子どもは、市より認定証

を交付し、施設への入園（入所）が決定されます。

　現在、幼稚園や保育所に入園（入所）している子どもも支給認定を受ける必要があります。

　来年度の入園申込の詳細は広報かしま１１月号などでお知らせします。

　※『保育の必要な事由』とは、保護者の就労・求職・妊娠や出産、疾病や障害・親族の介護や看護など

認定区分対 象 と 利 用 希 望 施 設

１号認定３歳以上の子どもで、幼稚園や認定こども園での教育を希望

２号認定３歳以上の子どもで『保育の必要な事由』※に該当し、保育所や認定こども園での保育を希望

３号認定
３歳未満の子どもで『保育の必要な事由』※に該当し、保育所や認定こども園、地域型保育事業
での保育を希望

怯利用料金はどうなるの？

　現在、保育所は保護者の所得に応じた保育料、幼稚園は園が定めた保育料を

支払いますが、新制度では、どちらも保護者の所得に応じた保育料を支払いま

す。ただし、新制度に移行しない幼稚園は従来どおり、園が定めた保育料とな

ります。

 　福祉事務所社会福祉係　緯０９５４（６３）２１１９詳しくは

新制度に移行しない幼稚園の場合

　私立幼稚園は従来どおりの運営を続けるか新制度に移行するかどうかを施設側で決められます。

　利用予定の幼稚園が新制度に移行しない場合、認定証の交付を受ける必要はありません。また、入園手続きや保

育料の算定方法は今までどおりです。入園手続きについては直接幼稚園にお問い合わせください。

保育所・認定こども園・地域型保育等の利用を希望（2・3号認定）

利用先の決定後、
契約となります

入所が決定

閣

保育所などへの入
所決定、認定証を
保護者に通知しま
す

閣

希望する保育所な
どが定員を超える
申し込みがあった
場合、市が利用調
整します

閣
審査後、認定区分
を決定します閣

市に保育所などの
入所申し込みをし
ます
同時に利用のため
の申請書を提出し
ます

幼稚園・認定こども園の利用を希望（１号認定）

幼稚園などと契約
をします

入園が決定

閣

幼稚園などから入
園決定の通知、認
定証が保護者へ交
付されます

閣
幼稚園などは利用
のための申請書を
市に提出します

閣

幼稚園などの利用
のための申請書を
幼稚園に提出しま
す

閣

保護者は幼稚園な
どに直接入園申し
込みをします（入
園説明を受けま
す）



12 Ｈ２６(２０１４).１０.１　広報かしま

　鹿島市は、今年で市制施行６０年を迎え

ました。

　私たちは、先人たちへの感謝の心と鹿島

市がさらに飛躍してほしいという願いを込

めて、『鹿島市制施行６０周年記念事業』を開

催します。

 

　鹿島市制施行６０周年記念事業実行委員会

　企画財政課企画係

　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

※※１０月２５１０月２５日日（土）～２６日（日（土）～２６日（日））は、市役所庁舎前がイベは、市役所庁舎前がイベンン
ト会場となりますので、駐車できません　ト会場となりますので、駐車できません。。

※１１月１日（土）～３日（祝）　市議会議場開放・・・・（２５ページ参照）
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情報掲示板ワイド

１０月１日は『浄化槽の日』です
－　浄化槽を使用されている皆さんへ　－

浄化槽の日とは？

　昭和６０年１０月１日に『浄化槽法』が施行されたのを

記念して、昭和６２年に制定されたものです。

浄化槽とは？

　浄化槽は、下水道と同じように生活排水をきれいな

水にして河川や水路に流します。処理後の汚れは約

１／１０となりますが、誤った使い方をしたり、維持管

理をきちんと行わないと、水質が悪くなったり、悪臭

を発生させるなど、逆に生活環境を悪くする原因にな

ります。

　浄化槽を使用されている皆さんは、次のことを心が

けて正しく使用してください。

潤台所では・・・・・・・・使った油や調理くずを流さない

潤トイレでは・・・・・・①洗浄水は十分に流す

　　　　　　　　　②トイレットペーパー以外の異物

　　　　　　　　　　は流さない

潤浄化槽周辺では・・①マンホールの上に物を置かない

　　　　　　　　　②送風機（ブロワー）電源を切らない

保守点検・清掃・法定検査の実施

潤年に１回の法定検査を必ず受けましょう

　法定検査の実施機関・・佐賀県環境科学検査協会

潤保守点検および清掃は適切に行いましょう

　保守点検は、佐賀県に登録している浄化槽保守点検

業者に委託してください。

　清掃は、鹿島市が許可している浄化槽清掃業者に依

頼してください。

　下水道認可区域外の人で浄化槽を設置する場合、補

助制度がありますのでご相談ください。

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

お
知
ら
せ

規定面積都市計画の区域

　２,０００㎡以上　市街化区域

　５,０００㎡以上 市街化区域以外の都市計画区域

１０,０００㎡以上 都市計画区域以外の区域

　右の表のとおり一定面積以上の土地について売買

などの取引をした場合には、国土利用計画法により、

契約締結日を含め２週間以内に、買主が土地の利用

目的および取引価格等を届け出なければなりません。

県では、その利用目的が公表されている土地利用に

関する計画に適合しているかなどを審査し、場合に

よっては利用目的の変更を勧告することがあります。

　届出をしなかったり、偽りの届出をすると罰則が

科せられることがあります。

　届出義務者　　買主

　届出の時期　　契約締結日を含め2週間以内

　届　出　先　　土地の所在する市町村

　罰　　　則　　６カ月以下の懲役または１００万円以下の罰金

 　県土地対策課　　　緯０９５２（２５）７０３４

　　　　　企画財政課企画係　緯０９５４（６３）２１０１

詳しくは

１０月は『土地月間』です
一定面積以上の土地の売買には届出が必要です

お
知
ら
せ

お忘れではないですか？

　『児童扶養手当現況届』および『ひとり親家庭等

医療費受給資格更新』の手続きはお済みですか？

　この手続きをしないと、児童扶養手当や医療費助

成を受けることができなくなります。対象の人は

速やかに手続きをしてください。

　『母子及び寡婦福祉法』が『母子及び父子並びに寡婦

福祉法』に改正されました。

潤母子寡婦福祉資金貸付金の父子家庭拡大

潤母子・父子自立支援員の設置

など、父子家庭への支援体制が整えられます。

 　福祉事務所社会福祉係

　　　　　緯０９５４（６３）２１１９

詳しくは

平成２６年１０月１日より

『母子及び寡婦福祉法』が改正されました
お
知
ら
せ
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情報掲示板ワイド

怯高齢者の肺炎球菌感染症予防接種

対象年齢（平成２６～３０年度の経過措置）

　①各年度中に６５・７０・７５・８０・８５・９０・９５・１００歳になる人

　②６０～６４歳で、心臓・腎臓・呼吸器などに重い障がいのある人

　※今年度に限り、１０１歳以上となる人も対象になります

【ご注意】平成３１年度以降は６５歳と②の人が対象です

注意事項　過去に２３価肺炎球菌ワクチンの接種を　

　　　　　受けたことがある人は対象外です

接種回数　１回

自己負担　２,５００円（医療機関窓口でお支払いください）

※生活保護世帯の人は無料

 　保健センター予防係

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

怯水痘（水ぼうそう）予防接種

対象年齢　生後１２月～３６月にある人

※今年度に限り、生後３６月～６０月にある人も対象とし、

　１回接種が可能です

注意事項　

　潤既に水痘にかかったことがある人は対象外です

　潤水痘ワクチンの任意接種をしたことがある人は、

　　既に接種した回数分を受けたものとします

接種回数　初回接種１回　生後１２月～１５月に接種

　　　　　追加接種１回　初回接種終了後６月～１２月

　　　　　　　　　　　　の間隔をおいて接種

自己負担　無料

が１０月１日から定期予防接種となります　
お
知
ら
せ

高齢者の肺炎球菌感染症予防接種
水痘（水ぼうそう）予防接種

採 用 試 験 の 案 内
採
　
用

　受 付 期 間　１０月２７日（月）～１１月１４日（金）　８時３０分～１７時１５分（※土・日・祝日を除く）

　試 験 日　１２月７日（日）　※教養・作文・面接の各試験を同日に行います

　申込書請求場所　杵藤地区広域市町村圏組合事務局総務課（武雄市）

　　　　　　　　　※申込書は１０月上旬から配布予定です

　申込書郵送請求　申込書を郵便で請求する場合は、封筒の表に『採用試験受験申込書請求』と朱書きし、必ず　

　　　　　　　　　１２０円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角型２号、Ａ４サイズ）を同封してください。

 　〒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

詳しくは

職　務　内　容採用予定受　験　資　格試験区分

介護保険施設の指導および一
般事務並びに介護保険事務所
で行う各種事業

１人
昭和５０年４月２日以降に生まれた介護支援専門員の登録
をしている人（または平成２７年３月末までに登録見込みの
人）で、採用後、杵藤広域圏内に居住する人

介 護 支 援
専 門 員

恭平成２６年度　杵藤地区広域市町村圏組合職員採用試験の案内

　平成１８～１９年度に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。）

取替日程　

　潤偶数月に水道料請求の人：１０月中

　潤奇数月に水道料請求の人：１１月中

対　　象　上水道給水区域一円

 　水道課管理係

　　　　　緯０９５４（６２）３７１８

詳しくは

水道メーターを取り替えます
お
知
ら
せ

　両予防接種とも県内の医療機関での個別接種です。直接医療機関へ申し込みください。
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　平成１９年度決算から『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』に基づき、『健全化判断比率』と呼ばれる

４つの指標を算定し公表することが義務付けられ、これらの比率は下表のようになりました。

　４指標のうち一つでも『早期健全化基準』を超えると『財政健全化計画』を、また、『財政再生基準』を超える

と財政再生団体となり『財政再生計画』を策定・公表しなければなりません。

　鹿島市の平成２５年度決算では、どの指標も早期健全化基準を下回り、おおむね良好といえます。

　市では、これらの指標を監査委員の意見を付けて9月議会に報告しました。

 　企画財政課財政係　緯０９５４（６３）２１０１詳しくは

怯健全化判断比率の公表

指 標 の 説 明財政再生基準早期健全化基準平成２５年度主 な 指 標

　普通会計（鹿島市では一般会計のみ）での赤

字額を、標準的な収入である標準財政規模の

額で割ったもの。なお、赤字の場合は正の数、

黒字の場合は負の数で表示されます。

２０.００％１３.９６％（△４.０６％）実 質 赤 字 比 率

　普通会計だけでなく国民健康保険などの特

別会計や水道事業などの公営企業会計の実質

的な赤字を標準財政規模の額で割ったもの。

　公営企業では赤字の額として資金不足額を

用います。

３０.００％１８.９６％（△１４.１１％）連結実質赤字比率

　普通会計の公債費と公営企業会計や一部事

務組合の公債費に対する普通会計の負担金の

合計額を標準財政規模の額で割ったもの。　

　１８％以上で地方債の発行に際し、県知事の

許可が必要な許可団体となります。

３５.０％２５.０％９.９％実質公債費比率

　普通会計、特別会計、公営企業会計、一部

事務組合、第３セクター等の将来の負担すべ

き実質的な負債の合計額を標準財政規模の額

で割ったもの。起債残高や退職手当、債務負

担などが実質的な将来負担の要素となります。

定められて

いない
３５０.０％２９.８％将 来 負 担 比 率

平成２５年度決算
資金不足比率

会　計　名

（赤字でないため算定されない）水　道　事　業　会　計

（赤字でないため算定されない）公共下水道事業特別会計

（赤字でないため算定されない）
谷田工場団地造成・分譲

事 業 特 別 会 計

怯資金不足比率の公表
　健全化判断比率と同じく、『地方公共団体の財政の健全化に関する法律』に基づき、公営企業会計の赤字額に関す

る指標を算定し、公表することとなりました。３会計とも資金不足額（実質的な赤字額）はなく、良好といえます。

【資金不足比率】

　公営企業会計の資金不足額を、事業の規模

で割ったもの。資金不足額とは流動資産や土

地の売却見込額などを考慮した赤字額で、事

業の規模とは営業収益を基礎として算出した

もの。赤字の場合は正の数で表示され、赤字

でない場合は算定されません。

平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平平成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成成２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２２５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５５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年年年年年年年年年年年度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度度決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決決算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算算ででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででで年度決算で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のののののののののののの

健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健健全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全全化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化化判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判判断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断断比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資資金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金金不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足足比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率率ををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公公表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表表しししししししししししししししししししししししししししししししししししししししししままままままままままままままままままままままままままままままままままままままままま健全化判断比率・資金不足比率を公表しますすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす
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 　杵藤地区介護保険事務所　緯０９５４（６９）８２２２

　　　　　http://www.kitou-web.jp/kaigo/

　　　　　市保険健康課長寿社会係　緯０９５４（６３）２１２０

　　　　　市地域包括支援センター　緯０９５４（６３）２１６０

詳しくは

『閉じこもり』を予防しましょう
　閉じこもり自体は病気ではありませんが、閉じこもりが続くと、活動量が少なくな

り、廃用症候群を招く危険性が高まります。廃用症候群とは、『体や頭を使わないこと

で起こるさまざまな機能低下』のことで、次のような症状が現れます。

夕暮れど きの早めのラ 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どきや夜間は交通事故が多発します。

　夕暮れどきや夜間、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。

　　刺　早めにライトを点灯する。（１７時点灯を推奨）

　　刺　昼間より車間距離を長くとり、速度を控える。

　　刺　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

運動機能低下
　筋力が低下したり、関節が動きにくくなり、

転びやすくなります。

恐

況

挟

狭

恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭

狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂

教
教
教
教
教
教

橋
橋
橋
橋
橋
橋

心臓や肺の機能低下
　立ちくらみや息切れが起きやすくなります。

恐

況

挟

狭

恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭

狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂

教
教
教
教
教
教

橋
橋
橋
橋
橋
橋

消化機能低下
　食欲が落ちて低栄養になったり、便秘になり

やすくなります。

恐

況

挟

狭

恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭

狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂

教
教
教
教
教
教

橋
橋
橋
橋
橋
橋

知的機能低下
　物忘れなど知的にも衰えてきます。

恐

況

挟

狭

恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭恭

狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂狂

教
教
教
教
教
教

橋
橋
橋
橋
橋
橋

　これらの症状によって外出する自信や意欲を失うと、さらに活動が減り、ますます全身の機能が低下し、寝たき

りや認知症などの介護が必要な状態につながりやすくなります。こうした悪循環に陥らないために、散歩に出かけ

たり、地域の催しに参加したり、外出する機会をもつようにしましょう。

　地域包括支援センターでもいろいろな催しを企画しています。

　潤ロコモ予防教室（広報かしま９月号３ページに記載）・・１０月３日～１２月５日の毎週金曜日

　潤介護予防運動教室（２３ページ参照）････････・・・・・・・・・・１０月７日～１２月１６日の毎週火曜日

　潤快互のつどい（２４ページ参照）････････・・・・・・・・・・・・・・１０月１０日（金）

　その他、地域の集まりや老人クラブなどに出向いて、介護予防教室や認知症サポーター養成講座を開催しますの

で、お気軽にご相談ください。

介　護　保　険
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TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
善行紹介　ご寄付をありがとうございます

　９月１８日（木）、エスティ工業株式会社様（代表取締

役社長　里　民則様）よりご寄付をいただきました。これ

に対し、市および市教育委員会から感謝状をお贈りしま

した。エスティ工業㈱様は同社の創立４５周年を記念し

てご寄付いただいた、昨年度に引き続いてのご寄付です。

　昨年度は、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、次のように有効に使わせていただき

ました。

①子どもたちの活動支援として

　市内小中学校の楽器購入支援や中学校の部活動支援

②中心市街地での子どもの遊び場整備として

　市民交流プラザ『かたらい』内の子どもの遊び場整備

　また、（一財）田澤記念館への指定寄付も１００万円い

ただきました。

　今年度は、「今までお世話になった方々や、ご縁のあっ

た皆さまに少しずつ恩返しをと考えており、市民交流プ

ラザ『かたらい』の整備のために１,５００万円を、鹿島

市の教育（吹奏楽部）のために５００万円をお使いくださ

い。」と計２,０００万円のご寄付をいただきました。その

ご意向に沿って有効に活用させていただきます。

　今年度まで市に４,０００万円と（一財）田澤記念館へ

１００万円のご寄付をいただきました。ありがとうござ

いました。

引き継がれる伝承芸能　－　かしま伝承芸能フェスティバル　－

　９月１４日、祐徳稲荷神社で毎年恒例の『かしま伝承芸

能フェスティバル』が開催されました。

　当日は残暑厳しいなか、市内１０団体による勇壮な面浮

立や獅子舞、かわいらしい子どもたちによる息の合った踊

りや太鼓など、さまざまな演目が披露され、そのたびにあ

たたかい拍手と歓声が湧き上がっていました。また、ゲス

ト出演として熊本県五木村から『下谷太鼓踊り』が披露さ

れました。この日は五木村のゆるキャラ『いつきちゃん』

も応援に駆け付け、会場を一緒に盛り上げてくれました。

　市内では伝承芸能の秋を迎えています。今回ご披露いた

だいた団体はもちろん、各地区で趣の違う伝承芸能を楽し

んでみてはいかがでしょうか？

寓エスティ工業㈱代表取締役社長　里　民則　様（中央）

寓ご寄付で購入した吹奏楽器（写真は西部中学校）

下谷太鼓踊下谷太鼓踊りり
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市内最高齢者を訪問

TTTTTTTTTTooooooooooppppppppppiiiiiiiiiiccccccccccTopicsssssssssssまちの話題
善行紹介

9月４日

ライオンズクラブ国際協会の

大石隆敬ガバナー（佐賀県・長

崎県内８２クラブの代表）と杵

藤地区６クラブの代表が、市

長を訪問され、サクラの苗木

をいただきました。

いただいた苗木は旭ヶ岡公園

などに植栽する予定です。

本当にありがとうございまし

た。

　９月４日に、市長が市内最高齢者の自

宅（大宮田尾区）へ訪問しました。

　市内最高齢者は光武タツさん（１０５

歳）です。当日は、賞状やお祝い金を手渡

し、長寿をお祝いしました。

　また、９月４日～１１日にかけて、市

内の１００歳以上の高齢者のもとにも訪

問しました。

　これからも元気で長生きしてください。

［参考］９月１日現在、市内在住の１００歳以上の人は３１人です。

清掃奉仕活動ありがとうございました

　佐賀西信用組合（ 栢森 
かやもり

　 久 　理事長）は、
ひさし

地域社会への貢献活動の一環として、　9

月6日（土）に蟻尾山公園で清掃奉仕作業

を行いました。

　全店の役職員９５人が参加し８時３０

分より４班に分かれて、市民球場、陸上競

技場周辺の草刈りと空き缶、ペットボトル、たばこの吸い殻などのごみ拾いを行

いました。

　平成１９年より毎年１回実施していますが、今後も色々な形で、地域社会への

貢献活動を継続していきたいと思っています。【寄稿　佐賀西信用組合】

　本当にありがとうございました。

鹿島酒蔵ツーリズム娯

鹿島はしご酒が開催されます

　鹿島酒蔵ツーリズム『はしご酒』は、鹿島の秋の味覚と、旨い

お酒をはしご酒で楽しむイベントです。

　市内外の蔵元と、市内の飲食店がタッグを組んで、皆さんの来

場をお待ちしています！

　蔵元とお店の詳しい情報は、事務局に問い合わせするか、鹿島

酒蔵ツーリズムホームページをご覧ください。

【お酒は二十歳になってから】

　と　　き　　１０月２６日（日）　１６時～２１時

　と　こ　ろ　　中心市街地内の飲食店１０店舗

参加手形付きチケット販売中！　

　　前売券　１,３００円　（当日券　１,５００円）

　　※先着３００人にオリジナルお猪口をプレゼント

 　イベント事務局（鹿島市観光協会）

　　　　　　　　緯０９５４（６２）３９４２

申込・問合せ先
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“Rain check” 

今月のキーフレーズ

№１０６

（サ　ラ）　こんにちはメアリー！私が電話したのは、明日の

　　　　　サッカーの試合まだ行きたいかなっと思って。

（メアリー）　まぁ大変！受診の予約があったの忘れてた！

　　　　　また今度お願いするわ。

Sara:

Mary:

Hi, Mary! I'm calling to see if you still want 
to go to the soccer game tomorrow.
Oh no! I forgot I have a doctors 
appointment. I have to give you a rain check.

　この表現は、『後日の約束』、または『延期する』という意味

で使われます。

　浜小学校では、広島市へ原子爆弾

が投下された８月６日に毎年『平和

集会』を行ってます。

　今年度は、６年生が、５月に訪れ

た長崎への修学旅行の自主研修をも

とに、原爆についてのプレゼンやク

イズ、劇の上演などをしました。

　劇『戦争をなくそう』では、語り

部の池田松義さんから聞いた話をも

とに、台本作りから本番まで全て子

どもたち自身で行いました。戦争の

恐ろしさや悲惨さがひしひしと伝

わってくる内容で、平和の大切さを

考えさせるすばらしい集会になりま

した。

【６年児童の感想】

　今日、学校で平和集会がありまし

た。わたしたちは、５月に長崎へ

行って戦争の恐ろしさや悲しさなど

の学習してきたことを１年生にも分

かるようにまとめて発表しました。

　わたしは、ばあちゃんの役と戦争

が終わった時代の人の役をしました。

演じてみて、「戦争は本当におそろ

しいもので、友達や仲間をうばうも

のなんだ。絶対にしてはいけないも

のなんだ。」と感じました。

　わたしは、今回の戦争の劇で心が

「ぎゅうっ」となったので、全校の

みんなも同じ気持ちになったのでは

ないかと思います。

　今年の平和集会は大成功でした。

この劇をして、命の大切さが本当に

よく分かりました。

８．６　平和集会

浜小学校

校学 だ よ り

No.２０９

ジョリン先生

（メアリー）　見て！この雨！公園へ行くの延期に

　　　　　しなきゃね。

（サ　ラ）　大丈夫よ！来週にしましょう。

Mary:

Sara:

Look at all this rain. I guess we'll have 
to rain check on going to the park.
No worries. Let's try to go there next 
week.

こんなときこのひとこと、学校だより

寓創作劇を演じる６年生

四Hawaiian　Words四
（ ハ ワ イ の 言 葉 ）

Mahina  :月　　　　　Laki :運のよい
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恭『本をゆずる市』に本を出しませんか？

　１１月１・２・３・５日に 、図書館で不要になった本やご自宅で読ま

なくなった本を必要な人に橋渡しする『本をゆずる市』を開催します。

　この『本をゆずる市』に提供できる本を募集します。（２４ページ参照）

恭特別整理期間のため休館します

　期　　間　１０月６日（月）～１０日（金）

　本の返却　本のポストをご利用ください（エイブル正面玄関右側）

　　※CD・DVD・ビデオ・雑誌・紙芝居・大型絵本は本のポストへ

　　　入れないでください。（破損の恐れがあります。）

 　鹿島市民図書館　緯０９５４（６３）４３４３詳しくは

図書館からのお知らせ市　民
図書館 鍋島 直彬 公　展

な お よ し

床　の　間
コーナー

～夫婦で守り育んだ鹿島の文化遺産～

　直彬公展３回シリーズの

最終回。今年は直彬公の百

回忌、市制施行６０ 周年。

　その記念の年に、この直

彬公展を、鹿島の歴史や文化に触れる糸

口になればと思います。

ギャラリートーク開催（講師　迎昭典　元教育長）
　と　き　１０月５日（日）１０時～
　ところ　エイブル２階交流プラザ
展示期間　１０月２日（木）～１１月３０日（日）

に行ってみよう

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
　http://kashima-able.com/

詳しくは

第８回
えいぶる事業

GAIA CUATRO
ガイア　クアトロ　JAPAN TOUR ２０１４

受講料ところ開講期間講　師定員講　座　名

材料費　５００円/１回

２,５００円（５回分）前納

エイブル２階

調理実習室

１１月２８日～平成２７年３月２７日
［月１回　金曜日］
１８時３０分～２１時３０分

迎　りつ子さん２０人
ワンプレート料理教室
（金）②

５００円/１回

材料費　実費

エイブル３階

研修室

１１月開講予定
［月２回　金曜日］
１３時３０分～１５時３０分

樋渡　眞知子さん２０人手編み教室②

会　員　　５００円
一　般　　１,０００円
※別途入館料５６０円
が必要

現地

（エイブルに集合

後バスで移動）

１１月１２日（水）９時３０分～１６時３０分
１１月１６日（日）９時３０分～１６時３０分
※どちらか１回限り

高橋　研一

（市民図書館学芸員）

各

２０人

ふるさと探訪
～鹿島鍋島家の歴
　史を大村・諫早
　神代に訪ねて～

公
開
講
座

エイブルからのお知らせなど

　ジャズ、クラシック、ラテン…ひとつの枠に納まり切らない、比類なき実力

と魅力をもつ、日本、アルゼンチン混成の無国籍バンド。

と　　き　１０月１９日（日）１４時開演

と　こ　ろ　エイブルホール（全席自由）

前　売　り　大　　　人　２,０００円　発売中！

　　　　　高校生以下　１,０００円

※エイブル倶楽部会員は各５００円引き

※当日券は各５００円増し

※前売券完売の場合は、当日券はありません

※未就学児の入場不可（託児有　要予約１０月８日まで）

※車イス席もありますので、事前にお申し込みください

金子飛鳥
ヴァイオリン
ヴォーカル

ヘラルド・
ディ・ヒウスト

ピアノ

カルロス・エルテロ・
ブスキーニ
ベース

ヤヒロトモヒロ
パーカッション

えいぶる講座　募集中講座 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。



広報かしま　Ｈ２６(２０１４).１０.１21

　毎年、内閣府男女共同参画局で

は１１月１２日から２５日までの

２週間、『女性に対する暴力をな

くす運動』を実施しています。こ

れは、女性の人権尊重のための意

識啓発や教育の充実を図ることを

目的に取り組まれているものです。

　女性に対する暴力の問題は、Ｄ

Ｖ（配偶者などからの暴力）がよく

取り上げられ、知っている人も多

いのではないでしょうか。

　しかし、女性の人権を著しく侵

害するものはＤＶだけではなく、

性犯罪、売買春、人身取引、セク

シュアル・ハラスメント、ストー

カー行為などもあり、これらの問

題の相談件数や認知件数は年々増

加しているそうです。

　女性に対する暴力の根底には、

女性の人権の軽視があるといわれ

ています。男性が女性に暴力を振

るうことに対し、社会が寛容で

あったり無関心だったりして、

『いけない』という認識が不十分

だといわれています。

　また、暴力の被害者に対する社

会の理解も十分ではありません。

被害者側にも『落ち度がある』と

か『スキがあったのではないか』

といわれるものです。

　女性に対する暴力を生み出す社

会的背景には、女性に対する差別

意識や誤った認識など私たちの

偏った見方と思い込みがあります。

　男女共同参画社会を形成してい

くうえで『暴力』は、その対象の

性別や加害者、被害者の間柄を問

わず、決して許されるものではあ

りません。

　ぜひ、この運動を、『暴力を絶

対に許さない』という意識を社会

全体で持つきっかけにしてほしい

と願っています。

女性に対する暴力をなくす運動
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

 　環境下水道課環境係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１６

詳しくは

　今までにも地球温暖化対策について、お知らせをしてきましたが、そもそも地球温暖化って何でしょう？

怯地球温暖化とは…
　２０世紀半ば以降に見られる地球規模の気温の上昇であり、主な原因は人間活動による温室効果ガス（二酸化炭

素、メタン、フロンガスなど）の増加である可能性が極めて高いといわれています。

　その温室効果ガスの濃度増加により、地球規模で気温や海水温が上昇していく現象です。

怯地球温暖化が進んだらどうなるの？
　１０年前と比べ、作物の収穫時期が早まったり、桜の開花が早くなったと感じませんか？

　平均的な地球の温度がほんのわずかに変化しただけで、雨の降る場所や降り方など、気象が変化する可能性があ

ると予測されています。

　気温が高くなると、空気は多量の水蒸気を含むようになり、雨が降るときはたくさん降るようになります。しか

し、気温が高いと乾くのも速くなり、洪水や渇水などの極端な現象が起こりやすくなります。

　最近、異常高温・洪水・干ばつなどのいわゆる異常気象が世界各地で頻発していますが、これらの自然災害の増

加も地球温暖化の影響ではないかと考えられています。

怯やってみよう！環境家計簿
　家庭の日常生活で使用する『電気・ガス・灯油・ガソリンなどの

使用料』から『CO２排出量』を計算し記録することで、どのくらい

のCO２を排出しているのか知ることができます。『環境家計簿』を

つけてみませんか？

温暖化対策、人権の輪

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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　中心商店街と浜宿酒蔵通り一帯の

活性化を目的に、空き店舗などを賃

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

　　　　　（限度額あり）

申込締切　１０月３１日（金）

 　商工観光課商工労政係

　　　　　緯０９５４（６３）３４１２

 

恭各種作業の注文をお受けします。

　『農作業』『剪定』『家事』『襖の張り

替え』など、いろいろな作業につい

て気軽にご相談、ご注文ください。

恭刃物研ぎいたします。

　包丁、かま、のこ、チェーンソーなど

と　　き　１０月１６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　１０月１６日（木）９時３０分～

と　こ　ろ　シルバー人材センター

 　

　　シルバー人材センター

　　緯０９５４（６３）０９７０

おお知知ららせせ
空き店舗などを活用した
新規出店を支援します

詳しくは

シルバー人材センター

問合せ・ご注文

 

　就職を希望する障害のある人に、

多くの企業と就職のための情報交換の

場を提供し、障害者雇用を積極的に推

進していくために面接会を開催します。

と　　き　１０月１５日（水）１３時３０分～１６時

と　こ　ろ　佐賀県総合体育館

 　ハローワーク鹿島

　　　　　緯０９５４（６２）４１６８

　　　　　または最寄のハローワークまで

 

　県下唯一の視覚障害特別支援学校

としての本校を広く知ってもらうた

め、学校公開を行いますので、ぜひ

お越しください。（無料です）

と　　き　１０月２６日（日）

　　　　　８時３０分～１２時４０分

と　こ　ろ　県立盲学校（佐賀市）

イベント　

　潤公開授業　潤寄宿舎見学

　潤各種体験（点字、あんま、見え方等）

　潤個別相談　潤視覚補助具等展示

 　県立盲学校地域支援部

　　　　　緯０９５２（２３）４６７２

障害者就職面接会を
開催します

詳しくは

県立盲学校　学校公開

詳しくは

 

　市役所にて毎週開催されている高

齢者の陶芸教室で、作成した作品の

展示と即売会を開催します。

　花瓶や湯のみ、皿などの力作が、

販売されます。ぜひお越しください。

と　　き　１０月２２日（水）～２４日（金）

　　　　　９時３０分～１６時３０分

と　こ　ろ

　【展　示】　市役所１階ホール

　【販　売】　市役所ピロティ（正面玄関前）

 　保険健康課長寿社会係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２０

 

　税関では、終戦後、外地から引き

揚げて来られた人からお預かりした

通貨や証券類をお返ししています。

　これらの返還は、ご家族の請求も

できます。心当たりの人はお気軽に

税関へお問い合わせください。

 

　長崎税関業務部税関相談官

　緯０１２０（８２８）６８０

　http://www.customs.go.jp/nagasaki/

陶芸教室　作品の
展示・即売会のお知らせ

詳しくは

引揚者並びに
ご家族の皆さんへ

詳しくは

　平成２０年４月２日から平成２１年４月１日までに生まれたお子さんは、

必ず受診してください。 

 　教育総務課学校教育係　緯０９５４（６３）２１０３詳しくは

来年度小学校に入学する新入学児童の
健康診断を行います

開　始受　付実　施　日学 校 名

１５時～　　１４時３０分～１５時１０月７日（火）浜 小 学 校

１５時～　　１４時３０分～１５時１０月８日（水）古枝小学校

１４時３０分～１４時～１４時３０分１０月１０日（金）鹿島小学校

１５時～　　１４時３０分～１５時１０月１０日（金）北鹿島小学校

１５時～　　１４時３０分～１５時１０月１６日（木）七浦小学校

１４時３０分～１４時～１４時３０分１０月２４日（金）明倫小学校

１５時～　　１４時３０分～１５時１０月２８日（火）能古見小学校

平成２６年８月　市長交際費支出状況表

　平成２６年８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

東京佐賀県人会へ特産品提供（のごみ人形）９，９００円８月２８日接　遇

　（４月からの累計　８８,８１４円）９，９００円合　計

情報掲示板　愚　お知らせ

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５期の口座振替日は

１　０月３　１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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情報掲示板　愚　講習会・教室

 

 

　県教育委員会では『人権教育・啓発・

まち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！』をテーマに開催します。

と　　き　１０月２１日（火）９時３０分～１６時

と　こ　ろ　白石町総合センターほか

参　加　費　１，５００円（資料代含む）

 

　県人権・同和教育研究協議会事務局

　緯０９５２（６２）６４３４

　http://sadokyo.juno.weblife.me/

 

日　　程　１１月１７日（月）～２１日（金）

対　象　者　就農希望の人

内　　容　基礎講座（講義・農家体験）

※実践講座も１月開講予定（１１月より募集）

募集期間　１０月６日（月）～１１月７日（金）

 　佐賀県農業大学校研修部

　　　　　緯０９５２（４５）２１４５

 

怯子育て支援講習会

　子どもに起こりやすい事故予防と

乳幼児の一時救命処置を学んでみま

せんか？

と　　き　１０月３１日（金）１０時～１２時

と　こ　ろ　日本赤十字社佐賀県支部

　　　　　（佐賀市）

入　場　料　３００円（テキスト代）

※運動ができる服装で参加ください

怯健康生活支援講習　支援員養成講習会

　高齢期に向けた健康づくりや要介

護者の支援介護の基礎知識を学んで

みませんか？

と　　き　１１月６日（木）、７日（金）

　　　　　９時～１７時

と　こ　ろ　日本赤十字社佐賀県支部

　　　　　（佐賀市）

入　場　料　９００円（テキスト代）

持　参　品　筆記用具、昼食

※運動ができる服装で参加ください

 

　日本赤十字社佐賀県支部事業推進課

　緯０９５２（２５）３１０８

講講習習会会・・教教室室
佐賀県人権・同和教育
研究大会　分科会

詳しくは

さが新規就農希望者
養成講座参加者募集

詳しくは

日本赤十字社から
講習会のご案内

申込・問合せ先

 

　鹿島史談会では、郷土の歴史につ

いて、毎月、会員や外部講師による

発表や見学などを行っています。

　どなたでも参加できます。一緒に

ふるさとの歴史を楽しみましょう。

と　　き　１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　田澤記念館（城内）

資　料　代　２００円(入場無料)

潤１０月２日（木）

演　題　『鉋と羽釜と包丁』

講　師　　口久俊さん（鹿島市長）

潤１１月６日（木）８時２０分～１７時

内　容　九州国立博物館『台北故宮博

　　　　物院展（特別企画）』見学ほか

集　合　鹿島市役所前発着

潤１２月４日（木）　

演　題　『武雄鍋島家洋学関係の資

　　　　料について』

講　師　一ノ瀬明子さん

　　　　（武雄歴史資料館学芸員）

 　鹿島史談会事務局　杉谷

　　　　　緯０９５４（６３）２４８７

 

と　　き　１１月１日（土）１３時～１６時３０分

と　こ　ろ　アバンセホール（佐賀市）

内　　容

潤基調講演　

　『なぜ佐賀に肝がんが多いのか？』

　講　師　溝上雅史さん

　　　　　（国立国際医療研究センター）

潤パネルディスカッション

入　場　料　無料（申込不要）

 　放送大学佐賀学習センター

　　　　　緯０９５２（２２）３３０８

 

　生産者や家庭菜園を楽しむ人、い

のちを育むたべものに関心がある人

を対象に研修会を開催します。

と　　き　１１月１３日（木）１３時３０分～１６時

と　こ　ろ　産業活性化施設『海道しるべ』

参　加　費　３００円（資料代等）

　　　　　※会員は無料

申込締切　１０月３１日（金）

 　食彩かしま　中牟田

　　　　　緯０９５４（６３）２８１６

鹿島史談会
鹿島の歴史講座

詳しくは

放送大学　公開シンポジウム
『歴史に学ぶ地域の先進医療』

詳しくは

良質たい肥の展示会、
土づくり・作物栽培研修会

詳しくは

 

　運動を習慣づけたい人、仲間同士

で楽しく運動したい人などを対象に

開催します。

と　　き　１０月７日～１２月１６日

　　　　　毎週火曜日１０時～１１時３０分

と　こ　ろ　かんらん（高津原公民館）

内　　容　ストレッチ、

　　　　　エクササイズダンスなど

対　象　者　概ね４０歳以上

参　加　費　５００円／回

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

 

　１１月１４日は世界糖尿病デーです。

『聴いて』・『食べて』・『歩いて』学ぶ

講座です。糖尿病について理解を深め

ませんか？（要事前申込）

と　　き　１１月１４日（金）

　　　　　１０時３０分～１５時（１０時受付）

と　こ　ろ　かんらん（高津原公民館）

内　　容　講義、バイキング、

　　　　　ウォーキング（約３km）

定　　員　２５人（どなたでも可）

参　加　費　５００円（保険料、食費）

締　　切　１０月３１日（金）

※ケーブルテレビの撮影があります

 

　織田病院健康管理センター　牛島

　緯０９５４（６３）３３３２

 

　【基礎】、【資格取得】、【動画作成】、

その他、希望に応じたコースを設定

しますので相談ください。

日　　程　毎週火曜日（３カ月以上）

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　あすとプラザ

参　加　費　４,０００円／月

　　　　　（別途テキスト代　約２,０００円）

※パソコンをお持ちでない人はこち

　らで準備します

 　ＮＰＯ法人フロンティア

　　　　　緯０９５４（６３）４５７１

　　　　　（月・火・木の９時３０分～１５時３０分）

介護予防運動教室
を開催します

詳しくは

糖尿病市民公開講座

詳しくは

パソコン教室
１０月生募集

詳しくは
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　バリバリでご活躍の先生に習って

みませんか！参加お待ちしています。

と　　き　１０月１９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

内　　容　漢字作品の作り方Ⅲ

持　参　品　書道用具一式、半紙、

　　　　　条幅用紙、新聞紙数枚

　　　　　※資料、手本は準備します。

参　加　費　会員１,５００円、会員外２,０００円

　　　　　※昼食代含む

 　

　　鹿島書の会庶務係　織田

　　緯０９５４（６２）０３１５

 

　雇用・就業を希望する５５歳以上

の人を対象に講習を開催します。

と　　き　１１月５日（水）～１４日（金）

　　　　　※土日を除く

と　こ　ろ　鹿島市シルバー人材センター

講習内容　庭木の手入れや病虫害の

　　　　　防除などの実技等

対　　象　ハローワークに求職登録し

　　　　　た全日程を受講できる人

定　　員　１５人（受講料無料）

締　　切　開講日の１週間前

※趣味・教養のための受講はご遠慮ください

 

　佐賀県シルバー人材センター連合会

　緯０９５２（２０）２０１１

 

と　　き　１０月１０日（金）

　　　　　１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　エイブル２階調理室

内　　容

　飲み込みやすい食品の試食、食事

　介助の体験、口腔体操とケアなど

対　　象　介護をしている人

　　　　　介護に関心のある人など

講　　師　津山亜紀子さん（志田病院）

参　加　費　無料

 　地域包括支援センター

　　　　　緯０９５４（６３）２１６０

鹿島書の会　秋の練成会

申込・問合せ先

緑地保全管理講習
受講者募集

詳しくは

 快互 のつどい
かいご

詳しくは

 

　暮らしの空間プロデューサー安東

英子さんの『お片付けセミナー』や

乳がんセミナーなどを開催します。

と　　き　１０月５日（日）１２時～１６時

と　こ　ろ　アバンセ（佐賀市）

入　場　料　無料（セミナーは先着３００人）

※親子室有り（先着順）

 

　県健康増進課がん対策推進担当

　緯０９５２（２５）７０７４

 

　ろうあ者への理解と簡単なコミュ

ニケーション方法の習得を目指しま

す。ぜひ参加ください。

と　　き　１０月２３日～１２月１１日

　　　　　毎週木曜日１９時３０分～２１時

と　こ　ろ　福祉会館３階大会議室

参　加　費　５００円（テキスト代・保険料）

 　鹿島市社会福祉協議会

　　　　　緯０９５４（６２）２４４７

 

 

　健康づくりに（特に風邪に弱い人）、

免疫力を高め、自然治癒力を増強す

る気功をやってみませんか。

と　　き　１０月７日（火）～３月２４日（火）

　　　　　毎週火曜日１３時３０分～１５時

と　こ　ろ　福祉会館３階大会議室

参　加　費　３,０００円（６カ月分）

 　宮﨑

　　　　　緯０９５４（６２）５０５５

 

　健康・美容・若返り・仲間づくり

を目指しています。高齢者・初心者

大歓迎！

と　　き　毎週木曜日１４時～１７時

と　こ　ろ　福祉会館３階大会議室

受　講　料　３,０００円／月

 　社交ダンス 百寿会 　田中
ひゃくじゅかい

　　　　　緯０９０（８７６２）１４８０

１０月は
ピンクリボン月間です

詳しくは

手話講習会
開催のお知らせ

詳しくは

募募 集集

気功教室　生徒募集

詳しくは

一緒に踊りませんか？
社交ダンス　百寿会

詳しくは

 

　１０７６ｍの頂上から望む絶景と県内

最高峰を踏破した征服感を味わって

みませんか。ガイド、救護班が同行

しますので初心者も安心です。

と　　き　１０月２５日（土）９時～１６時

　　　　　※雨天の場合１１月８日（土）

集　　合　自然の館『ひらたに』

定　　員　３０人（小学４年生以上）

参　加　費　１,０００円（昼食代・保険料等）

持　参　品　飲み物・タオル・着替え・

　　　　　軍手・防寒具・雨具など

 　自然の館『ひらたに』

　　　　　緯０９５４（６４）２５７９

　　　　　※毎週火曜日は休館

 

　年齢や学校が違う仲間と、楽しい

共同生活を体験しませんか？

と　　き　１１月２０日（木）～２２日（土）

と　こ　ろ　のごみふれあい楽習館

内　　容

　レクリエーション、ナイトウォーク、

　もちつきとお雑煮つくりなど

対　　象　小学４～６年生（定員３０人）

参　加　費　１,０００円

締　　切　１０月３１日（金）

申　込　み　各小学校に配布している

　　　　　所定の用紙に必要事項を

　　　　　記入して提出ください。

 　生涯学習課社会教育係

　　　　　緯０９５４（６３）２１２５

 

　読まなくなった本を『本をゆずる

市』（２０ページ参照）に出してみませ

んか？

本の条件　汚れや書き込みなどがない本

※雑誌、カタログ、ＣＤ、ビデオなどは受け

　付けません

受付期間　１０月１６日（木）～２９日（水）

　　　　　（図書館休館日を除く）

お断り

胸本の内容や状態によっては受付で

　きない場合があります。

胸本の返却は対応できません。

胸郵送や宅配では受け付けできません。

 　市民図書館

　　　　　緯０９５４（６３）４３４３

秋の経ヶ岳登山

詳しくは

ハウスキャンプに
参加しませんか

詳しくは

『本をゆずる市』に
出す本を募集します

詳しくは

情報掲示板　愚　講習会・教室・募集
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　日ごろの運動不足を解消し、一緒

に健康づくりしませんか。老若男女

問わず大歓迎です！

と　　き　毎週月・木曜日１０時～１２時

と　こ　ろ　市民体育館

会　　費　５００円／月（入会金１,０００円）

 　コスモスクラブ　秋月

　　　　　緯０９５４（６３）１８６７

 

 

　『公証週間』（１０月１日～７日）に

合わせて、無料相談会を開催します。

と　　き　１０月１日（水）・３日（金）

　　　　　１０時～１６時

と　こ　ろ　佐賀公証人合同役場（佐賀市）

相談内容　

胸遺言の作成胸金銭・土地建物の貸

借胸老後の財産管理胸養育費ほか

 　佐賀公証人合同役場

　　　　　緯０９５２（２２）４３８７

 

と　　き　１０月５日（日）１０時～１６時

と　こ　ろ　市民会館１階　サロン

その他の相談内容

　胸建設業許可胸農地転用許可胸会社

　設立胸会計記帳胸風俗営業許可など

　土木事務所、警察、保健所、市役所な

　どに提出する書類

 

　佐賀県行政書士会武雄鹿島支部

　緯０９５４（６３）６０５９

バトミントン
コスモスクラブ会員募集

詳しくは

相相 談談
公証人による
無料法律相談会

詳しくは

相続・遺言に関する
無料相談会

詳しくは

 

　『法の日』（１０月１日）にちなんで

無料法律相談会を開催します。

と　　き　１０月１日（水）～３日（金）

　　　　　９時～１７時（要予約）

と　こ　ろ　県内各司法書士事務所

　　　　　（各司法書士事務所へ要予約）

相談内容　

胸登記胸相続胸遺言胸借金胸成年後

見胸労働問題胸裁判手続胸その他司

法書士が行う業務

 　佐賀県司法書士会

　　　　　緯０９５２（２９）０６２６

 

　秋の行政相談週間（１０月２０日～２６

日）に先立ち、合同行政相談所を開

設します。行政に対すること以外で

心配なことやお困りのことなどもお

受けしますので、気軽にご利用くだ

さい。

と　　き　１０月８日（水）１０時～１５時

と　こ　ろ　市役所５階大会議室

相　談　員

　胸行政相談委員胸人権擁護委員

　胸心配ごと相談員

　胸佐賀行政評価事務所職員

 　佐賀行政評価事務所

　　　　　緯０９５２（２２）２６５１

法の日
無料法律相談会

詳しくは

合同行政相談所を開設

詳しくは

 

 

　複音ハーモニカ奏者である大石昌

美さんのコンサートです。ぜひ、お

越しください。

と　　き　１１月９日（日）

　　　　　１３時開場　１３時３０分開演

と　こ　ろ　エイブルホール

内　　容　第１部　演奏発表会

　　　　　第２部　大石昌美コンサート

入　場　料　１,０００円（全席自由）

 　同実行委員会事務局山下

　　　　　緯０９５４（６２）５８６１

 

　うれしの特別支援学校の児童・生

徒が日ごろの学習の成果を発表しま

す。ぜひ、お越しください。

と　　き　１０月１１日（土）９時５０分～

と　こ　ろ　うれしの特別支援学校

　　　　　（嬉野市塩田町）

内　容　午前：ステージ発表

　　　　午後：作業製品販売など

 　うれしの特別支援学校

　　　　　緯０９５４（６６）４９１１

イイベベンントト
大石昌美

ハーモニカコンサート

詳しくは

と う せ ん 祭

詳しくは

情報掲示板　愚　募集・相談・イベント

　市制６０周年を記念して、鹿島市文化祭の期間に市役所４階の市議会議場を開放し、さまざまなイベントを

開催します。お気軽にお越しください。　　　　　　　　　 　議会事務局　緯０９５４（６３）２１０４詳しくは

市議会議場を鹿島市文化祭期間に開放します

　と　　き　１１月１日（土）～３日（祝）１０時～１５時

　　　　　　※１１月２日（日）はステージ出演

　と　こ　ろ　市役所４階市議会議場

　作品展示　胸純銀アートアクセサリー（銀アートの額）

　　　　　　胸もくれん会、鹿水会（水墨画の額・掛軸）

　　　　　　胸咲き織クラブ（裂き織の着物・洋服等）

　ステージ出演（予定・順不同）

　胸吟詠会（詩吟）　伽宗会、佐賀岳誠会、鹿島吟祐同好会、佐賀岳翠会

　胸フラ　ハラウ　ナー　ホク　リック、フラ　レア　マカニ（フラダンス）

　胸二胡二胡クラブ（二胡）

　胸ギター演奏

　胸オカリナサークル　オーロラ（オカリナ）

　胸歌って英語を楽しく学ぶ～ビートルズとカーペンターズ～（合唱）

水道の開始・中止には事前に

　水道課窓口での手続きが必要です

問合先　水道課　緯（６２）３７１８
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　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　１０月１日～１２月３１日

　　　　　※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（医療機関の窓口でお支払ください）

　　　　　※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をします）

　　　　　毅健康手帳またはおくすりノート（済証を貼ります）

　市食生活改善推進協議会では毎月『食育の日』に

料理教室を行っています。参加を希望する人は開催

日の１週間前までにお申込ください。

と　　き　１０月１７日（金）　１０時～１４時

と　こ　ろ　エイブル調理室

会　　費　３００円

持　参　品　筆記用具、エプロン、三角巾

申　込　先　保健センター予防係

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

 　鹿島市保健センター

　　　　　緯０９５４（６３）３３７３

詳しくは

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）を除く

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

※国の方針で２年に１回の検診となります。

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。

　　　　潤検診申込調査などで申し込んだ人には受診

　　　　　票を郵送しています。

　　　　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。

　市では次のようにインフルエンザ予防接種の費用助成を行います。希望する人は直接医療機関へお申し込みください。

対　象　者　中学３年生までの子どもで希望する人

期　　間　１０月１日～１２月３１日

接種回数　１３歳未満：２回、　１３歳以上：１回

助　成　額　１,０００円／回

自己負担金　接種費用から助成額（１,０００円）を引いた金額

接種場所　市内の実施医療機関と谷口医院（嬉野市）

　　　　　※上記以外で接種希望の場合はお問い合わせください。

持　参　品　母子健康手帳・健康保険証（住所の確認用）

食改さんの料理教食改さんの料理教室室

６５歳以上の人のインフ６５歳以上の人のインフルルエンザ予防接種についてエンザ予防接種について

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についてエンザ予防接種について

子宮頸がん・乳がん検診を実施していま子宮頸がん・乳がん検診を実施していますす

対　象　区月　日

城内・大手・新町・中牟田１０月８日（水）

東町・馬渡・小舟津・世間・重ノ木・山浦開拓・番在開拓・大野・広平１０月２８日（火）

納富分・行成・古城１１月５日（水）

西牟田・犬王袋・西三河内・中川内・早ノ瀬・組方・七開１１月１２日（水）

執行分・高津原１１月１７日（月）

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）

予約制１１月３０日（日）

乙丸・中村・森・土井丸・井手・大宮田尾・母ケ浦・西葉・矢答・伏原・下浅浦　（受付時間　１３時３０分～１４時３０分）１２月３日（水）

高津原１２月５日（金）

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８日（月）

本町・三部・新籠・常広・野畠・北舟津・音成１２月１２日（金）

夜間（受付時間　１８時～１９時）予約制１２月１２日（金）
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と　　き　１０月１４日（火）　９時３０分～１１時

と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

そ　の　他　潤料金は無料です。

潤受診票をお持ちでない人は、当日受付で申し出てく

　ださい。

潤撮影のときは、薄手のシャツや肌着は着用できます。

　ボタンや刺繍・金具の入ったものは着用できません。

　６５歳以上の人を対象に９月から地区の公民館や保健センターで結核健康診断を行っています。

　対象区の日程で健診を受けていない人は、ぜひ受診してください。

未受診の人は結核健康診未受診の人は結核健康診断断（胸部レントゲン）（胸部レントゲン）を受けましょうを受けましょう

　ご自身のため、ご家族のためにも、年に１回はがん

検診を受けましょう。次の４種類のがん検診を同日で

実施します。（１種類から受診可能です）

　検診申込調査など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。

　受　　付　８時３０分～１０時３０分

　と　こ　ろ　保健センター（エイブル１階）

　潤都合が悪い場合は、都合のよい日に受診できます。（申込不要）

　潤１０月１８日、１１月７日・１４日・２０日を希望する人は、保

　　健センターまで予約してください。

　 　保健センター緯０９５４（６３）３３７３申　込　先

がんセット検診を実施していまがんセット検診を実施していますす

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】５０～７３歳の

　　　  男性

【内　容】

血液検査

【自己負担金】

７００円

怯がんセット検診日程

※１１月７日（金）・１４日（金）・２０日（木）の各がん検診の受付時間は９時～１０時です。

対　象　区月　日

新方・湯ノ峰・嘉瀬浦・音成・大宮田尾・小宮道・東塩屋・西塩屋・母ヶ浦・西葉・矢答１０月１５日（水）

上古枝・下古枝・久保山・七開・庄金・南舟津・野畠・北舟津１０月１６日（木）

若殿分・納富分・行成１０月１７日（金）

★希望する人は保健センターまで予約してください。１０月１８日（土）

大手・中牟田・横田・小舟津・世間・重ノ木１０月２０日（月）

執行分・井手分・馬渡・奥山・竹ノ木庭・平仁田開拓１０月２１日（火）

末光・犬王袋・大村方・鮒越・中尾１０月２２日（水）

★胃がん検診のみ実施

　胃がん検診のみを申し込みしている人はこの日がおすすめです。希望する人は保健センターまで予約してください。
１１月７日（金）

★肺がん検診のみ実施

　肺がん検診のみを申し込みしている人はこの日がおすすめです。希望する人は保健センターまで予約してください。
１１月１４日（金）

★大腸がん検診のみ実施

　大腸がん検診のみを申し込みしている人はこの日がおすすめです。希望する人は保健センターまで予約してください。
１１月２０日（木）
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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）

１０月の子育て

３歳６ヵ月健診
対　象　平成２３年３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

９日（木）１歳６ヵ月健診
対　象　平成２５年３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）

２３日（木）４ヵ月健診　　　
対　象　平成２６年６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 

２２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

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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怯子育て支援

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先　子育て支援センター（エイブル１階）　緯０９５４（６３）０８７４

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

２日（木）　エイブル　『のびのび大運動会外』

　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（１０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

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

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２６年８月生まれ

７７日（火日（火））
離乳離乳食食（初期（初期））教室教室

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

７７日（火日（火））

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

３日（金）　エイブル　『初めてだね♪運動会』

電　話　番　号所　在　地在　宅　医日　付

０９５４（６３）９２３４鹿島市　古枝中村医院７日（火）

０９５４（４３）０５５０嬉野市　嬉野町福田医院１４日（火）

０９５４（６３）４０８０鹿島市　若殿分田中医院２１日（火）

０９５４（６７）２１２０太良町田代医院２８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

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１１月１９日（水）です。

８８日（水日（水））
離乳離乳食食（後期（後期））教室教室

受付　１０：００～１０：３０
内容　離乳食指導等
対象　８～１０ヵ月児の保護者

２２７７日（月日（月））

母子健康手帳

母

母子手帳交母子手帳交付付

受付　１０：００～１０：３０
内容　手帳交付・説明会
対象　市内在住の妊婦
※都合が悪い場合はご
　連絡ください。

１１・・８８・・２２９９日（水日（水））

子育てひろば　　　　　　　　　

※子育て支援センター移転準備のためお
　休みします。

※１０月１４日（火）電話移転工事のため不通
　となります。お急ぎの人は福祉事務所
　緯（６３）２１１９までお願いします。

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
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広報かしま原稿締切日

１２月号１１月号
１０月３０日１０月３日

２（木）・１７（金）　人権学習会

　　　　　　　　エイブル３階研修室　１３時３０分～１５時

７日（火）　映画『まちや紳士録』無料上映会

　　　　　　　　　　エイブルホール　１３時３０分～１５時

１２日（日）　能古見小学校運動会

１５日（水）　市内小学校陸上競技大会・・陸上競技場１４時１０分～

１７（金）・１９（日）　五ノ宮神社秋祭り・・・・・・・・・・・・・・五ノ宮神社

１９日（日）　北鹿島ふるさとまつり・・・・・・五ノ宮神社周辺

１９日（日）　ガイア　クアトロ　ジャパンツアー２０１４・・［２０ページ参照］

１９日（日）　鹿島小学校創立１３０年記念式典

　　　　　　　　　　　　　鹿島小学校体育館　１０時～

２５（土）～２６（日）　鹿島市制施行６０周年記念事業・・［１２ページ参照］

２５（土）～２６（日）　三嶽神社秋祭り・・・・・・・・三嶽神社～救世神社

２６日（日）　鹿島はしご酒・・・・・・・・・・・・・・［１８ページ参照］

愚無料法律相談（市民優先）　市民会館１階

　９日（木）　受付１３時～１４時　　　　　　　　（先着１０人）　１３時３０分開始

　３０日（木）　受付９時３０分～１０時３０分（先着６人）　１０時開始

愚合同行政相談　８日（水）・・・・・・・・・・・・［２５ページ参照］

愚行政・人権・心配ごと相談　老人福祉センター相談室

　８・２２日（水）　１０時～１２時、　１３時～１５時

　※８日は『合同行政相談』となり、市役所５階大会議室

　社会福祉協議会　緯（６２）２４４７

愚成人健康相談　保健センター

　１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）

　１１日（土）　１０時～１２時　都市建設課緯（６３）３４１５

愚土地・建物に関する無料相談　市民会館１階サロン

　２８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

　６・２０・２７日（月）、３・１０・１７・２４・３１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

　１０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

　１２日（日）　１０時～１５時

愚発達障害児（者）専門相談　市役所５階第７会議室

　２８日（火）　１０時～１６時　要予約

　ＮＰＯ法人それいゆ緯０９０（６２９６）７５５０

愚こころの健康相談（臨床心理士　対応）

　８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

愚ことばの相談　福祉事務所相談室

　２３日（木）　　１３時３０分～１６時

愚厚生年金・国民年金相談　１０時～１２時、１３時～１５時

　７日（火）　市民会館１階サロン

　２１日（火）　市役所５階第７会議室

　要予約　市民課緯（６３）２１１７

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

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
兼茂　　　　　　　　緯（６３）１６１６
池田設備左官工務店　緯（６２）１７３２
中村設備　　　　　　緯（６３）４８４６
峰松建設　　　　　　緯（６２）２０６８

　４日（土）
　５日（日）
１１日（土）
１２日（日）
１３日（祝）
１８日（土）
１９日（日）
２５日（土）
２６日（日）

（１０月分）
４・１１・１８・２５日（土）、
５・１２・１９・２６日（日）、
１３日（祝）

市役所
保健センター

２０・２７日（月）、１４日（火）、
３０日（木）、６～１０日（特別整理期間）

市民図書館

６・２０・２７日（月）、
１４日（火）

生涯学習センター
（エイブル）

７・１４・２１・２８日（火）
陸上競技場・市民球場・
社会体育館

６・２０・２７日（月）、
１４日（火）

産業活性化施設
（海道しるべ）

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２９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）３２７５５日（日）
ミズ北鹿島店志田病院　緯（６３）１２３６１２日（日）
アルナ浜店薬師寺医院　緯（６３）５２８１１３日（祝）
ミズ西牟田店別府整形外科　緯（６３）３０６３１９日（日）
祐信堂薬局中村医院　緯（６３）９２３４２６日（日）


